
(様式第 10) 

番 １８－７４２  号  

平成  年  月  日  

  厚生労働大臣        殿 

学校法人  帝 京 大 学     

開設者名 理事長 冲永 佳史 (印) 

 

帝京大学医学部附属病院の業務に関する報告について 

 

 標記について、医療法（昭和 23 年法律第 205 号）第 12 条の 3 第 1 項及び医療法施行規則（昭和 23

年厚生省令第 50 号）第 9 条の 2 の 2 の第 1 項の規定に基づき、平成 29 年度の業務に関して報告しま

す。 

記 

1 開設者の住所及び氏名 

 住   所 〒173-8605 東京都板橋区加賀2-11-1 

 氏   名 学校法人 帝京大学  

(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 

 帝京大学医学部附属病院 

 

3 所在の場所 

〒173-8606 

  東京都板橋区加賀2-11-1                電話(03)3964－1211㈹ 

 

 

4 診療科名 

4-1 標榜する診療科名の区分 

○1 医療法施行規則第六条の四第一項の規定に基づき、有すべき診療科名すべてを標榜 

2 医療法施行規則第六条の四第四項の規定により読み替えられた同条第一項の規定に基づき、が

ん、循環器疾患等の疾患に関し、高度かつ専門的な医療を提供する特定機能病院として、十以

上の診療科名を標榜 
(注) 上記のいずれかを選択し、番号に○印を付けること。 

 

4-2 標榜している診療科名 

(1)内科 

内科 ○有  ・ 無 

 内科と組み合わせた診療科名等 

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

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

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

 診療実績 

 

 

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

けること。 

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

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

ること。 



(2)外科 

外科 ○有  ・ 無 

 外科と組み合わせた診療科名 

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

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

 診療実績 

 

 

 

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

ること。 

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

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

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

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

と）。 

 

(3)その他の標榜していることが求められる診療科名 

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

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

14放射線治療科  15麻酔科  16救急科 

(注） 標榜している診療科名の番号に〇印を付けること。 

 

(4)歯科 

歯科 ○有  ・ 無 

歯科と組み合わせた診療科名 

  ○1 小児歯科  ○2 矯正歯科  ○3 口腔外科 

 歯科の診療体制 

 

 

 

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

号に〇印を付けること。 

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

ている診療科名として「歯科」を含まない病院については記入すること。 

 

(5)(1)～(4)以外でその他に標榜している診療科名 

  1 緩和ケア内科 2 腫瘍内科 3 形成外科 4 病理診断科 5 リハビリテーション科 6        

7        8           9         10          11          12           13      

  14       15          16         17          18          19           20     

  21 

(注) 標榜している診療科名について記入すること。 

 

5 病床数 

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

47 床 床 床 床 1,031 床 1,078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        471人   33人  473.3人  看 護 補 助 者           12人 診療エックス線

技師 

     人 

 歯 科 医 師         11人   4人  11.32人  理 学 療 法 士           26人 臨床 

 

検査 

臨床検査技

師 

   82人 

 薬 剤 師          73人   2人 74.0人  作 業 療 法 士             8人 衛生検査技

師 

     人 

 保 健 師           人    人       人  視 能 訓 練 士            13人 そ の 他            人 

 助 産 師          54人    1人    55人  義 肢 装 具 士              人 あん摩マッサージ指圧師      人 

 看 護 師        1137人   5.6人 1142.6人  臨 床 工 学 士   21人 医療社会事業従

事者 

   10人 

 准 看 護 師           3人    0人      3人  栄  養  士              人 その他の技術員           12人 

 歯科衛生士      6人    人       人  歯 科 技 工 士            人 事 務 職 員          161人 

 管理栄養士      7人   2人    8.0人  診療放射線技師     51人 その他の職員            3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 45 人 眼 科 専 門 医 9 人  

外 科 専 門 医 45 人 耳鼻咽喉科専門医 16 人 

精 神 科 専 門 医 9 人 放射線科専門医 14 人 

小 児 科 専 門 医 17 人 脳神経外科専門医 14 人 

皮 膚 科 専 門 医 9 人 整形外科専門医 27 人 

泌尿器科専門医 5 人 麻 酔 科 専 門 医 20 人 

産婦人科専門医 19 人 救 急 科 専 門 医 18 人 

  合 計 270 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（ 坂本 哲也 ） 任命年月日 平成 28 年 4 月 1 日 

 

 

別紙１参照 

 

 

 

  



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      845.3 人           3.4  人         848.7 人 

 １日当たり平均外来患者数         1,595.8   人           55.7 人        1,651.5 人 

 １日当たり平均調剤数                                        1,718.4             剤 

必要医師数 185            人  

必要歯科医師数 1            人  

必要薬剤師数 29            人  

必要（准）看護師数 476            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 

 

 

1,506.53  

  m 2 

（１人当たり 

25.1 m 2） 

 

 

 

   病 床 数  60 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   178.86  m 2      病床数   12   床 

［移動式の場合］ 台 数     2  台 

医 薬 品 

情報管理室 

［専用室の場合］ 床  積  30.81  m 2 

［共用室の場合］ 共用する室名 

化学検査室 19.29m 2 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ   （主な設備）低温恒温器,中央実験台,ｷｭｰﾘｰﾒｰﾀ 

細菌検査室 140.60m 2 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ   （主な設備）全自動細菌検査装置,生物顕微鏡,安全ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ 

病理検査室 264.05m 2 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ   （主な設備）ﾐｸﾛﾄｰﾑ,自動固定包埋装置,顕微鏡 

病理解剖室  74.58m 2 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ   （主な設備）解剖台,臓器撮影台,臓器固定水洗槽 

研 究 室  3,067.52

m 2 

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ   （主な設備）ﾄﾞﾗﾌﾄﾁｬﾝﾊﾞｰ等 

講 義 室 488.90m 2 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ    室数    13  室  収容定員       260   人 

図 書 室 3,020.73 

m 2 

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ    室数     2   室  蔵 書 数  235,887 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 86．5％ 逆 紹 介 率  61．7 ％ 

算

出

根

拠 

Ａ：紹 介 患 者 の 数                                     20,084              人 

Ｂ：他の病院又は診療所に紹介した患者の数                  18,341                 人 

Ｃ：救急用自動車によって搬入された患者の数                   5,635                 人 

Ｄ：初 診 の 患 者 の 数                                     29,749                 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 

寺尾 壽夫  ○ 医療に係る安全管理に

関する識見を有する者 

 

有・○無   

1 

秦 奈峰子 太田・佐藤法律

事務所 

 医療に係る安全管理及

び法律に関する識見を

有する者 

有・○無   

1 

森 唯章   医療を受ける者その他

の医療従事者以外の者 

 

有・○無   

2 

川村 雅文 学校法人帝京

大学 医学部長 

 当院での臨床経験があ

る中立的な評価ができ

る立場にある者 

○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 

 

病院ホームページに公表 

 

 

 



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

9人　

1人　

1人　

人　

人　

人　

人　

人　

人　

人　

人　

人　

人　

人　

人　

人　

人　

人　

人　

人　

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

　　　　　第百二十九号）第二各号に掲げる先進医療について記入すること。

(注） 2　「取扱患者数」欄には、前年度の年間実患者数を記入すること。

高度の医療の提供の実績

先　進　医　療　の　種　類   

　多焦点眼内レンズを用いた水晶体再建術

　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

　前眼部三次元画像解析

（様式第2）



2  承認を受けている先進医療の種類（注１）及び取扱患者数

取扱患者数

1人　

0人　

0人　

0人　

0人　

0人　

1人　

5人　

1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   

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。）

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　腹腔藩種を伴う
初発の胃がん

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

カペシタビン内服投与、シスプラチン静脈内投与及びドセタキセル腹腔内投与の併用療法

術後のホルモン療法及びＳ－１内服投与の併用療法原発性乳がん（エストロゲン受容体が陽性であって、
ＨＥＲ２が陰性のものに限る。）

ペメトレキセド静脈内投与及びシスプラチン静脈内投与併用療法肺がん（扁平上皮肺がん及び小細胞肺が
んを除き、病理学的見地から完全に切除された判断されるものに限る。）

コレステロール塞栓症に対する血液浄化療法　コレステロール血栓症

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

自己心膜及び弁形成リングを用いた僧帽弁置換

（様式第2）



3　その他の高度の医療

医療技術名
腹膜播種陽性または腹腔細胞診陽性の胃癌に対するS-1＋パクリタキセル
経静脈・腹腔内併用療法

取扱患者数 12人　

当該医療技術の概要

腹膜播種を伴う胃癌患者を対象として、S-1＋パクリタキセル経静脈・腹腔内併用療法を行う　　　(患者申出療養）

医療技術名
腹膜播種を伴う胃癌に対するS-1／シスプラチン＋パクリタキセル腹腔内投
与併用療法の第II相臨床試験

取扱患者数 5人　

当該医療技術の概要

腹膜播種を伴う胃癌患者を対象として、S-1／シスプラチン＋パクリタキセル腹腔内投与併用療法を行う

医療技術名 transjugular intrahepatic portasystemic shunt; TIPS 取扱患者数 5人　

当該医療技術の概要

医療技術名 経頭蓋磁気刺激治療 取扱患者数 3人　

当該医療技術の概要

医療技術名 増殖糖尿病網膜症に対する抗VEGF抗体の硝子体内注射 取扱患者数 15人　

当該医療技術の概要

医療技術名 da Vinci Xi Surgical System によるロボット支援胃切除手術 取扱患者数 2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）。

難治性腹水患者に治療として、TIPSを行っている。この治療は、難治性腹水患者に対して代替治療がなく重要であるが、手
技の複雑さから実施可能施設が都内では当院だけである。手技的にはいずれの症例でも合併症無く完遂し、独歩退院し
た。

薬物療法への治療抵抗性であるうつ病に対して、高頻度の磁気刺激を背側前頭前野におこなうことによる抑うつ症状の改
善を行う治療で、同じ目的で行う無痙攣性通電療法に比べて、副作用が少ないことが知られている。ただし効果サイズは通
電療法よりは小さい。磁気刺激療法は、連日約３０分程度実施することを４週間行って、１クールとし、効果が不十分である場
合にはクールを追加する。

増殖糖尿病網膜症においては手術中などの出血が多く手術に苦労する症例が多い。より手術を安全に行うために硝子体
手術前に抗VEGF抗体を硝子体内に注射して、一時的に増殖を抑制し手術を行う。

早期胃癌に対して、腹腔鏡下胃切除をより安全かつ侵襲の少ない手術にする

（様式第2）



疾　　　患　　　名 患者数 疾　　　患　　　名 患者数
1 球脊髄性筋萎縮症 1 56 ベーチェット病 192
2 筋萎縮性側索硬化症 42 57 特発性拡張型心筋症 30
3 脊髄性筋萎縮症 4 58 肥大型心筋症 9
4 原発性側索硬化症 0 59 拘束型心筋症 0
5 進行性核上性麻痺 6 60 再生不良性貧血 33
6 パーキンソン病 112 61 自己免疫性溶血性貧血 1
7 大脳皮質基底核変性症 4 62 発作性夜間ヘモグロビン尿症 2
8 ハンチントン病 0 63 特発性血小板減少性紫斑病 67
9 神経有棘赤血球症 0 64 血栓性血小板減少性紫斑病 0
10 シャルコー・マリー・トゥース病 2 65 原発性免疫不全症候群 6
11 重症筋無力症 122 66 IgＡ 腎症 19
12 先天性筋無力症候群 0 67 多発性嚢胞腎 13
13 多発性硬化症／視神経脊髄炎 75 68 黄色靱帯骨化症 7

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
42 69 後縦靱帯骨化症 23

15 封入体筋炎 2 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 29
17 多系統萎縮症 13 72 下垂体性ADH分泌異常症 12
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 0
19 ライソゾーム病 6 74 下垂体性PRL分泌亢進症 8
20 副腎白質ジストロフィー 1 75 クッシング病 10
21 ミトコンドリア病 6 76 下垂体性ゴナドトロピン分泌亢進症 0
22 もやもや病 29 77 下垂体性成長ホルモン分泌亢進症 27
23 プリオン病 2 78 下垂体前葉機能低下症 45
24 亜急性硬化性全脳炎 0 79 家族性高コレステロール血症（ホモ接合体） 0
25 進行性多巣性白質脳症 0 80 甲状腺ホルモン不応症 0
26 HTLV-1関連脊髄症 1 81 先天性副腎皮質酵素欠損症 0
27 特発性基底核石灰化症 0 82 先天性副腎低形成症 0
28 全身性アミロイドーシス 2 83 アジソン病 0
29 ウルリッヒ病 0 84 サルコイドーシス 40
30 遠位型ミオパチー 0 85 特発性間質性肺炎 28
31 ベスレムミオパチー 0 86 肺動脈性肺高血圧症 2
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 0
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 0
34 神経線維腫症 16 89 リンパ脈管筋腫症 2
35 天疱瘡 14 90 網膜色素変性症 43
36 表皮水疱症 0 91 バッド・キアリ症候群 1
37 膿疱性乾癬（汎発型） 17 92 特発性門脈圧亢進症 0
38 スティーヴンス・ジョンソン症候群 1 93 原発性胆汁性肝硬変 53
39 中毒性表皮壊死症 0 94 原発性硬化性胆管炎 4
40 高安動脈炎 10 95 自己免疫性肝炎 13
41 巨細胞性動脈炎 6 96 クローン病 75
42 結節性多発動脈炎 11 97 潰瘍性大腸炎 171
43 顕微鏡的多発血管炎 24 98 好酸球性消化管疾患 1
44 多発血管炎性肉芽腫症 18 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 14 100 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 8 101 腸管神経節細胞僅少症 0
47 バージャー病 11 102 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 4 103 CFC症候群 0
49 全身性エリテマトーデス 240 104 コステロ症候群 0
50 皮膚筋炎／多発性筋炎 66 105 チャージ症候群 0
51 全身性強皮症 61 106 クリオピリン関連周期熱症候群 0
52 混合性結合組織病 22 107 全身型若年性特発性関節炎 1
53 シェーグレン症候群 32 108 TNF受容体関連周期性症候群 0
54 成人スチル病 13 109 非典型溶血性尿毒症症候群 0
55 再発性多発軟骨炎 6 110 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）



4　指定難病についての診療

高度の医療の提供の実績
（様式第2）

疾　　　患　　　名 患者数 疾　　　患　　　名 患者数
111 先天性ミオパチー 1 161 家族性良性慢性天疱瘡 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。） 9
113 筋ジストロフィー 13 163 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 3
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 1 169 メンケス病 0
120 遺伝性ジストニア 0 170 オクシピタル・ホーン症候群 1
121 神経フェリチン症 0 171 ウィルソン病 5
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 0

124
皮質下梗塞と白質脳症を伴う常染色体優

性脳動脈症
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 0 177 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 0
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 1
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 1
146 大田原症候群 0 196 ヤング・シンプソン症候群 0
147 早期ミオクロニー脳症 0 197 １p36欠失症候群 0
148 遊走性焦点発作を伴う乳児てんかん 0 198 ４p欠失症候群 0
149 片側痙攣・片麻痺・てんかん症候群 0 199 ５p欠失症候群 0
150 環状20番染色体症候群 0 200 第14番染色体父親性ダイソミー症候群 0
151 ラスムッセン脳炎 0 201 アンジェルマン症候群 0
152 ＰＣＤＨ19関連症候群 0 202 スミス・マギニス症候群 0
153 難治頻回部分発作重積型急性脳炎 0 203 22q11.2欠失症候群 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 1 208 修正大血管転位症 0
159 色素性乾皮症 0 209 完全大血管転位症 0
160 先天性魚鱗癬 0 210 単心室症 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）

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 0 264 無βリポタンパク血症 0
217 エプスタイン病 0 265 脂肪萎縮症 0
218 アルポート症候群 0 266 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 2 268 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 53 270 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 0 271 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 0
225 先天性腎性尿崩症 0 273 肋骨異常を伴う先天性側弯症 0
226 間質性膀胱炎（ハンナ型） 0 274 骨形成不全症 0
227 オスラー病 2 275 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 0 279
巨大静脈奇形（頚部口腔咽頭びまん性病

変）
0

232 カーニー複合 0 280 巨大動静脈奇形（頚部顔面又は四肢病変） 0
233 ウォルフラム症候群 0 281 クリッペル・トレノネー・ウェーバー症候群 1

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 0
240 フェニルケトン尿症 0 288 自己免疫性出血病XIII 0
241 高チロシン血症1型 0 289 クロンカイト・カナダ症候群 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 0
251 尿素サイクル異常症 0 299 嚢胞性線維症 0
252 リジン尿性蛋白不耐症 0 300 ＩｇＧ４関連疾患 7
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 11



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。



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）

　・特定集中治療室管理料３・４

　・超急性期脳卒中加算 　・総合周産期特定集中治療室管理料

　・診療録管理体制加算1 　・新生児治療回復室入院医療管理料

　・医師事務作業補助体制加算1（75対1） 　・小児入院医療管理料１

　・看護職員夜間配置加算（12対1配置加算2）

　・療養環境加算

　・重症者等療養環境特別加算

　・無菌治療室管理加算1・2

　・緩和ケア診療加算

　・精神科身体合併症管理加算

　・精神科リエゾンチーム加算

　・栄養サポートチーム加算

　・医療安全対策加算１

　・感染防止対策加算１

　・患者サポート体制充実加算

　・褥瘡ハイリスク患者ケア加算

　・ハイリスク妊娠管理加算

　・ハイリスク分娩管理加算

　・後発医薬品使用体制加算1

　・病棟薬剤業務実施加算1・2

　・データ提出加算

　・精神科急性期医師配置加算

　・救命救急入院料１・４

高度の医療の提供の実績

施　設　基　準　の　種　類 施　設　基　準　の　種　類

　・特定機能病院入院基本料（一般：7対1、精神： 13対1）

　・急性期看護補助体制加算（25対1 看護補助者5割未満） 　・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２

　・

　・

　・

　・

　・

　・

　・

　・

　・

　・

　・

　・

　・

　・

　・

　・

　・入退院支援加算 　・

　・精神疾患診療体制加算 　・

　・

　・

（様式第2）



6　届出が受理されている診療報酬制度における施設基準等（特掲診療科）

　・糖尿病合併症管理料 　・ロービジョン検査判断料

　・小児食物アレルギー負荷検査

　・内服・点滴誘発試験

　・画像診断管理加算１・２

　・遠隔画像診断

　・院内トリアージ実施料 　・ポジトロン断層・コンピューター断層複合撮影

　・外来放射線照射診療料 　・CT撮影及びMRI撮影

　・ニコチン依存症管理料 　・冠動脈CT撮影加算

　・外傷全身CT加算

　・心臓MRI撮影加算

　・乳房ＭＲＩ撮影加算

　・抗悪性腫瘍剤処方管理加算

　・外来化学療法加算１

　・無菌製剤処理料

　・在宅腫瘍治療電場療法指導管理料 　・心大血管疾患リハビリテーション料（Ⅰ）

　・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

　・歯科口腔リハビリテーション料２

　・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」

　・医療保護入院等診療料

　・口腔粘膜処置

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

　・歯科疾患管理料の注11に規定する総合医療管理加算及
び歯科治療時医療管理料

　・補聴器適合検査

　・がん性疼痛緩和指導管理料

　・がん患者指導管理料イ・ロ・ハ

　・外来緩和ケア管理料

　・糖尿病透析予防指導管理料

　・がん治療連携計画策定料

　・肝炎インターフェロン治療計画料

　・薬剤管理指導料

　・医療機器安全管理料１・２・（歯科）

　・在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料の注２に掲げる遠隔モ
ニタリング加算

　・在宅植込型補助人工心臓(非拍動流型)指導管理料

　・持続血糖測定器加算及び皮下連続式グルコース測定

　・遺伝学的検査

　・HPV核酸検出及びHPV核酸検出（簡易ジェノタイプ判定）

　・検体検査管理加算（Ⅰ）・（Ⅳ）

　・国際標準検査管理加算

　・遺伝カウンセリング加算

　・胎児心エコー法

　・時間内歩行試験及びシャトルウォーキングテスト
　・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。）

　・ヘッドアップティルト試験

　・脳波検査判断料１

　・神経学的検査 　・レーザー機器加算

（様式第2）



6　届出が受理されている診療報酬制度における施設基準等（特掲診療科）

　・人工腎臓

　・導入期加算2及び腎代替療法実績加算

　・経皮的中隔心筋焼灼術

　・皮膚移植術（死体）

　・後縦靭帯骨化症手術（前方進入によるもの）

　・脊髄刺激装置植込術及び脊髄刺激装置交換
術

　・大動脈バルーンパンピング法（IABP法）

　・補助人工心臓

　・植込型補助人工心臓（非拍動流型）

　・網膜再建術

　・人工中耳埋込術

　・バルーン閉塞下逆行性経静脈的塞栓術

　・体外衝撃波胆石破砕術

　・腹腔鏡下肝切除術

　・体外衝撃波膵石破砕術

　・腹腔鏡下膵腫瘍摘出術

　・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

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

　・エタノールの局所注入（甲状腺） 　・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

　・経カテーテル大動脈弁置換術

　・透析液水質確保加算及び慢性維持透析濾過加算 　・胸腔鏡下弁置換術

　・磁気による膀胱等刺激法 　・経皮的僧帽弁クリップ術

　・センチネルリンパ節加算

　・ペースメーカー移植術及びペースメーカー交換術

　・組織拡張器による再建手術（乳房（再建手術）の場合に限
る）

　・ペースメーカー移植術及びペースメーカー交換術（リードレ
スペースメーカー）

　・骨移植術（軟骨移植術含む。）（自家培養軟骨移植術に限
る。）

　・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

　・植込型除細動器移植術及び植込型除細動器交換術及び
経静脈電極抜去術

　・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

　・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

　・仙骨神経刺激装置植込術及び仙骨神経刺激装置交換術
（便失禁）

　・経皮的循環補助法（ポンプカテーテルを用いたもの）

　・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））

　・緑内障手術（水晶体再建術併用眼内ドレーン挿入術）

　・網膜付着組織を含む硝子体切除術（眼内内視鏡を用いる
もの） ・経皮的腹腔鏡下小切開骨盤内リンパ節群郭清術、腹腔鏡

下小切開後腹膜リンパ節群郭清術、腹腔鏡下小切開後腹膜
腫瘍摘出術、腹腔鏡下小切開後腹膜悪性腫瘍手術、腹腔鏡
下小切開副腎摘出術、腹腔鏡下小切開腎部分切除術、腹腔
鏡下小切開腎摘出術、腹腔鏡下小切開尿管腫瘍摘出術、腹
腔鏡下小切開腎(尿管)悪性腫瘍手術、腹腔鏡下小切開膀胱
腫瘍摘出術、腹腔鏡下小切開前立腺悪性腫瘍手術　・人工内耳植込術、植込型骨導補聴器移植術及び植込型

骨導補聴器交換術

　・上顎骨形成術（骨移動を伴う場合に限る。）（歯科）、下顎
骨形成術（骨移動を伴う場合に限る。）（歯科）

　・乳がんセンチネルリンパ節加算１及びセンチネルリンパ節
生検（併用）

　・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。)

　・乳がんセンチネルリンパ節加算２及びセンチネルリンパ節
生検（単独）

　・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）

　・ゲル充填人工乳房を用いた乳房再建術（乳房切除後）

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

（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）

　・体外照射呼吸性移動対策加算

　・定位放射線治療呼吸性移動対策加算

　・生体腎移植術 　・画像誘導密封小線源治療加算

　・膀胱水圧拡張術 　・病理診断管理加算２

　・腹腔鏡下膀胱悪性腫瘍手術 　・悪性腫瘍病理組織標本加算

　・人工尿道括約筋植込・置換術 　・口腔病理診断管理加算２

　・クラウン・ブリッジ維持管理料

　・

　・胎児胸腔・羊水腔シャント術 　・

　・

　・輸血管理料Ⅰ 　・

　・輸血適正使用加算 　・

　・貯血式自己血輸血管理体制加算 　・

　・自己生体組織接着剤作成術 　・

　・自己ク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入手術

　・麻酔管理料（Ⅰ）・（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（IGRT）

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

　・体外衝撃波腎・尿管結石破砕術

　・腎腫瘍凝固・焼灼術(冷凍凝固によるもの) 　・定位放射線治療

　・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）

　・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）

　・腹腔鏡下子宮悪性腫瘍手術(子宮体がんに限る。)

　・医科点数表第2章第10部手術の通則の16に掲げる手術

　・

　・

　・

　・

　・

　・

　・

　・

　・

　・

　・

（様式第2）



7　診療報酬の算定方法に先進医療から採り入れられた医療技術

8　病理・臨床検査部門の概要

１．臨床検査部門と病理診断部門は別々である。

２．臨床検査部門と病理診断部門は同一部門にまとめられている。

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

臨床部門が病理診断部門或いは臨床検査部門と開催
した症例検討会の開催頻度

肝胆膵・消化管・悪性リンパ腫・腎生検・呼吸器・剖検報告会
泌尿器・骨軟部　各症例検討会を月１回程度
研修医・内科　各CPCを月１回程度
産婦人科　クリニカルカンファレンス不定期参加

剖　検　の　状　況

　・

　・

剖検症例数　　　　32　　例　　　／　　剖検率      3.07　　%

　・

　・ 　・

(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）



1  研究費補助等の実績

金   額

補

委

補

委

補

委

補

委

補

委

補

委

補

委

補

委

補

委

補

委 　計　　 　計
(注) 1

2

3

　国、地方公共団体又は公益法人から補助金の交付又は委託を受け、当該医療機関に所属する医師等が
申 請の前年度に行った研究のうち、高度の医療技術の開発及び評価に資するものと判断される主なものを
記入すること。

　「研究者氏名」欄は、1つの研究について研究者が複数いる場合には、主たる研究者の氏名を記入するこ
と。　「補助元又は委託元」欄は、補助の場合は「補」に、委託の場合は「委」に、○印をつけた上で、補助元又
は委託元を記入すること。

高度の医療技術の開発及び評価を行う能力を有することを証する書類

研 究 課 題 名 研 究 者 氏 名 所  属  部  門
補助元又は委託

元
別紙２参照

（様式第3）



別紙２

１研究費補助等の実績

研究課題名 研究者氏名 所属部門 金額

補

委

補

委

補

委

補

委

補

委

補

委

補

委

補

委

補

委

補

委

補

委

補

委

補

委

補

委

補

委

補

委 計　16

翻訳後修飾による腎臓内シグナル
伝達機構の解明と慢性腎臓病治療
への展開

内田　俊也 内科 ¥50,000 文部科学省

¥15,840,000 厚生労働省

IgG4関連疾患の診断基準並びに診
療指針の確立を目指す研究

滝川　一 内科

内田　俊也 内科

滝川　一 内科

高度の医療技術の開発及び評価の実績

補助元又は委託元

難治性の肝・胆道疾患に関する調
査研究

滝川　一 内科

¥500,000 厚生労働省

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

内田　俊也 内科

¥200,000 厚生労働省

ベーチェット病に関する調査研究 菊地　弘敏 内科 ¥400,000 厚生労働省

難治性血管炎に関する調査研究

菊地　弘敏 内科

¥863,400 厚生労働省

難治性の肝・胆道疾患に関する調
査研究

田中　篤 内科 ¥0 厚生労働省

低カリウム野菜の慢性腎臓病患者
における満足度および有用性の検
討

田中　篤 内科

¥2,210,000 文部科学省

難治性の肝・胆道疾患に対する治
療介入の有効性についてのエビデ
ンス作成のための研究

田中　篤 内科 ¥5,850,000
日本医療研究開

発機構

内部障害を有する難病患者の身体
的･心理社会的問題抽出のアセス
メント指標の開発

田中　篤 内科

¥260,000 文部科学省

早老症の実態把握と予後改善を目
指す集学的研究

塚本　和久 内科 ¥200,000 厚生労働省

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

塚本　和久 内科

¥150,000 厚生労働省

アポ蛋白Dの慢性炎症バイオマー
カーとしての可能性探索と、その生
理的機能の解明

塚本　和久 内科 ¥884,000 文部科学省

指定難病の原発性硬化性胆管炎
患者に対するベザフィブラート投与
の有効性と安全性を検討する医師
主導治験による適応追加取得及び
標準治療ガイドラインの為のエビデ
ンス創出を目指す研究

¥200,000 厚生労働省

¥1,750,890
日本医療研究開

発機構

サリドマイド胎芽症患者の健康、生
活実態の把握及び支援基盤の構
築

長瀬　洋之 内科 ¥1,500,000 厚生労働省

原発性高脂血症に関する調査研究

1



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

補

委

補

委

補

委

補

委

補

委

補

委

補

委

補

委

補

委

補

委

補

委

補

委

補

委

補

委

補

委

補

委 計　16

感染性心内膜炎における新規バイ
オマーカーendocanの統合的解析

上妻　謙 内科 ¥130,000 文部科学省

¥2,470,000 文部科学省

生活習慣病の高血圧／臓器障害
における糖質・鉱質コルチコイドの
役割と新規治療探索

柴田　茂 内科

北沢　貴利 内科

柴田　茂 内科

高度の医療技術の開発及び評価の実績

補助元又は委託元

翻訳後修飾による腎臓内シグナル
伝達機構の解明と慢性腎臓病治療
への展開

柴田　茂 内科

¥1,950,000 文部科学省

低カリウム野菜の慢性腎臓病患者
における満足度および有用性の検
討

白藤　尚毅 内科

¥260,000 文部科学省

加齢性大動脈弁狭窄症における歯
周病原細菌関与の解明と新たな危
険因子の探求

片岡　明久 内科 ¥1,950,000 文部科学省

感染性心内膜炎における新規バイ
オマーカーendocanの統合的解析

片岡　明久 内科

¥1,040,000 文部科学省

メディアドクターの取り組みによる
医療健康報道の質向上に向けた研
究

渡邊　清高 内科 ¥1,690,000 文部科学省

好中球を用いた遺伝子導入の基礎
的検討

吉野　友祐 内科

¥1,820,000 文部科学省

国内流行HIV及びその薬剤耐性株
の長期的動向把握に関する研究

吉野　友祐 内科 ¥500,000
AMED 感染症実用

化研究事業

大動脈弁狭窄症における歯周病菌
の関与の解明ー新たなバイオマー
カーの探求ー

太田　康男 内科

¥2,000,000
公益信託循環器
学研究振興基金

新規薬剤による合併症の評価とそ
の制御

太田　康男 内科 ¥3,000,000
日本医療研究開

発機構

クロストリジウムディフィシル腸炎に
おけるＴ細胞非依存的産生される
腸管ＩｇＡの役割

太田　康男 内科

¥1,820,000 文部科学省

痛風における動脈硬化促進の分子
機序の解明

河野　肇 内科 ¥900,000 文科省科研費

国内流行HIV及びその薬剤耐性株
の長期的動向把握に関する研究

¥1,300,000 文部科学省

¥700,000
日本医療研究開

発機構

難治性血管炎に関する調査研究 河野　肇 内科 ¥616,800 厚労省科研費

新規治療開始HIV感染症患者の免
疫系の活性化と骨密度低下の機序
の解明

2



１研究費補助等の実績

研究課題名 研究者氏名 所属部門 金額

補

委

補

委

補

委

補

委

補

委

補

委

補

委

補

委

補

委

補

委

補

委

補

委

補

委

補

委

補

委

補

委 計　16

針筋電図検査における動員パター
ンの新規定量プログラム作成

神林　隆道 脳神経内科 ¥1,170,000 文部科学省

¥200,000 厚生労働省

非侵襲的表面筋電図定量診断法、
Clustering Index法の臨床応用の発
展

園生　雅弘 脳神経内科

園生　雅弘 脳神経内科

園生　雅弘 脳神経内科

高度の医療技術の開発及び評価の実績

補助元又は委託元

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

園生　雅弘 脳神経内科

¥1,690,000 文部科学省

ALSの早期診断に役立つ電気生理
学的指標についての研究

斉藤　史明 脳神経内科

¥900,000
日本医療研究開

発機構

新規筋萎縮誘発法を用いたスト
レッチングとレスベラトロール内服
の併用効果の検討

斉藤　史明 脳神経内科 ¥130,000 文部科学省

大量メチルコバラミン筋注による
ALSの治療薬開発研究

斉藤　史明 脳神経内科

¥692,308
日本医療研究開

発機構

神経筋疾患におけるジストログリカ
ンプロセッシングの意義と病態関与
に関する研究

松村喜一郎 脳神経内科 ¥1,352,000 文部科学省

筋萎縮に対する再荷重過程におけ
る微細筋損傷と酸化ストレスとの関
連の解明

坂本　哲也 救急科

¥65,000 文部科学省

救急医療体制の推進に関する研究 坂本　哲也 救急科 ¥200,000 厚生労働省

筋ジストロフィー関連疾患の分子病
態解明とそれに基づく診断法・治療
法開発

坂本　哲也 救急科

¥1,000,000

国立研究開発法
人 国立精神・神
経医療研究セン

ター

2020年東京オリンピック・パラリン
ピック競技大会に向けての救急・災
害医療体制の構築に関する研究

坂本　哲也 救急科 ¥350,000 厚生労働省

市民によるAEDのさらなる使用促進
とAED関連情報の取扱いについて
の研究

坂本　哲也 救急科

¥4,999,000 厚生労働省

脳卒中を含む急性循環器疾患の救
急医療の適確化をめざした評価指
標の確立に関する研究

坂本　哲也 救急科 ¥390,000
日本医療研究開

発機構

脳死下・心停止下における臓器・組
織提供ドナー家族における満足度
の向上及び効率的な提供体制構
築に資する研究

¥416,000
日本医療研究開

発機構

¥560,000 厚生労働省

通報内容からの心停止および多数
傷病者の察知と対応に関する研究

坂本　哲也 救急科 ¥10,712,000 消防庁

脳卒中を含む循環器病対策の評価
指標に基づく急性期医療体制の構
築に関する研究
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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

補

委

補

委

補

委

補

委

補

委

補

委

補

委

補

委

補

委

補

委

補

委

補

委

補

委

補

委

補

委
計　15

高度の医療技術の開発及び評価の実績

補助元又は委託元

途上国における地域特性を考慮し
たエンパワメント型地域救急医療シ
ステムの提案

坂本　哲也 救急科 ¥0 文部科学省

自動圧迫装置により測定した定量
化毛細血管再充満時間による
ショックの予測

坂本　哲也 救急科 ¥65,000 文部科学省

2020オリンピック・パラリンピック東
京大会に向けた外国人・障害者等
に対する熱中症対策に関する研究

三宅　康史 救急科 ¥4,000,000 厚生労働省

ベトナム国医療施設における「栄養
不良の二重負荷」と栄養管理シス
テムの実態

中原　慎二 救急科 ¥78,000 文部科学省

健康に配慮した交通行動誘発のた
めの学際的研究

中原　慎二 救急科 ¥65,000 文部科学省

途上国における地域特性を考慮し
たエンパワメント型地域救急医療シ
ステムの提案

中原　慎二 救急科 ¥1,560,000 文部科学省

医療事故調査制度においてアカウ
ンタビリティと医療安全を促進する
ための比較法研究

木戸　浩一郎 産婦人科 ¥200,000 厚生労働省

長時間胎動測定による基準値作成
とその臨床的意義

梁　栄治 産婦人科 ¥650,000 文部科学省

進行性・転移性卵巣癌における
Par3複合体の機能解析とEMT阻害
剤開発への応用

長阪　一憲 産婦人科 ¥1,021,438 文部科学省

卵巣明細胞腺癌の化学療法低感
受性の改善へ向けて

菊池　良子 産婦人科 ¥1,560,000 文部科学省

卵巣明細胞腺癌の化学療法低感
受性の改善へ向けて

綾部　琢哉 産婦人科 ¥130,000 文部科学省

卵巣明細胞腺癌の化学療法低感
受性の改善へ向けて

中川　俊介 産婦人科 ¥130,000 文部科学省

日本人における妊娠関連乳癌の病
態解明と抗老化因子SIRT1の果た
す役割の解明

神田　蘭花 産婦人科 ¥1,900,000 文部科学省

ミトコンドリア病の調査研究 三牧　正和 小児科 ¥200,000 厚生労働省

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

三牧　正和 小児科 ¥400,000 厚生労働省
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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

補

委

補

委

補

委

補

委

補

委

補

委

補

委

補

委

補

委

補

委

補

委

補

委

補

委

補

委

補

委 計　15

高度の医療技術の開発及び評価の実績

補助元又は委託元

ミトコンドリア病診療マニュアルの改
定を見据えた、診療に直結させるミ
トコンドリア病・各臨床病型のエビ
デンス創出研究

三牧　正和 小児科 ¥400,000
日本医療研究開

発機構

呼吸鎖複合体の量的・質的評価に
よる未診断ミトコンドリア病患者の
病因解明

三牧　正和 小児科 ¥1,560,000 文部科学省

ミトコンドリア病診療の質を高める、
レジストリシステムの構築、診断基
準・診療ガイドラインの策定および
診断システムの整備を行う臨床研
究

三牧正和 小児科 ¥400,000
国立研究開発法
人　日本医療研

究開発機構

小児腎炎の非侵襲的組織診断方
法の開発：MRI拡散テンソル画像に
よる組織診断

高橋　和浩 小児科 ¥0 文部科学省

小児腎炎の非侵襲的組織診断方
法の開発：MRI拡散テンソル画像に
よる組織診断

中村　明夫 小児科 ¥0 文部科学省

有機カチオン系トランスポーターを
考慮した乳汁への精神科系薬物移
行と新生児への影響

伊藤　直樹 小児科 ¥992,634 文部科学省

FAM111Aの骨成長、ミネラル代謝
における役割の解明

磯島　豪 小児科 ¥1,560,000 文部科学省

タンデムマス・新生児マススクリー
ニングでのMenkes病スクリーニン
グ法の構築

佐藤　恭弘 小児科 ¥1,040,000 文部科学省

新たな根治的粒子線治療を実現す
る吸収性スペーサーの適応拡大と
実用化研究

河野　博隆 整形外科 ¥500,000
日本医療研究開

発機構

網羅的遺伝子解析によるデスモイ
ド腫瘍の腫瘍原性の解明と新規治
療法の探索

河野　博隆 整形外科 ¥390,000 文部科学省

手術を伴わない低侵襲な関節軟骨
修復を実現する再生医療技術の基
礎的研究

河野　博隆 整形外科 ¥130,000 文部科学省

脆弱性骨折患者に対する至適包括
的管理の基盤確立のための臨床コ
ホート研究

河野　博隆 整形外科 ¥0 文部科学省

骨軟部腫瘍における診断マーカー
の同定と腫瘍概念の再構築を目指
した融合遺伝子の探索

河野　博隆 整形外科 ¥195,000 文部科学省

脆弱性骨折患者に対する至適包括
的管理の基盤確立のための臨床コ
ホート研究

渡部欣忍 整形外科 ¥0 文部科学省

手術を伴わない低侵襲な関節軟骨
修復を実現する再生医療技術の基
礎的研究

三木慎也 整形外科 ¥130,000 文部科学省
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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

補

委

補

委

補

委

補

委

補

委

補

委

補

委

補

委

補

委

補

委

補

委

補

委

補

委

補

委

補

委 計　15

高度の医療技術の開発及び評価の実績

補助元又は委託元

手術を伴わない低侵襲な関節軟骨
修復を実現する再生医療技術の基
礎的研究

宮本　亘 整形外科 ¥130,000 文部科学省

高悪性度骨軟部腫痬に対する標準
治療確立のための研究

阿部　哲士 整形外科 ¥199,999
日本医療研究開

発機構

自己心膜製ステントレス僧帽弁置
換術の安全性と効果に関する研究

下川　智樹 心臓血管外科 ¥0
日本医療研究開

発機構

感染性心内膜炎における新規バイ
オマーカーendocanの統合的解析

下川　智樹 心臓血管外科 ¥130,000 文部科学省

僧帽弁狭窄に対するステントレス僧
帽弁置換術の安全性と有効性の評
価：他施設共同研究

下川　智樹 心臓血管外科 ¥65,000 文部科学省

BTLAとPD-1制御による冠動脈内
膜肥厚とドナー特異的抗体産生抑
制効果の解析

今水流智浩 心臓血管外科 ¥357,500 文部科学省

BTLAとPD-2制御による冠動脈内
膜肥厚とドナー特異的抗体産生抑
制効果の解析

飯田　充 心臓血管外科 ¥65,000 文部科学省

BTLAとPD-3制御による冠動脈内
膜肥厚とドナー特異的抗体産生抑
制効果の解析

松山　重文 心臓血管外科 ¥65,000 文部科学省

トロンボモジュリンの低下抑制によ
る冠動脈内膜肥厚抑制効果の解
析

松山　重文 心臓血管外科 ¥390,000 文部科学省

BTLAとPD-4制御による冠動脈内
膜肥厚とドナー特異的抗体産生抑
制効果の解析

尾澤　直美 心臓血管外科 ¥65,000 文部科学省

眼部腫瘍の全国症例登録システム
の構築に関する研究

溝田　淳 眼科 ¥650,000
日本医療研究開

発機構

カニクイザルを用いた遺伝性網膜
疾患モデルの作成：病態機序の解
明治療法の開発

溝田　淳 眼科 ¥130,000 文部科学省

ゲノム再プログラム化を介するハイ
ブリッド型角膜組織幹細胞移植技
術の開発

三村　達哉 眼科 ¥1,560,000 文部科学省

術中黄斑機能評価システムの確立 松本　惣一 眼科 ¥130,000 文部科学省

当事者・家族・支援者が共有するリ
カバリープロセス評価ツールの開
発

金田　渉 精神神経科 ¥910,000
日本医療研究開

発機構
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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

補

委

補

委

補

委

補

委

補

委

補

委

補

委

補

委

補

委

補

委

補

委

補

委

補

委

補

委

補

委

補

委 計　16

膵癌における血清エクソソーム由
来miRNAのバイオマーカーとしての
意義

佐野　圭二 外科 ¥0 文部科学省

¥650,000 文部科学省

統合失調症の実世界でのリカバ
リーの実態把握と促進・阻害因子
の解明

池淵　恵美 精神神経科

佐野　圭二 外科

渡邊由香子 精神神経科

高度の医療技術の開発及び評価の実績

補助元又は委託元

セルフモニタリングと援助希求に着
目した、こころの健康教育プログラ
ム作成と効果検証

金田　渉 精神神経科

¥650,000 文部科学省

統合失調症の実世界でのリカバ
リーの実態把握と促進・阻害因子
の解明

橋口陽二郎 外科

¥650,000 文部科学省

大腸癌の腸内細菌叢ﾒﾀｹﾞﾉﾑ解析と
ﾘｷｯﾄﾞﾊﾞｲｵﾌﾟｼｰによる癌個別化診
断

橋口陽二郎 外科 ¥910,000 文部科学省

切除可能肝細胞癌に対する陽子線
治療と外科的切除の非ランダム化
比較同時対照試験

和田　慶太 外科

¥800,000
国立がん研究セ

ンター

膵癌における血清エクソソーム由
来miRNAのバイオマーカーとしての
意義

三浦　文彦 外科 ¥0 文部科学省

大腸癌の新たなﾊﾞｲｵﾏｰｶｰによる
癌予測診断と治療法の開発

深川　剛生 外科

¥130,000 文部科学省

胃癌の血漿microRNAとtumor-free
DNAによる癌早期診断法

福島　亮治 外科 ¥910,000 文部科学省

膵癌における血清エクソソーム由
来miRNAのバイオマーカーとしての
意義

新見　正則 外科

¥910,000 文部科学省

胸腔陽圧の最適条件解析のため
の理論モデルの作成

山内　良兼 外科 ¥2,000,000
公益財団法人

上原記念生命科
学財団

胃癌における免疫チェックポイント
分子発現に着目した新規バイオ
マーカーの開発

中田　善規 麻酔科

¥182,000 文部科学省

麻酔後医療事故の発生機序解明
および予防のための検証研究

小西　康貴 麻酔科 ¥2,730,000 文部科学省

拒絶反応早期検出のための樹状
細胞の役割と急性腎障害バイオ
マーカー測定に関する検討

¥0 厚生労働省

¥260,000 文部科学省

医師のノンテクニカルスキル習得お
よび向上のための基盤構築に関す
る研究

髙田　真二 麻酔科 ¥130,000 文部科学省

麻酔科標榜資格を保持している医
師の実態把握に関する研究
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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

補

委

補

委

補

委

補

委

補

委

補

委

補

委

補

委

補

委

補

委

補

委

補

委

補

委

補

委

補

委

補

委

補

委 計　17

高度の医療技術の開発及び評価の実績

補助元又は委託元

「診療報酬改定による医療生産性・
効率性向上に関する研究」課題番
号17K09247　2017~20年

中田　善規 麻酔科 ¥3,700,000 文部科学省

「診療報酬改定による医療生産性・
効率性向上に関する研究」課題番
号17K09247　2017~20年

中田　善規 麻酔科 ¥3,700,000 文部科学省

「福島県におけるWell-beingを高め
る保健医療体制の追求―福島原
発事故からの真の復興を目指して」
2018~19年

中田　善規 麻酔科 ¥1,000,000

公益財団法人トヨ
タ財団　2017年度
研究助成プログラ
ム　（A）共同研究

助成
小児腎炎の非侵襲的組織診断方
法の開発：MRI拡散テンソル画像に
よる組織診断

古井　滋 放射線科 ¥0 文部科学省

膵癌術後出血に対する止血術にお
ける肝血流温存を目的とした灌流
システムの開発

古井　滋 放射線科 ¥1,300,000 文部科学省

腫瘍免疫に基づくアブスコパル効
果のメカニズム解明と画期的な腫
瘍治療戦略

白石憲史郎 放射線科 ¥130,000 文部科学省

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

白石憲史郎 放射線科 ¥0 文部科学省

膵癌術後出血に対する止血術にお
ける肝血流温存を目的とした灌流
システムの開発

近藤　浩史 放射線科 ¥845,000 文部科学省

膵癌術後出血に対する止血術にお
ける肝血流温存を目的とした灌流
システムの開発

山本　敬洋 放射線科 ¥65,000 文部科学省

脆弱性骨折患者に対する至適包括
的管理の基盤確立のための臨床コ
ホート研究

緒方直史
リハビリテー

ション科
¥1,820,000 文部科学省

Cdk6が制御するmicroRNAの探索
による骨代謝機構の解明と再生医
療への応用

緒方直史
リハビリテー

ション科
¥65,000 文部科学省

NASHモデルマウスのMRI、光イ
メージングによる自然史および肝細
胞癌の研究

大田泰徳 病理学 ¥65,000 文部科学省

miRNAの局在に着目した膵癌発
生・浸潤メカニズムの解明及び病
理診断への応用

熊谷有紗 病理学 ¥1,690,000 文部科学省

胃癌リンパ節辺縁洞を起点とする
転移性ニッチの段階的形成と癌間
質細胞相互作用の解明

菊地良直 病理学 ¥1,430,000 文部科学省

肝細胞腺腫の日本独自例の分子
病理学的解明：WHO分類の進歩の
ために

近藤福雄 病理学 ¥1,430,000 文部科学省

ガングリオシドの乾癬治療薬として
の可能性を探る研究

多田弥生 皮膚科 ¥2,340,000 文部科学省

FIY720の乾癬に対する治療有効性
の検討及び機序の解明

鎌田昌洋 皮膚科 ¥805,743 文部科学省
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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

補

委

補

委

補

委

補

委

補

委

補

委

補

委

補

委

補

委

補

委

補

委

補

委

補

委

補

委

補

委 計　12
合計　138

(注)

泌尿器科 ¥260,000 文部科学省

高度の医療技術の開発及び評価の実績

補助元又は委託元

尿路上皮癌に対する腫瘍内免疫応
答の解析と自己ガンマデルタT細胞
療法の開発

中川徹 泌尿器科 ¥1,040,000 文部科学省

泌尿器科 ¥650,000 文部科学省

遺伝子変異由来ネオエピトープを
標的としたがん免疫治療の開発

中川徹 泌尿器科 ¥130,000 文部科学省

医療技能の技術化・デジタル化で
実現する超音波診断・治療統合シ
ステムの超高精度化

宮嵜英世

形成・口腔顎
顔面外科

¥715,000 文部科学省

膀胱知覚受容機構の解明とその応
用に基づく新規治療標的の探索

宮嵜英世 泌尿器科 ¥65,000 文部科学省

２型糖尿病ラットモデルの勃起機能
障害に対する有酸素運動の影響に
関する研究

木村将貴

形成・口腔顎
顔面外科

¥52,000 文部科学省

くも膜下出血によって引き起こされ
るくも膜細胞から内皮細胞への分
化機序の解明

和田裕美 脳神経外科 ¥1,300,000 文部科学省

FGF2徐放ヒアルロン酸スポンジを
用いた軟骨組織再生誘導デバイス
の開発

山岡尚世

形成・口腔顎
顔面外科

¥0 文部科学省

ケロイド進展・増悪の分子病態生理
の解明

山岡尚世
形成・口腔顎

顔面外科
¥104,000 文部科学省

ケロイド進展・増悪の分子病態生理
の解明

青井則之

ケロイド進展・増悪の分子病態生理
の解明

小室裕造
形成・口腔顎

顔面外科
¥52,000 文部科学省

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

市ノ川義美

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

花上伸明
形成・口腔顎

顔面外科
¥0 文部科学省

1　国、地方公共団体又は公益法人から補助金の交付又は委託を受け、当該医療機関に所属する医師等が申 請の前年度
に行った研究のうち、高度の医療技術の開発及び評価に資するものと判断される主なものを記入すること。

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

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

(1)高度の医療技術の開発及び評価を行うことの評価対象となる論文

番
号

論文種別

1 Original Article

2 Case report

3 Review

4 Letter

5 Others

6

～

70

～ 　計　件

(注) 1

2

3

4

5

6

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

番
号

論文種別

1 Original Article

2 Case report

3

～ 　計　件

(注) 1

2

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

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

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

別紙３参照

筆頭著者の
特定機能病院における所属

雑誌名・
出版年月等

題名

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

発表者氏名

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

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

雑誌名・
出版年月等

　「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。

（様式第3）



別紙３

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

1
Miki A., Yamamoto T.&
Maruyama K.,et al

内科

Extensive gastric mucosal
atrophy is a possible predictor of
clinical effectiveness of
acotiamide in patients with
functional dyspepsia

International Journal of Clinical
Pharmacology and
Therapeutics．
55(12)：901-904，2017　Dec．

Original Article

2
Tanaka A., Tazuma S.&
Okazaki K.,et al

内科

Clinical Features, Response to
Treatment, and Outcomes of 
IgG4-Related Sclerosing
Cholangitis

Clinical Gastroenterology and
Hepatology．15（6）：920-926，
2017　Jun．

Original Article

3 Tanaka A.& Gershwin M.E. 内科
Finding the cure for primary
biliary cholangitis – Still waiting

Liver International．37（4）：500-
502，2017　Apr．

Original Article

4
Tanaka A., Tazuma S.&
Nakazawa T.,et al

内科

No negative impact of serum
IgG4 levels on clinical outcome
in 435 patients with primary
sclerosing cholangitis from Japan

Journal of Hepato-Biliary-
Pancreatic Sciences．24（4）：
217-225，2017　Apr．

Original Article

5 Tsukui D.& Kono H. 内科
Ultraviolet Purpura in IgA
Vasculitis

Mayo Clinic Proceedings．93
（1）：122，2018　Jan．

Others

6
Natsume M., Honda T.&
Haruyama T.,et al

内科

A case of lung adenocarcinoma
with marked improvement of
pulmonary lymphangitic
carcinomatosis by adding
bevacizumab to cisplatin and
pemetrexed

Case Reports in Oncology．10
（3）：1065-1069，2017　Nov．

Original Article

7
Yoshino Y., Koga I.& Seo
K.,et al

内科

Short Communication: The
Clinical Value of Cystatin C as a
Marker of Renal Function in HIV
Patients Receiving Dolutegravir

AIDS Research and Human
Retroviruses．33（11）：1080-
1082，2017　Nov．

Original Article

8
Ujino M., Sugimoto N.&
Koizumi Y.,et al

内科

Leukotriene receptor antagonist
attenuated airway inflammation
and hyperresponsiveness in a
double-stranded RNA-induced
asthma exacerbation model

Allergology International．66：
S21-S26，2017　Sep．

Original Article

9 Shibata S. 内科
Mineralocorticoid receptor and
NaCl transport mechanisms in
the renal distal nephron

Journal of Endocrinology．234
（1）：T35-T47，2017　Jul．

Review

10
Yoshino Y., Seo K.& Koga
I.,et al

内科

Clinical efficacy of laninamivir
and peramivir in patients with
seasonal influenza: a randomized
clinical trial

Infectious Diseases．49（5）：417-
419，2017　May

Letter

11
Abe K., Ebato T.&
Tokairin T.

内科 A Pancreatic Mass Lesion
Gastroenterology．152（5）：950-
952，2017　Apr．

Others

12
Fujigaki Y., Tamura Y.&
Shibata S.,et al

内科
A rare adult case with diffuse
segmental membranous
glomerulonephritis

Internal Medicine．56（13）：
1691-1695，2017　May

Original Article

13
Abe K., Nakamura N.&
Isono A.,et al

内科
Inflammatory Bowel Disease in
an Elderly Woman after
Nivolumab Administration

American Journal of
Gastroenterology．112（11）：
1636，2017　Nov．

Others

14 Tashiro H, Brenner MK. 内科
Immunotherapy against cancer-
related viruses.

Cell Res. 27(1):59-73，2017 Jan Review

小計　14

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
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15 Tanaka A 内科
Anti-mitochondrial
autoantibodies – milestone or
byway to PBC?

Ann Transl Med.5(3): 50，2017
Feb

Original Article

16
Tanaka A, Leung P, Young
H, et al.

内科
Toward solving the etiological
mystery of primary biliary
cholangitis.

Hepatol Commun.1(4): 275-
287，2017 Jun

Original Article

17
Okamura T, Yamamoto T,
Kimura S, Miki A, Abe K,
Kita H

内科

 Impact of lubiprostone on
gastric emptying profile and the
possible effect of concomitant
domperidone in healthy adults

Int J Clin Pharmacol Ther．
55(11):861-865，2017 Nov

Original Article

18
Kodashima S, Tanaka K,
Matsuda K, et al

内科
First progress report on the
Japan Endoscopy Database
project

Dig Endosc.30(1):20-28，2018
Jan

Original Article

19
Tashiro H, Sauer T, Shum
T, et al.

内科

Treatment of acute myeloid
leukemia with T cells expressing
chimeric antigen receptors
directed to C-type lectin-like
molecule 1.

Mol Ther. 25(9):2202-2213.
2017　Sep．

Original Article

20
Kitazawa T, Seo K,
Yoshino Y, et al.

内科

Co-colonization with Neisseria
species is a risk factor for
prolonged colonization with
multidrug-resistant
Acinetobacter baumannii in the
respiratory tract.

Jpn J Infect Dis. 70(2)：203-206,
2017　Mar．

Original Article

21
Ota S., Haruyama T.&
Ishihara M.,et al

内科

A Patient with Advanced Gastric
Cancer Who Achieved a Long-
Term Prognosis by Early
Diagnosis of Sister Mary
Joseph's Nodule

Case Reports in Oncology．11
（1）：11-16，2018　Jan．

Original Article

22
Sakamoto T., Ota S.&
Haruyama T.,et al

内科

A case of paraneoplastic
remitting seronegative
symmetrical synovitis with
pitting edema syndrome
improved by chemotherapy

Case Reports in Oncology．10
（3）：1131-1137，2017　Nov．

Original Article

23
Fukasawa Y., Sasaki K.&
Natsume M.,et al

内科
Nivolumab-induced myocarditis
concomitant with myasthenia
gravis

Case Reports in Oncology．10
（3）：809-812，2017　Nov．

Original Article

24
Fukasawa Y., Honda T.&
Natsume M.,et al

内科

A case of advanced
submandibular gland cancer in
which increased prostate-
specific antigen and multiple
bone metastases wrongly
suggested concurrent prostate
cancer

Case Reports in Oncology．10
（3）：1127-1130，2017　Nov．

Original Article

25
Miyaji Y., Hatanaka Y.&
Higashihara M.,et al

神経内科
Fasciculation potentials and
decremental responses in
amyotrophic lateral sclerosis

Clinical Neurophysiology．129
（2）：345-348，2018　Feb．

Original Article

26
Hokkoku K., Matsukura
K.& Uchida Y.,et al

神経内科

Quantitative muscle ultrasound
is useful for evaluating
secondary axonal degeneration
in chronic inflammatory
demyelinating polyneuropathy

Brain and Behavior．2017　Oct．
（オンライン）

Original Article

27
Kanbayashi T., Yamauchi
T.& Miyaji Y.,et al

神経内科
Investigation of anodal
stimulation and its implications
for F-wave examinations

Muscle and Nerve．56（1）：51-
56，2017　Jul．

Original Article

28
Hatanaka Y., Higashihara
M.& Chiba T.,et al

神経内科
Utility of repetitive nerve
stimulation test for ALS
diagnosis

Clinical Neurophysiology．128
（5）：823-829，2017　May

Original Article

小計　14



29
Kanbayashi T., Mikata T.&
Hatanaka Y.,et al

神経内科
Amyotrophic lateral sclerosis
with a sudden-onset history

Clinical Neurophysiology
Practice．2：103-104，2017　May

Original Article

30
Takahasi K., Iinuma H.&
Wada K.,et al

外科

Usefulness of exosome-
encapsulated microRNA-451a as
a minimally invasive biomarker
for prediction of recurrence and
prognosis in pancreatic ductal
adenocarcinoma

Journal of Hepato-Biliary-
Pancreatic Sciences．25（2）：
155-161，2018　Feb．

Original Article

31
Sakai T., Matsutani N.&
Kanai E.,et al

外科

Efficacy of a sheet combined
with fibrin glue in repair of
pleural defect at the early phase
after lung surgery in a canine
model

General Thoracic and
Cardiovascular Surgery．66（2）：
103-107，2018　Feb．

Original Article

32
Miura F., Okamoto K.&
Takada T.,et al

外科

Tokyo Guidelines 2018: initial
management of acute biliary
infection and flowchart for acute
cholangitis

Journal of Hepato-Biliary-
Pancreatic Sciences．25（1）：31-
40，2018　Jan．

Original Article

33
Uehara H., Yasuda A.&
Kondo H.,et al

外科

Carbon dioxide insuf? ation and
thoracoscopic ultrasonography
image of pure ground-glass
nodule

Interactive Cardiovascular and
Thoracic Surgery．25（5）：836-
838，2017　Nov．

Original Article

34
Matsutani N., Okumura S.&
Yoshino I.,et al

外科
Pneumonectomy in pulmonary
metastasis

Journal of Thoracic Disease．9
（11）：4523-4530，2017　Nov．

Original Article

35
Matsutani N., Dejima H.&
Nakayama T.,et al

外科
Impact of pregabalin on early
phase post-thoracotomy pain
compared with epidural analgesia

Journal of Thoracic Disease．9
（10）：3766-3773，2017　Oct．

Original Article

36
Miura F., Sano K.& Wada
K.,et al

外科

Prognostic impact of type of
preoperative biliary drainage in
patients with distal
cholangiocarcinoma

American Journal of Surgery．
214（2）：256-261，2017　Aug．

Original Article

37
Matsutani N., Sawabata
N.& Yamaguchi M.,et al

外科
Does lung cancer surgery cause
circulating tumor cells?-A
multicenter, prospective study

Journal of Thoracic Disease．9
（8）：2419-2426，2017　Aug．

Original Article

38
Nakayama T., Takahashi
Y.& Uehara H.,et al

外科

Outcome and risk factors of
recurrence after thoracoscopic
bullectomy in young adults with
primary spontaneous
pneumothorax

Surgery Today．47（7）：859-
864，2017　Jul．

Original Article

39
Matsutani N., Kanai E.&
Hanawa R.,et al

外科

Pericardial Conduit for
Pulmonary Artery
Reconstruction by Surgical
Stapling

Annals of Thoracic Surgery．
2017　May（オンライン）

Original Article

40
Tsukamoto M., Iinuma H.&
Yagi T.,et al

外科

Circulating Exosomal
MicroRNA-21 as a Biomarker in
Each Tumor Stage of Colorectal
Cancer

Oncology (Switzerland)．92（6）：
360-370，2017　May

Original Article

41
Matsuda Keiji, Ohno
Kohei& Okada Yuka,et al

外科

Case Report of a Clinically
Complete Response in a Rectal
Cancer Patient after
Chemoradiotherapy with a 2-
year Watch and Wait Approach

日本外科系連合学会誌．42（5）：
835-840，2017　Oct．

Original Article

42
Tamuro Hayama, Takeshi
Shioya, Meishi Hankyo, et
al.

外科
Primary Volvulus of the Small
Intestine Exhibiting Chylous
Ascites: A Case Report

J Nippon Med Sch. 84(2): 83-
86，2017 May

Case report

43

Yamauchi Y,
 Safi S,
Muley T,
et al.

外科

C-reactive protein-albumin ratio
is an independent prognostic
predictor of tumor recurrence in
stage IIIA-N2 lung
adenocarcinoma patients.

Lung Cancer. 114:62-67，2017
Dec

Original Article
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44

Yamauchi Y,
Safi S,
 Orschiedt L,
et al.

外科

Low-dose photon irradiation
induces invasiveness through the
SDF-1α/CXCR4 pathway in
malignant mesothelioma cells.

Oncotarget.10;8(40):68001-
68011，2017 Jul．

Original Article

45

Yamauchi Y,
Isaka M,
 Ando K,
et al.

外科

Continuous paravertebral block
using a thoracoscopic catheter-
insertion technique for
postoperative pain after
thoracotomy: a retrospective
case-control study.

J Cardiothorac Surg.25;12(1):5，
2017 Jan．

Original Article

46 Kamata M.& Tada Y. 皮膚科 Safety of biologics in psoriasis
Journal of Dermatology．45（3）：
279-286，2018　Mar．

Review

47
Tanaka T., Tada Y.&
Ohnishi T.,et al

皮膚科
Usefulness of real-time tissue
elastography for detecting the
border of basal cell carcinomas

Journal of Dermatology．44（4）：
438-443，2017　Apr．

Original Article

48
Kawashima H., Watanabe
Y.& Kozuma K.

救急科

Successful transfemoral aortic
valve implantation through aortic
stent graft after endovascular
repair of abdominal aortic
aneurysm

Cardiovascular Intervention and
Therapeutics．32（2）：165-169，
2017　Apr．

Original Article

49
Nakahara S., Sakamoto T.&
Fujita T.,et al

救急科
Evaluating quality indicators of
tertiary care hospitals for trauma
care in Japan

International Journal for Quality
in Health Care．29（8）：1006-
1013，2017　Dec．

Original Article

50
Kurozumi T., Suzuki T.&
Shindo M.

救急科

Osteochondral transplantation
with a dynamic external fixator is
useful treatment for traumatic
osteochondral defect of the
finger. A case report

Journal of Orthopaedic Science．
22（5）：958-961，2017　Sep．

Original Article

51
Takeuchi S., Shiga T.&
Koyama Y.,et al

救急科
Longitudinal acquisition of
endotracheal intubation skills in
novice physicians

PLoS ONE．2017　Nov．（オンラ
イン）

Original Article

52
Tsunoyama Taichiro,
Nakahara Shinji& Yoshida
Masafumi,et al

救急科

Effectiveness of dispatcher
training in increasing bystander
chest compression for out-of-
hospital cardiac arrest patients
in Japan

Acute Medicine & Surgery．4
（4）：439-445，2017　Oct．

Original Article

53
Nakahara Shinji& Sakamoto
Tetsuya

救急科

Effective deployment of public-
access automated external
defibrillators to improve out-of-
hospital cardiac arrest outcomes

Journal of General and Family
Medicine．18（5）：217-224，2017
Oct．

Review

54 Nakahara Shinji 救急科

Comparison of registry and
government evaluation data to
ascertain severe trauma cases in
Japan

Acute Medicine & Surgery．
4(4):432-8，2017 Oct．

Original Article

55
Nakahara S., Nguyen
D.H.& Bui A.T,et al

救急科

Perioperative nutrition
management as an important
component of surgical capacity
in low- and middle-income
countries

Tropical Medicine and
International Health.22（7）：784-
796，2017 jul．

Review

56
Sasaki G., Watanabe Y.&
Miyamoto W.,et al

整形外科

Induced membrane technique
using beta-tricalcium phosphate
for reconstruction of femoral and
tibial segmental bone loss due to
infection: technical tips and
preliminary clinical results

International Orthopaedics．42
（1）：17-24，2018　Jan．

Original Article

57
Yasui Y., Ramponi L.&
Seow D.,et al

整形外科

Systematic review of bone
marrow stimulation for
osteochondral lesion of talus -
evaluation for level and quality
of clinical studies

World Journal of Orthopaedics．
8（12）：956-963，2017　Dec．

Review
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58
Toyooka S., Takeda H.&
Nakajima K.,et al

整形外科

Correlation Between Recovery
of Triceps Surae Muscle
Strength and Level of Activity
After Open Repair of Acute
Achilles Tendon Rupture

Foot and Ankle International．38
（12）：1324-1330，2017　Dec．

Original Article

59
Sasaki G., Watanabe Y.&
Takaki M.,et al

整形外科
Chipping and lengthening over
nailing technique for femoral
shaft nonunion with shortening

International Orthopaedics．41
（9）：1859-1864，2017　Sep．

Original Article

60 Matsui K., Takao M., et al. 整形外科

Anatomy of anterior talofibular
ligament and calcaneofibular
ligament for minimally invasive
surgery: a systematic review.

Knee Surg Sports Traumatol
Arthrosc．22(5):958-961，2017
Jun．

Review

61 Matsui K., Takao M., et al. 整形外科

Bony landmarks available for
minimally invasive lateral ankle
stabilization surgery: a cadaveric
anatomical study.

Knee Surg Sports Traumatol
Arthrosc．25(6):1892-1902，
2017.Jun．

Original Article

62
Yasui Y., Takao
M.,Kawano H., et al.

整形外科

Incidence of reoperation and
wound dehiscence in patients
treated for peroneal tendon
dislocations: comparison
between osteotomy versus soft
tissue procedures.

Knee Surg Sports Traumatol
Arthrosc．25(6):1916-1924，
2018.Mar．

Original Article

63 Yasui Y.,  et al. 整形外科

Reoperation rates following ankle
ligament procedures performed
with and without concomitant
arthroscopic procedures.

Knee Surg Sports Traumatol
Arthrosc．25（6）：1908-1915，
2017　Jun．

Original Article

64 Yasui Y.,  et al. 整形外科

Relationship between
roentgenographic joint
destruction in the hands and
functional disorders among
patients with rheumatoid
arthritis.

Mod Rheumatol．27(5):828-832，
2017　Sep．

Original Article

65
Miyamoto W., Miki S.&
Kawano H.,et al

整形外科

Surgical outcome of posterior
ankle impingement syndrome
with concomitant ankle disorders
treated simultaneously in patient
engaged in athletic activity

Journal of Orthopaedic Science．
22（3）：463-467，2017　May

Original Article

66 Hirabayashi Shigeru 整形外科
Ossification of the ligamentum
flavum

Spine Surgery and Related
Research．1（4）：158-163，2017
Oct．

Review

67
Isojima T., Yokoya S.&
Ono A.,et al

小児科

Prolonged elevated body mass
index in preschool children after
the Great East Japan
Earthquake

Pediatrics International．59（9）：
1002-1009，2017　Sep．

Original Article

68
Isojima T., Sakazume S.&
Hasegawa T.,et al

小児科

Validation of auxological
reference values for Japanese
children with Noonan syndrome
and comparison with growth in
children with turner syndrome

Clinical Pediatric
Endocrinology．26（3）：153-164，
2017　Jul．

Original Article

69
Isojima T, Hasegawa T,
Yokoya S, et al.

小児科

The response to growth hormone
treatment in prepubertal
children with growth hormone
deficiency in Japan: Comparing
three consecutive years of
treatment data of The
Foundation for Growth Science
in Japan between the 1990s and
2000s.

Endocr J.30;64(9):851-858，
2017 Sep

Original Article
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70 Isojima T. 小児科
Revision of the growth
references for Japanese girls
with Turner syndrome.

Ped Endocrinol Rev.・;14 Suppl
1(Suppl 1):240-251，2017 Mar．

Review

71 Isojima T, Yokoya S. 小児科
Development of disease-specific
growth charts in Turner
syndrome and Noonan syndrome

Ann Pediatr Endocrinol
Metab.22(4):240-246.2017 Dec．

Original Article

72
Ikebuchi E., Sato S.&
Yamaguchi S.,et al

精神神経科

Does improvement of cognitive
functioning by cognitive
remediation therapy effect work
outcomes in severe mental
illness? A secondary analysis of
a randomized controlled trial

Psychiatry and Clinical
Neurosciences．71（5）：301-
308，2017　May

Original Article

73
Hayashi N., Igarashi M.&
Imai A.,et al

精神神経科

Motivation factors for suicidal
behavior and their clinical
relevance in admitted psychiatric
patients

PLoS ONE．2017　Apr．（オンラ
イン）

Original Article

74
Oyama K., Tahara S.&
Hirohata T.,et al

脳神経外科
Surgical anatomy for the
endoscopic endonasal approach
to the ventrolateral skull base

Neurologia Medico-Chirurgica．
57（10）：534-541，2017　Oct．

Review

75
Kimura M., Nagao K.& Tai
T.,et al

泌尿器科

Age is a significant predictor of
early and late improvement in
semen parameters after
microsurgical varicocele repair

Andrologia．2017　Apr．（オンラ
イン）

Original Article

76
Fujigaki Y, Tamura Y,
Nagura M, et al

病理診断科

Unique proximal tubular cell
injury and the development of
acute kidney injury in adult
patients with minimal change
nephrotic syndrome.

BMC Nephrol. 28; 18(1): 339.
doi: 10.1186/s12882-017-0756-
6， 2017 Nov

Original Article

77
 Satoru Kayama, Shungo
Aratake, Shigehito
Sawamura, et al.

麻酔科

Medium and long-term prognosis
of transcatheter aortic valve
implantation from the
perspective of left ventricular
diastolic function.

Cardiol J. 2018 Mar．（オンライ
ン）

Original Article

78
Nakagawa T, Komemushi
Y, Kawai T, et al．

泌尿器科

Efficacy of post-
nephroureterectomy cisplatin-
based adjuvant chemotherapy for
locally advanced upper tract
urothelial carcinoma: a multi-
institutional retrospective study.

World J Urol．35(10):1569-1575.
doi: 10.1007/s00345-017-2032-
6，2017 Oct．

Original Article

79 Ide H., Lu Y.& Yu J.,et al 泌尿器科
Aryl hydrocarbon receptor
signaling involved in the
invasiveness of LNCaP cells

Human Cell．30（2）：133-139，
2017　Apr．

Original Article

80
Nakagawa T, Taguchi S,
Kanatani A,et al．

泌尿器科

Oncologic Outcome of
Metastasectomy for Urothelial
Carcinoma: Who is the Best
Candidate?

Ann Surg　Oncol．24(9)：2794-
2800，2017　Sep．

Original Article

81
Tatsuya Mimura, Michiko
Iida, Rie Oshima, et al.

眼科

Changes of Conjunctivochalasis
after cataract surgery via a
superior transconjunctival
sclerocorneal incision.

 Int Ophthalmol.37(3):691-700，
2017 Jun．

Original Article

82
Tatsuya Mimura, Hidetaka
Noma, Satoru Yamagami.

眼科
Bilateral subconjunctival
hemorrhage in a 3-Year-old girl
with mycoplasma pneumonia.

Open Ophthalmol J. 21;11:322-
325，2017 Nov

Case report
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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 

倫理委員会への申請受け取りから開催準備、開催、開催審議結果の書類作成、判定書の作成及び 

 送付、申請者への通知書や議事録の送付等を記載している。 

③ 倫理審査委員会の開催状況 年30回 

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

「有」に○印を付けること。 

 2  前年度の実績を記載すること。 

 

 

(2)利益相反を管理するための措置 

① 利益相反を審査し、適当な管理措置について検討するための委員

会の設置状況 

○有・無 

② 利益相反の管理に関する規定の整備状況 ○有・無 

・ 規定の主な内容 

利益相反マネジメント規定において、目的・定義・申告すべき教職員と自己申告の時期・自己申告すべ

き事項・利益相反状態の 評価方法・審査結果の報告方法・啓蒙活動と情報の公開・個人情報の管理など

について規定している。 

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24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3回 

 ・研修の主な内容 

1.申請書記載方法説明会(1回) 

2.大学院講義の中で臨床研究の倫理に関するセミナーを行った（大学院生以外も受講可）。(1回) 

3.臨床研究法への対応に関するセミナー(1回) 

4.全教職員と大学院生にCITI Japanの受講義務化。 

(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 

〈内科〉 

○間接リウマチと動脈硬化。 

○肺腺化学療法中に痙攣を発症した一例。 

○急性肝炎で入院し翌日死亡した一例。 

○半月体形性成腎炎の経過中に肺胞出血を合併しステロイド療法・血泉交換療法とリツキシマブ

の併用で寛解した一例。 

○血液腫瘍に対するChimeric antigen receptor(CAR)T細胞療法。 

○がん対策のダイナミクス、がん医療をとりまく現状とこれから。 

○上大静脈症候群を呈し救命困難であった肺扁平上皮癌の一例。 

○消化管腫瘍の内視鏡診断治療＋JEDprojectについて。 

○冠動脈造影検査の評価および結果を上級医と確認し、今後の治療方針について検討する。冠動

脈形成術施行症例を確認して、適切なデバイス選択や治療方法について学ぶ。 

○TAVI症例の検討を循環器内科医、心臓外科医、麻酔科医、放射線技師やMEなどのコメディカル

スタッフの多職種で検討する。 

○新入局員に対する病棟一般業務や循環器内科各分野の教育的講義や関わる検査について。安全

管理、感染対策の指導。 

〈緩和ケア内科〉 

○がん性疼痛の機序、評価及びＷＨＯ方式のがん性疼痛医療法を含むがん性疼痛・呼吸困難、消

化器症状等の身体症状・不安、抑うつ及びせん妄等に対する緩和ケアについて。 

○がん医療におけるコミュニケーション技術、全人的な緩和ケアについて・放射線用法や神経ブ

ロックの適応も含めた専門的な緩和ケアへの依頼・がん患者の療養場所の選択および地域連携に

ついての要点。 

○多職種を含むPeer-reviewを行うカンファレンス。 

○専門的緩和ケア医療の最新の知見を学ぶ。 

〈脳神経内科〉 

○病棟の問題症例を中心に受け持ち医などが、最新の文献上の知見などを調べて発表し、皆で知

識を共有すると共に診療方針を検討する。 

○最近の興味のある論文について、研修中の医師が調べてその内容をまとめて発表し、皆で知識

を共有する。 

○シニアの医師が臨床症候、疾患、電気生理などについてのクルグスを行い、ラウンドテーブル

形式で皆の知識・技能向上を図る。 

〈外科〉 

○乳腺外科医を中心に、形成外科医、腫瘍内科医、病理医、放射線科技師、乳がん看護認定看護

師などがチームとなって、乳腺疾患に関する情報を共有・検討する。 

○消化器外科手術患者に対する最新の周術期管理法。 

○乳腺疾患を中心に、最新のトピックスに関するデータや論文等を収集・議論・検討する。 

○呼吸器外科・呼吸器内科・腫瘍内科から症例を持ち寄って、さらに病理、放射線科、病棟薬剤

師が加わって症例の診断方法、今後の治療方針、病理学的な所見等について総合的に討議する。 

○毎週月曜日にその週の手術予定患者と翌週の手術予定患者について、診断、合併症の有無とそ

の対策、周術期管理法、術式、追加的治療の必要性等について討議する。 

○手術症例についての診断、手術術式、病理結果に関する消化器内科との検討。 

○腹腔鏡手術症例についての、腹腔鏡手術ビデオを見ながらの手術手技の検討会。 

○大腸疾患の内視鏡診断に関する講義とシュミレーターを用いた大腸内視鏡挿入手技、治療手技

の研修。 

○入院患者の治療方針の決定/手術期患者の術式、術後経過、手術経過、手術合併症等の検討。 



○手術についてプレゼンし、その手術手技につき、写真やビデオを用いて評価、解説する。 

〈心臓血管外科〉 

○新たな経皮的左心補助装置であるImpellaを実際に手術室で術野に出して、仕組み、装置の使用

方法について研修を行う。 

〈産婦人科〉 

○産婦人科の臨床業務で遭遇した特徴のある症例に関して、症例の検討・考察を行い、疾患概念

・診療の基本を再確認した上で、高度な診療方法を学ぶ。 

○周産期・新生児に関する産科と新生児科合同の症例検討（双胎妊娠、胎児発育遅延、切迫早産

、胎児奇形に関する周産期管理）。 

○婦人科悪性腫瘍に対する放射線科（腫瘍内科）と婦人科合同の症例検討（子宮頸癌、子宮体癌

、卵巣癌の初発あるいは再発症例に関する、放射線療法（化学療法）の適応と治療効果に関する

検討）。 

〈小児科〉 

○小児科のみならず臨床的に関連する周辺専門領域(平成29年度は小児内分泌、小児神経、小児放

射線) の専門医より、小児臨床の周辺疾患について学ぶ。 

○小児科・産婦人科合同で入院症例のみならず、出生前症例について討論し、治療方針を決定す

る。 

○当院小児科に入院している症例について、各疾患分野の専門医を中心に症例検討をすることを

通して疾患の理解を深める。 

○小児アレルギー分野、小児内分泌分野における知識を深める。 

○当院小児科で入院・外来で加療している神経疾患の症例について、小児神経専門医がコアとな

り、検査結果を検討するとともに、今後の診断・治療方針の討論に参加し、小児神経疾患に対す

る理解を深める。 

○帝京大学小児科で加療中の症例で、治療や診断に難渋した症例、教訓的な症例について討論す

る。 

〈整形外科〉 

○入院症例に関するカンファレンス。手術治療、保存治療にかかわらず入院を要する全症例の病

態、画像、所見、症状などをまとめたうえで、臨床研修医がプレゼンテーションし、その症例に

関する質疑応答で理解を深める。自身が担当した症例以外でも、他の研修医のプレゼンテーショ

ンを聞き、学ぶことで、知識の共有を図る。 

○運動器疾患治療における最新情報についての研修、専門領域の知識のブラッシュアップのため

に、その領域の最新の知見を学び今後の研究及び臨床に役立てる。 

(例：高齢者の足関節周辺骨折の病態と治療・骨軟部腫瘍診療の要点・関節リウマチと骨のケア 

膝前十字靭帯再建術の進歩・脊椎脊髄外傷急性期治療の進化・サルコペニアと骨粗鬆症について

等)。 

○整形外科外傷領域の診断、治療に関する情報交換と若手への教育を目的とし、症例検討・講演

から構成されている。症例検討では臨床研修医が学会形式でケースをスライドで報告する。等 

〈形成外科〉 

○術前カンファで術式の選択、手術デザインを検討する。術中・術後の状態を撮影したデジタル

カメラ像を投影し手術の確認を行い適正に行われたか、問題点がなかったかについて検討する。 

○週１回病棟の褥瘡患者を回診し、その治療法について検討する。また、褥瘡の予防法を学び院

内での有病率低下に努める。等 

〈眼科〉 

○その週に行われる定期手術の症例の術式などに関して検討。 

○蛍光眼底検査を行った症例の検討会。 

○その時に話題になるような症例の発表を研修医が行う。上級の医師が疾患に関する総論的な発

表を行う。 

〈耳鼻咽喉科〉 

○入院症例ならびに問題がある外来症例についてのカンファレンスを放射線科と合同で行い、画

像診断の確認や放射線治療例の検討を行う。 



〈皮膚科〉 

○主治医は症例を発表し、全員で臨床写真、病理組織を検討し診断確定している。 

○それぞれの皮膚の分野を、担当医が新人へ講義する。 

〈泌尿器科〉 

○膀胱癌治療の現状と課題。 

○腎がん、膀胱がん、前立腺がん治療最前線。 

〈精神神経科〉 

○専門医としての基本知識について、精神科の先輩医師やメディカルスタッフによる少人数講義 

○精神医学に関するトピックスを各界の専門家をお招きしたり、精神科内で勉強したものが講師

になって、全員に紹介する。 

〈脳神経外科〉 

○入院・外来患者・手術術後の検討、帝京大学３病院・連携施設・関連施設による研究発表と症

例検討、てんかんに関する招待講演、脳神経外科におけるトランスレーションリサーチに関する

招待講演。等 

〈放射線科〉 

○頭頸部癌及び側頭骨病変、脳・脊髄疾患の画像診断、胸部悪性腫瘍の診断・治療、骨軟部悪性

腫瘍の診断・治療、画像診断に関わる学術論文の抄読及び関連画像の供覧、肝胆膵疾患の診断と

治療、IVRの適応/術式、婦人科癌の放射線治療の適応・経過、放射線治療の適応・経過、肺癌の

治療・診断、悪性腫瘍の治療方針。 

CT・MRIを中心とした画像所見や診断に関して。 

〈麻酔科〉 

○麻酔科学全般に及ぶ基本的事項のレクチャー。 

○前日のすべての手術症例に関して報告し、問題点と改善すべき事項について確認する/当日施行

予定の手術麻酔に関する検討を行う。 

○麻酔管理上の問題点や重要な合併症を生じた事例について、背景や要因、今後の対策について

検討する。 

〈リハビリテーション科〉 

○リハビリテーション医学研究について帝京大学での研究成果を発表した。 

〈歯科口腔外科〉 

○全身麻酔下での手術症例における手術内容の術式確認や術後の管理計画、入院患者の術後の経

過や治療方針の検討を病棟担当医を主とした医局員全員が参加するカンファレンス形式で行う。 

○学会発表形式での経験症例の検討を主担当医が中心となり行う。対象症例は外来・入院を問わ

ず歯科口腔外科で扱う疾患全てとし、日本口腔外科学会の認定医・専門医の取得を目標として行

う。 

〈病理診断科・病院病理部〉 

○十数例の腎疾患に対して、病理組織学的診断、臨床経過、所見などを挙げ、協議や検討を行う 

○十数例の肝臓疾患に対して、病理組織学的診断、臨床経過、所見などを挙げ、協議や検討を行

う。 

○数例の解剖例を臨床的検索希望事項を含め解説、協議検討を行う。 

〈救急科〉 

○国際論文・症例報告の翻訳と理解。 

○病棟症例。 

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

に対する専門的な研修について記載すること。 

 

2 研修の実績 

  上記研修を受けた医師数        204.8 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        

滝川 一 内科 教授      41     年  

田村 好古 内科 講師      19     年  

太田 修二 腫瘍内科 助教    16   年  

上妻 謙 循環器内科 教授      27     年  

渡邊 雄介 循環器内科 講師      16     年  

紺野 久美子 循環器内科 講師      17     年  

有賀 悦子 緩和ケア内科 教授      32     年  

大澤 岳史 緩和ケア内科 講師      18     年  

高木 雄亮 緩和ケア内科 助教      15     年  

川村 雅文 外科 教授      35     年 呼吸器外科・消化器外科
・小児外科含む 

松谷 哲行 外科 准教授      21     年 呼吸器外科・消化器外科
・小児外科含む 

福島 亮治 外科 教授      34     年 呼吸器外科・消化器外科
・小児外科含む 

神野 浩光 外科 教授      31     年 呼吸器外科・消化器外科
・小児外科含む 

松田 圭二 外科 准教授      29     年 呼吸器外科・消化器外科
・小児外科含む 

野澤 慶次郎 外科 病院准教授      27     年 呼吸器外科・消化器外科
・小児外科含む 

端山 軍 外科 助教      16     年 呼吸器外科・消化器外科
・小児外科含む 

佐野 圭二 外科 教授      28     年 呼吸器外科・消化器外科
・小児外科含む 

細田 利史 外科 講師      18     年 呼吸器外科・消化器外科
・小児外科含む 

大場 洋 放射線科 教授 33   年  

近藤 浩史 放射線科 教授 20   年  

白石 憲史郎 放射線科 病院教授 19   年  

豊田 圭子 放射線科 准教授 32   年  

山本 麻子 放射線科 講師 14   年  

山本 真由 放射線科 講師 16   年  

住田 薫 放射線科 助教 10   年  

綾部 琢哉 産婦人科 教授 37   年  

梁 栄治 産婦人科 教授 34   年  

木戸 浩一郎 産婦人科 准教授 32   年  

司馬 正浩 産婦人科 講師 19   年  

中川 俊介 産婦人科 講師 28   年  

長阪 一憲 産婦人科 講師 17   年  

三牧 正和 小児科 教授 24   年  

小林 茂俊 小児科 教授 31   年  

礒島 豪 小児科 講師 19   年  

伊藤 直樹 小児科 講師 24   年  

河野 博隆 整形外科 教授 26   年  

松井 健太郎 整形外科 助教 15   年  

池淵 恵美 精神科 教授 37   年  



栃木 衛 精神科 教授 15   年  

林 直樹 精神科 教授 35   年  

中川 徹 泌尿器科 教授 24   年  

伊藤 健 耳鼻咽喉科 教授 29   年  

小室 裕造 形成外科 教授 32   年  

市ノ川 義美 歯科口腔外科 病院教授 37     年  

松野 彰 脳神経外科 教授 35   年  

溝田 淳 眼科 教授 34   年  

園生 雅弘 脳神経内科 教授 36   年  

多田 弥生 皮膚科 教授 23   年  

田中 隆光 皮膚科 助教 13   年  

原 芳樹 麻酔科 准教授 31   年  

柿沼 玲史 麻酔科 講師 21   年  

藤田 尚 救急科 准教授 27   年  

金子 一郎 救急科 准教授 32   年  

飯田 充 心臓血管外科 講師 25   年  

緒方 直史 リハビリテーション科 教授 25   年  

近藤 福雄 病理診断科・病院病理部 教授 39   年  

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

診療科については、必ず記載すること。 

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

てのサブスペシャルティ領域について研修統括者を記載すること。 

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

てのサブスペシャルティ領域について研修統括者を記載すること。 



 

(様式第 4) 

高度の医療に関する研修を行わせる能力を有することを証する書類 

 

4 医師、歯科医師以外の医療従事者等に対する研修 

① 医師、歯科医師以外の医療従事者に対する研修の実施状況（任意） 

 ・研修の主な内容（放射線部） 

  ○一般撮影カンファレンス 

   臼蓋形成不全とFalse Profile View、EI値による線量管理 等 

 ・研修の期間・実施回数 

   平成29年4月1日～平成30年3月31日 12回 

 ・研修の参加人数 

   104名 

 

・研修の主な内容（放射線部） 

  ○IVRカンファレンス       実施回数 11回 

  ○TAVIカンファレンス      実施回数 34回 

  ○乳腺外科オペ前カンファレンス 実施回数 38回 

    先週の症例報告・今後の症例検討・造影剤商品説明 等 

 ・研修の期間 

   平成29年4月1日～平成30年3月31日 

 ・研修の参加人数 

   216名 

 

 ・研修の主な内容（臨床検査技師） 

  ○部内細胞診勉強会（病院病理部） 

   AIK陽性肺がんの細胞学的特徴、Seromucinous tumor 3例について 等 

 ・研修の期間・実施回数 

   平成29年4月1日～平成30年3月31日 11回 

 ・研修の参加人数 

   100名 

 

 ・研修の主な内容（管理栄養士） 

  ○CKD教室 

   たんぱく質の質と量 等 

 ・研修の期間・実施回数 

   平成29年4月1日～平成30年3月31日 4回 

 ・研修の参加人数 

   30名 

  ○NST勉強会 

   臨床におけるシンバイオティクスの有用性 等 

 ・研修の期間・実施回数 

   平成29年4月1日～平成30年3月31日 3回 

 ・研修の参加人数 

   7名 

一部抜粋 



② 業務の管理に関する研修の実施状況（任意） 

 ・研修の主な内容（臨床検査技師） 

  ○中央検査部全体カンファレンス（中央検査部） 

   リスクマネジメントについて、品質マニュアルカンファレンス 等 

 ・研修の期間・実施回数 

   平成29年4月1日～平成30年3月31日 8回 

 ・研修の参加人数 

   292名 

 

・研修の主な内容（臨床検査技師） 

  ○部内研修（輸血部） 

   I&Aについて 等 

 ・研修の期間・実施回数 

   平成29年4月1日～平成30年3月31日 8回 

 ・研修の参加人数 

   80名 

 

・研修の主な内容（ME部） 

  ○新規導入機器に対する研修会 

   人工呼吸器、MonnalT60の概要、操作方法、点検方法、換気設定、アラームについて 

MonnalT60でのハイフローセラピーについて 等 

 ・研修の期間・実施回数 

   平成29年4月1日～平成30年3月31日 17回 

 ・研修の参加人数 

   135名 

 

・研修の主な内容（看護師） 

  ○ラダーⅣ以上院内認定看護師研修及び専門領域研修 

輸血療法看護，BLS指導者，呼吸ケア指導者，トリアージナース，創傷管理指導者，排尿ケア指

導者，心不全看護，腎不全看護，周術期看護，皮膚排泄ケア，リンパ浮腫予防指導者 等 

 ・研修の期間・実施回数 

   平成29年4月1日～平成30年3月31日 77回 

 ・研修の参加人数 

   2,985名 

一部抜粋 

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 診療録 小笠原 后香 

  管理担当者氏名 和久 正志・稲垣 宏治・飯塚 裕之・岩田 佐知子 
 

 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 診療録の持ち出しは原
則禁止している。やむを
得ず持ち出す場合は、個
人情報管理統括責任者
（病院長）の承認を必要
とする。持ち出しは記録
を行い、保管管理する。 

各科診療日誌 総務課 
処方せん 薬剤部 
手術記録 医療システム部 
看護記録 医療システム部 
検査所見記録 医療システム部 
エックス線写真 医療システム部 
紹介状 医療システム部 
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 

医療システム部 

病院の管
理及び運
営に関す
る諸記録 

規
則
第
二
十
二
条
の
三
第

三
項
に
掲
げ
る
事
項 

従業者数を明らかにする帳簿 総務課  
高度の医療の提供の実績 各科診療科・総務課 
高度の医療技術の開発及び評価
の実績 

〃 

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

医療連携室 

入院患者数、外来患者及び調剤
の数を明らかにする帳簿 

医事保険課・医療サービス課 

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 

安全管理部 
総務課 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

医療に係る安全管理のための委
員会の開催状況  

安全管理部 
総務課 

医療に係る安全管理のための職
員研修の実施状況 

安全管理部 
総務課 

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 

安全管理部 
総務課 

 
  



 
 

 保 管 場 所 管 理  方  法 

病院の管

理及び運

営に関す

る諸記録 

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

院内感染対策のための指針の策
定状況 

感染制御部 
総務課 

 

院内感染対策のための委員会の
開催状況  

感染制御部 
総務課 

従業者に対する院内感染対策の
ための研修の実施状況  

感染制御部 
総務課 

感染症の発生状況の報告その他
の院内感染対策の推進を目的と
した改善のための方策の実施状
況  

感染制御部 
総務課 

医薬品安全管理責任者の配置状
況  

総務課 

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  

安全管理部 
薬剤部 
総務課 

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 
総務課 

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 

総務課 
薬剤部（DI室） 
安全管理部 

医療機器安全管理責任者の配置
状況 

総務課 

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 
中央放射線部 

総務課 
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 
中央放射線部 

管財課 
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 
中央放射線部 

管財課 
 

  



 
 

 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 

総務課  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

専任の院内感染対策を行う者
の配置状況 

総務課 

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 

総務課 

診療録等の管理に関する責任
者の選任状況 

総務課 

医療安全管理部門の設置状況 総務課 
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 

安全管理部 
総務課 

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 

安全管理部 
総務課 

監査委員会の設置状況 総務課 
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 

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 

安全管理部 
感染制御部 

当該病院内に患者からの安全
管理に係る相談に適切に応じ
る体制の確保状況 

患者相談室 
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 

総務課 

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

総務課 

管理者が有する権限に関する
状況 

総務課 

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 

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 

法人本部 

(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              小笠原 后香（専任・診療録管理） 

 閲 覧 担 当 者 氏 名              和久 正志・稲垣 宏治・飯塚 裕之・岩田 佐知子 

 閲覧の求めに応じる場所              診療情報管理部・閲覧室 

 閲覧の手続の概要 

様式第５に記載の通り、「病院の管理及び運営に関する諸記録」はそれぞれの担当管理部署で適

正に保管しているため、医師や歯科医師等から依頼があった場合には、全体の窓口は総務課とな

る。依頼用紙に記入してもらい、閲覧室内で対応する。 

 

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

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

する番号に〇印を付けること。 

 

 

〇病院の管理及び運営に関する諸記録の閲覧の実績 

   前 年 度 の 総 閲 覧 件 数    延     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： 
１．安全管理に関する基本的な考え方 
２．安全管理委員会その他の組織に関する基本事項 
３．安全管理のための職員研修に関する基本方針 
４．安全確保を目的とした、事故報告書にもとづく改善策の立案、実施に関する基

本方針 
５．医療事故発生時の対応に関する基本方針 
６．病院職員と患者の情報共有に関する基本方針 
７．患者と家族への説明と同意に関する基本方針 
８．患者と家族等からの相談への対応に関する基本方針 
９．高難度新規医療技術の導入に関する基本指針 
10. 安全管理対策に関する指針および安全管理マニュアルの見直しと周知の方針 
 

 

 
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・無 ） 
・ 開催状況：年 12 回 
・ 活動の主な内容： 

（１）安全管理対策の推進 
（２）医療事故発生防止のために平時より次の事項を行う。 

①医療安全に関する情報収集 
②医療安全に係わる職員教育 
③事故発生防止策と施設・設備の改善計画の立案 
④事故発生防止策の実施状況の調査と必要に応じた見直し 
⑤医療安全に係わるモニタリング項目の策定 

（３）当院において重大な問題その他本委員会において取り扱うことが適当な問題
が発生した場合に次の事項を行う。 
①原因究明のための調査及び分析 
②診療録、看護記録等の調査および指導 
③患者、家族等への対応状況の確認および指導 
④再発予防策の立案・実施・職員への周知徹底 
⑤再発予防策の実施の状況の調査および必要に応じた見直し 

（４）全ての死亡事例、管理者が定める水準以上の事例の収集状況の確認と確認結
果の管理者への報告および職員への研修・指導 

（５）特定機能病院間相互のピアレビューの結果報告に基づく改善策の立案 
 

 

 
③ 医療に係る安全管理のための職員研修の実施状況 

 
     年13回 

 
 ・ 研修の内容（すべて）： 
 

別紙４参照 
 

 

 

 
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： 
 

安全管理委員会において事故の事例分析および発生要因の分析を行い、改
善策を立案し、各部署・職員に対し周知徹底する。 

 

 

(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 

 
    ○有・無 

 
  ・ 指針の主な内容： 
 
１.院内感染対策に関する基本的な考え方 
２.院内感染対策のための委員会および組織に関する基本事項 
３.院内感染対策のための職員研修に関する基本方針 
４.院内感染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.患者などに対する当該指針の閲覧に関する基本方針 
７.院内感染対策のための指針および院内感染対策要綱の見直しと周知の方針 
 
 
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.院内感染状況を監視、調査するとともに、対策を立案し、その拡大を防止するための具体策を関
係方面に提言するとともに、対策の実施について病院長および感染制御部長に具申する。 
２.周知すべき感染症の情報を院内諸方面に伝達する。 
３.その他、院内感染予防のために必要な業務を行う。 
 
 
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 9回 

 
 ・ 研修の内容（すべて）： 
 
                   別紙５参照 
 
 
 
 
 
④ 感染症の発生状況の報告その他の院内感染対策の推進を目的とした改善のための方策の状況 
 
  ・ 病院における発生状況の報告等の整備        （ ○有・無 ） 
  ・ その他の改善のための方策の主な内容： 
 
感染制御部・感染制御委員会において感染症発生要因の分析を行い、改善策を立案し、各部署・職員
に対し周知徹底する。 
 
 
(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 3 回 

 
 ・ 研修の主な内容： 
 

別紙６参照 
 
 
 
 
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 ） 
 ・ 業務の主な内容： 
１．医薬品の採用・購入に関する事項 
２．医薬品の管理に関する事項 
３．患者に対する医薬品の投薬指示から調剤に関する事項 
４．患者に対する与薬や服薬指導に関する事項 
５．病棟における医薬品の管理に関する事項 
６．入院患者への医薬品使用に関する事項 
７．医薬品の安全使用に係る情報の取扱いに関する事項 
８．他施設との連携に関する事項 
９．院内製剤に関する事項 
10．放射性医薬品に関する事項 

 
 
 
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）：オランザピンOD錠 
                          使用目的：悪心、嘔吐、せん妄 
 
 
  ・ その他の改善のための方策の主な内容： 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(注）前年度の実績を記入すること。 
 
 
 
  



 
 
 

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

る措置 
 
 
① 医療機器安全管理責任者の配置状況 

 
   ○有・無 

 
② 従業者に対する医療機器の安全使用のための研修の実施状況 

 
     年 34 回 
(うち全体研修1回) 

 
 ・ 研修の主な内容： 
 
 １．人工呼吸器 
 ２．人工心肺装置及び補助循環装置 
 ３．血液浄化装置 
 ４．除細動器（ＡＥＤを除く）    
 ５．閉鎖式保育器 
 ６．診療用高エネルギー放射線装置 
 ７．診療用放射線照射装置 
 
○２回程度の定期研修を計画・実施し、実施状況を毎月の医療機器安全管理委員会にて 
医療機器安全管理責任者へ報告している。 
 
全体研修：別紙７参照 

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

○前年度の3月までに計画策定を行い、新年度の4月から計画が開始できるように医療機器安全管理 
委員会にて医療機器安全管理責任者の承諾を取り実施する。 

 
 ・ 保守点検の主な内容： 
 
 １）使用前、使用中、使用後の点検 
 ２）定期点検および年次点検（各医療機器ごとに期間を設定し、メーカー依頼している。） 
 ３）点検方法は各医療機器の取扱説明書を参考に実施。 
 
 
④ 医療機器の安全使用のために必要となる未承認等の医療機器の使用の状況その他の情報の収集

その他の医療機器の安全使用を目的とした改善のための方策の実施状況 
 
  ・ 医療機器に係る情報の収集の整備        （ 有・無 ） 
  ・ 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に関して、新規導入機器は「未承認新規医薬品等評価委員会」で使用可能と判

断された機器を把握する。使用状況については院内ラウンドにて確認している。 
 
 
 ○医療機器安全使用のために必要な情報の収集 
    ・取扱説明書と添付文書を電子カルテへ掲示 
  ・メーカーからの情報提供やインターネットからPMDA、医療安全情報などを収集し、安全管理部 

及び安全管理委員会と連携し、電子カルテインフォメーション、医療機器安全研修会にて通達 
報告している。 

 
 ○その他の改善のための方策 
  ・毎月の医療機器安全管理委員会にて医療機器の不具合事象の報告。 
  ・安全管理部及び安全管理委員会と連携し改善と対策をしている。 
 

(注）前年度の実績を記入すること。 

 



 
 
 

 
規則第９条の２０の２第１項第１号から第１３号に掲げる事項の実施状況 

 
 
① 医療安全管理責任者の配置状況 

 
     ○有・無 

 
・責任者の資格（医師・歯科医師） 
・医療安全管理責任者による医療安全管理部門、医療安全管理委員会、医薬品安全管理責任者及び医
療機器安全管理責任者の統括状況 
 
医療安全管理責任者は安全管理担当副院長が担っており、安全管理担当副院長は安全管理委員会委
員長及び、安全管理部副部長を務めている。医薬品安全管理責任者及び、医療機器安全管理責任者
は安全管理部に所属し、安全管理委員会において活動状況を報告している。 

 
 
② 専任の院内感染対策を行う者の配置状況 

 
 ○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、医薬品の安全使用状況を把握するために薬剤部内に所属する全ての薬剤

師を指名し、以下の業務を確認する。 

医薬品情報室の薬剤師が、病棟を担当する薬剤師を通じて院内の医薬品の使用状況を定期的に（１

カ月に１回）確認し、その結果を踏まえて添付文書情報（禁忌等）、緊急安全性情報、未承認医薬品

の使用時または医薬品の適応外使用時等の医薬品安全管理に係る情報を整理し、必要に応じてその結

果を医薬品安全管理責任者に報告する。 

 医薬品安全管理責任者は、報告された情報を踏まえ、安全管理部長に報告するとともに、必要に応

じて医薬品の適正使用のための注意喚起情報を、医薬品情報室を通じて周知する。 

 

・未承認等の医薬品の使用に係る必要な業務の実施状況 

薬剤師等の医療従事者は、未承認の医薬品等（治験等を除く）の使用、医薬品の適応外・禁忌等に

該当する処方または指示を見いだした場合、薬剤部医薬品情報室に報告する。また、必要に応じて、

処方医等に当該処方または指示の必要性やリスク検討の有無、妥当性等を確認し、指導を行い、その

内容を診療録に記載する。 

 医薬品安全管理責任者は、薬剤部医薬品情報室に報告された、未承認の医薬品等（治験薬を除く）

の使用、医薬品の適応外・禁忌等に該当する処方または指示に関する情報を定期的に（１カ月に１回）

確認し、必要に応じて、処方医等への指導を行うとともに、未承認の医薬品等（治験薬を除く）の使

用に関して必要な情報を、医薬品情報室を通じて周知する。 

 

・担当者の指名の有無（○有・無） 

・担当者の所属・職種： 



 
 
 

 

（所属：薬剤部(医薬品情報室)，職種：薬剤師） （所属：薬剤部(病棟担当薬剤師，職種：薬剤師） 

（所属：薬剤部(調剤・注射・製剤部門担当薬剤師，職種：薬剤師）   

（所属：薬剤部(薬務部門担当薬剤師，職種：薬剤師） 

（所属：薬剤部(化学療法部門担当薬剤師，職種：薬剤師） （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 ○有・無 

・医療の担い手が説明を行う際の同席者、標準的な説明内容その他説明の実施に必要な方法に関する

規程の作成の有無  （ ○有・無 ） 

・説明等の実施に必要な方法に関する規程に定められた事項の遵守状況の確認、及び指導の主な内容

：診療情報管理部と連携して定期的に確認する。定められた書式を用い適正な手順で実施しているか。 

 

 

 

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： 
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⑥ 医療安全管理部門の設置状況 ○有・無 

・所属職員：専従（ 7 ）名、専任（ 0 ）名、兼任（ 21 ）名 

 うち医師：専従（ 1 ）名、専任（ 0 ）名、兼任（ 11 ）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（ 2 ）名、専任（ 0 ）名、兼任（ 2 ）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）安全管理対策の推進 
（２）安全管理部会および臨時の安全管理委員会の開催 
（３）リスクマネージャー会議を開催し、安全管理委員会で決定された事項の周知徹底 
（４）医療事故発生防止のための情報収集と教育 
（５）医療安全に資する診療内容および従業者の医療の安全に関する意識の向上のモニタリング 
   【モニタリング項目：死亡事例、口頭指示、手術時の出血、カテーテル挿入】 
（６）院内各部署への立ち入り調査と関係書類の調査 
（７）安全管理に関わる関係部署との連絡調整 
（８）医療事故発生防止のための対策の立案と施設・設備の改善計画の立案および実施状況の調査 



 
 
 

 
（９）特定機能病院間相互のピアレビュー実施および結果報告 
（10）発生した医療事故の実情の把握と処理法の立案および実施 
（11）発生した医療事故等に関する診療録、看護記録等の調査および指導 
（12）発生した医療事故に対する患者、家族等への対応状況の確認および指導 
（13）発生した医療事故の原因の究明および指導 
（14）発生した医療事故に対する再発予防対策の立案・実施・職員への周知徹底 
（15）安全管理委員会，安全管理部会，リスクマネージャー会議の資料および議事録の作成並びに保

存等の庶務に関すること 
（16）全ての死亡事例、管理者が定める水準以上の事例の収集および管理者への報告 
（17）高難度新規医療技術評価係を設置し、部員の医療機器安全管理責任者を責任者として、高難度

新規医療技術の実施の適否を判断すること 
（18）未承認新規医薬品等評価係を設置し、部員の医薬品安全管理責任者を責任者として、未承認新

規医薬品等を用いた医療の提供を判断すること 
 
 
※ 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（9件）、及び許可件数（8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： 

各診療科からの下記確認事項（①～⑤）の申請に対し、高難度新規医療技術評価委員会にて検討。

その委員会の意見を踏まえ提供の適否判定を行い、診療科長および病院長へ結果通知。提供後は実

施報告内容の確認を行う。 

①患者の病態等を踏まえた既存技術の限界・問題点 

②高難度新規医療技術と既存の医療技術とを比較した場合の優位性 

  （合併症の重篤性及び発生の可能性等の安全性の観点を含む） 

③当該高難度新規医療技術を用いた医療を提供する医師又は歯科医師その他の従業員の高難度 

医療技術を用いた医療の提供に関する経験 

④必要な設備・体制の整備状況 （集中治療室、麻酔科医師との連携等） 

⑤患者に対する説明及び同意の取得の方法 

 

・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（58件）、及び許可件数（58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高難度新規医療

技術の提供の適否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： 

各診療科からの下記確認事項（①～⑤）の申請に対し、未承認新規医薬品等評価委員会にて検討。

その委員会の意見を踏まえ使用の適否判定を行い、診療科長および病院長へ結果通知。使用後は、

実施報告内容の確認を行う。 

①患者の病態等を踏まえた既存医薬品等の限界・問題点 

②当該未承認新規医薬品等と既存の医薬品等を比較した場合の優位性 

  （予測される有害事象の重篤性、頻度等の安全性等の観点を含む） 

③未承認新規医薬品等の使用条件（使用する医師又は歯科医師の制限等） 

④当該未承認新規医薬品等の使用に起因するものと疑われる有害事象の把握の方法 

  （血液検査の実施、調査票の配布等） 

⑤患者に対する説明及び同意の取得の方法 

 

・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 1140 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 61 件 

・上記に関する医療安全管理委員会の活動の主な内容 

すべての死亡事例、管理者が定める水準以上の事例の収集状況の確認と確認結果の管理者への報告

および職員への研修・指導 

 

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：川﨑医科大学附属病院/がん研有明病院）・無） 

・他の特定機能病院等からの立入り受入れ（○有 (病院名：川﨑医科大学附属病院/がん研有明病院）

・無） 

・技術的助言の実施状況 

 放射線・病理共に新システムを導入し、医師個人単位で依頼一覧を確認することを可能にした。 

 また、病理診断レポートに関しては、複数人の確認を必要とした。 

 

⑪ 当該病院内に患者からの安全管理に係る相談に適切に応じる体制の確保状況 



 
 
 

 

・体制の確保状況 
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⑫ 職員研修の実施状況 

・研修の実施状況 

平成 30年 3月 12日 「保険診療に関する研修会」 

 適正なカルテの記載について（外部監査委員会の指摘） 

 

平成 29年 10月 19日 「医療安全に関する研修会」 

 申請が必要な高難度新規医療技術、未承認の医薬品の使用方法について 

 

医療安全 e-Learning 

 医療の適正な実施に疑問が生じた場合その情報提供を職員から受け付ける窓口 

 高難度新規医療技術を用いた医療提供する場合の提供の可否 

 未承認の医薬品、適応外の医薬品、禁忌の医品を用いた医療 等 

 

（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： 

平成 29年 11月 14日(火)・15日(水) 

公益財団法人日本医療機能評価機構主催 「特定機能病院管理者研修」受講 

 

医療安全管理責任者： 

平成 30年 2月 21日(水)・22日(木) 

公益財団法人日本医療機能評価機構主催 「特定機能病院管理者研修」受講 

 

医薬品安全管理責任者： 

平成 29年 11月 14日(火)・15日(水) 

公益財団法人日本医療機能評価機構主催 「特定機能病院管理者研修」受講 

 



 
 
 

 

医療機器管理責任者： 

平成 29年 11月 17日(金) 

医療・病院管理研究会開催 「特定機能病院 安全管理責任者研修」受講 

平成 29年 12月 4日(月) 

厚生労働省関東信越厚生局主催 「平成 29年度医療安全に関するワークショップ」受講 

平成 30年 2月 21日(水)・22日(木) 

公益財団法人日本医療機能評価機構主催 「特定機能病院管理者研修」受講 

 

（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30年10月31日 基準作成予定 

 

 

 

 

・ 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 

 

平成30年12月31日 委員会の設置予定 
 

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、予算及び決算その他の病院の運営等 

 

 

・審議の概要の従業者への周知状況 

 臨床科長会議等を通じてすべての部署へ説明している。 

 

 

・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 
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規則第１５条の４第１項第１号に掲げる管理者が有する権限に関する状況 

 
 
 管理者が有する病院の管理及び運営に必要な権限  

  

 
 ・ 管理者が有する権限に係る内部規程の公表の有無（ 有・○無  ） 
 ・ 公表の方法 
 
 
 ・ 規程の主な内容 
 

別紙１１参照 
 
 
 
 

 ・ 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 
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 ・ 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、マネジメントに関する職員研修会を計画的に実施している。 
・外部研修にも積極的に参加している（特定機能病院管理者研修、医療安全管理者養成講習会
 など）。 
・日本臨床医学マネジメント学会を開催した（平成29年5月）。 

 
 
 
 
 

 
 
  



 
 
 

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

状況 

 

監査委員会の設置状況 ○有・無 

・監査委員会の開催状況：年 2 回 

・活動の主な内容： 

医療安全管理責任者、安全管理部、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ついて附属病院の病院長等から報告を求め、必要に応じて自ら確認を行う。

理事長又は病院長に対し、医療に係る安全管理についての是正措置を講ずるよう意見を表明する。 

 

・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： 

 

 

 

 

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 

 

寺尾 壽夫 

 ○ 医療に係る安全管理に

関する識見を有する者 

 

有・○無   

1 

 

秦 奈峰子 

太田・佐藤法律

事務所 

 医療に係る安全管理及

び法律に関する識見を

有する者 

有・○無   

1 

 

 

森 唯章 

  医療を受ける者その他

の医療従事者以外の者 

有・○無   

2 

 

川村 雅文 学校法人帝京

大学 医学部長 

 当院での臨床経験があ

る中立的な評価ができ

る立場にある者 

○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 
 
理事会、監査委員会、監事、監査法人、内部監査担当がそれぞれの視点で多面的に確認している。 
 
 
 ・ 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 
 

別紙１２参照 
 
 
 
 
 
 ・ 会議体の実施状況（ 年10回 ） 
 
 ・ 会議体への管理者の参画の有無および回数（ 有・○無  ）（ 年 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：学校法人帝京大学理事会 

会議体の委員名簿 

氏名 所属 委員長 

（○を付す） 

利害関係 

別紙１３参照   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 

 職員研修会、職員全体メール、安全管理マニュアル院内感染対策要綱ポケット版 

 

 

 



(様式第 7) 

専門性の高い対応を行う上での取組みに関する書類（任意） 

 

1  病院の機能に関する第三者による評価 

① 病院の機能に関する第三者による評価の有無 ○有・無 

 ・評価を行った機関名、評価を受けた時期 

公益財団法人 日本医療機関機能評価機構 

訪問審査：平成29年1月18日（水）～平成29年1月19日（木） 

認定期間：平成29年2月3日～平成34年2月2日 

 

ISO 15189 : 2012（英和対訳版）認定 

認定期間：平成28年2月24日～平成32年2月29日 

 

日本輸血・細胞治療学会：I&A制度認定 

認定期間：平成29年4月1日～平成34年3月31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 

○ホームページ・広報誌 

各診療科の紹介や診療内容、特色、外来診療担当表等、患者に対し分かりやすく適切に表示してい 

る。 

○地域住民や患者に向けた公開講座の実施 

年によって異なるが、年間最高で6回実施をしており、社会的にも話題になっている生活習慣病や心

臓疾患等、専門分野別にテーマを決め、各診療科の医師が病状や受診のタイミング等も分かりやす

く説明している。 

○その他 

各診療科、看護部等で地域住民や患者に対し、市民公開講座や体験講座等を実施している。（慢性

腎臓病（ＣＫＤ）に関する講演会、ナーシングフェスタ等） 

 
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 

○ＥＲ及び外傷センター 

ＥＲは1次から2次までの疾患患者に対応し、その内外傷患者は外傷センターの医師が対応して

いる。また、同じフロアに3次救急に対応する救命救急センターが隣接しているので、救命救急

センター・ＥＲ・外傷センターの連携も緊密になっている。 

全診療科に支援体制があり、24時間体制で該当科にコンサルト可能である。 

○循環器センター 

 循環器内科、心臓血管外科との連携・協力体制で行っている。カテーテルによる大動脈弁に対

する人工弁の植え込みも可能であるが、循環器内科、心臓血管外科、麻酔科によるハートチー



ムを形成し更なる連携体制を整えている。 

○脳卒中センター 

救急科・神経内科・脳神経外科との連携・協力体制で行っている。急性期脳梗塞や脳出血、く

も膜下出血について迅速な対応をとるため、脳卒中センターを構築している。 

○IBDセンター 

 内科と外科が協力して、潰瘍性大腸炎とクローン病を中心としたIBD全般対象の専門外来を行っ

ている。 

○その他 

集中治療部（ＧＩＣＵ）や帝京がんセンター等も複数の診療科と連携体制がある。 

上記以外の専門診療センター 

 



管理者の医療に係る安全管理の業務の経験 別紙１

平成15年 平成16年 平成17年 平成18年 平成19年 平成20年 平成21年 平成22年 平成23年 平成24年 平成25年 平成26年 平成27年 平成28年 平成29年

管理者 〇 〇

管理担当副委員長 〇 〇

管理担当副委員長補佐 〇 〇 〇 〇

安全管理部 副部長 副部長 副部長 副部長 副部長 部長 部長 部長 部長 副部長 副部長

医療事故発生防止委員会 副委員長

安全管理委員会 副委員長 副委員長 副委員長 副委員長 副委員長 副委員長 副委員長 副委員長 副委員長 副委員長 委員長 委員長 委員 委員

安全管理担当者会議 副委員長 副委員長 副委員長 副委員長 副委員長 副委員長

リスクマネージャー会議 副委員長 副委員長 副委員長 副委員長 副委員長 副委員長

安全管理改善委員会 副委員長 副委員長















































おきなが よしひと

冲永 佳史

おきなが ひろこ

冲永 寛子

いのうえ けいぞう

井上 圭三

いぐち えつお

井口 悦男

てらもと たみお

寺本 民生

おだ たくじ

小田 卓爾

おの けんたろう

小野 堅太郎

おおさき かずひこ

大崎 和彦

ひろた いさお

廣田 功

【役員等名簿】
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理事

監事

監事

理事長

常務理事

理事

理事

理事

理事


