
(様式第 10) 

杏学発 第 30-84 号  

平成 30 年 10 月 5 日  

  厚生労働大臣        殿 

                         開設者名 学校法人 杏林学園 

                                 理事長 松田 博青（印）           

杏林大学医学部付属病院の業務に関する報告について 

 

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

年厚生省令第 50 号）第 9 条の 2 の 2 の第 1 項の規定に基づき、平成  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 〒181-8611 東京都三鷹市新川6丁目20番2号 

 氏   名 学校法人 杏林学園 理事長 松田 博青 

(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 

 杏林大学医学部付属病院 

 

3 所在の場所 

〒181-8611 東京都三鷹市新川6丁目20番2号 

                              電話( 0422 ) 47－5511    

 

4 診療科名 

4-1 標榜する診療科名の区分 

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

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

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

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

 

4-2 標榜している診療科名 

(1)内科 

内科 有 ・ 無 

 内科と組み合わせた診療科名等 

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

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

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

 診療実績 

 

 

 

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

けること。 

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

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

ること。 

 



(2)外科 

外科 有 ・ 無 

 外科と組み合わせた診療科名 

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

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

 診療実績 

 

 

 

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

ること。 

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

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

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

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

と）。 

 

(3)その他の標榜していることが求められる診療科名 

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

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

14放射線治療科  15麻酔科  16救急科 

(注） 標榜している診療科名の番号に〇印を付けること。 

 

(4)歯科 

歯科 有 ・ 無 

歯科と組み合わせた診療科名 

  1小児歯科   2矯正歯科  3口腔外科 

 歯科の診療体制 

 

 

 

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

号に〇印を付けること。 

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

ている診療科名として「歯科」を含まない病院については記入すること。 

 

(5)(1)～(4)以外でその他に標榜している診療科名 

  1  呼吸器科  2 循環器科  3 消化器科  4 リウマチ科  5 リハビリテーション科          

 6  病理診断科  7 形成外科  8 美容外科  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  

32床 0床 0床 0床 1,121床 1,153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        582人    75人  592.1人  看 護 補 助 者           4人 診療エックス線

技師 

    0人 

 歯 科 医 師         5人   2人     5人  理 学 療 法 士           23人 臨床 

 

検査 

臨床検査技

師 

  98人 

 薬 剤 師          63人   0人    63人  作 業 療 法 士            9人 衛生検査技

師 

    0人 

 保 健 師          0人   0人      0人  視 能 訓 練 士            19人 そ の 他           0人 

 助 産 師         90人   0人    90人  義 肢 装 具 士             0人 あん摩マッサージ指圧師     0人 

 看 護 師       1,348人   1人 1348.6人  臨 床 工 学 士   32人 医療社会事業従

事者 

   12人 

 准 看 護 師          1人   0人      1人  栄  養  士             0人 その他の技術員            8人 

 歯科衛生士     4人   1人    4.6人  歯 科 技 工 士           0人 事 務 職 員           88人 

 管理栄養士     14人   0人   14人  診療放射線技師     64人 その他の職員            9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 49 人 眼 科 専 門 医 21 人  

外 科 専 門 医 46 人 耳鼻咽喉科専門医 10 人 

精 神 科 専 門 医 7 人 放射線科専門医 14 人 

小 児 科 専 門 医 19 人 脳神経外科専門医 15 人 

皮 膚 科 専 門 医 8 人 整形外科専門医 17 人 

泌尿器科専門医 8 人 麻 酔 科 専 門 医 10 人 

産婦人科専門医 17 人 救 急 科 専 門 医 8 人 

  合 計 249 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（病院長 市村 正一 ） 任命年月日 平成 30 年 4 月 1 日 

 

・医療内容調査委員会委員 

・リスクマネージメント委員会オブザーバー出席 

 

 

 

  



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         865.7人                0人            865.7人 

 １日当たり平均外来患者数              2,160人            51.3人         2,211.3人 

 １日当たり平均調剤数                                                         1,368 剤 

必要医師数 216.2人  

必要歯科医師数 1人  

必要薬剤師数 28人  

必要（准）看護師数 504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 

 

 

 1,872.44

   m 2 

 

 

鉄筋コン

クリート 

 

 

   病 床 数    97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   362.01m 2    病床数    22床 

［移動式の場合］ 台 数     3台 

医 薬 品 

情報管理室 

［専用室の場合］ 床  積   52.16m 2 

［共用室の場合］ 共用する室名  

化学検査室 857.69m 2 鉄筋コンクリート   （主な設備）検体自動搬送分注分析システム、他 

細菌検査室 249.88m 2 鉄筋コンクリート   （主な設備）血液培養検査装置、自動同定・薬剤感受性装置・他 

病理検査室 338.67m 2 鉄筋コンクリート   （主な設備）コンピューター制御による自動脱脂・脱水浸透装置、他 

病理解剖室 331.92m 2 鉄筋コンクリート   （主な設備）解剖台、超音波洗浄器、他 

研 究 室 3,228.64m 2 鉄筋コンクリート   （主な設備）高速カラー画像解析システム、他 

講 義 室 1,403.71m 2 鉄筋コンクリート    室数       11室  収容定員          1,404人 

図 書 室 3,356.49m2  鉄筋コンクリート    室数         1室  蔵 書 数    23万冊程度 

(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 89．4％ 逆 紹 介 率  60．7 ％ 

算

出

根

拠 

Ａ：紹 介 患 者 の 数                                                      25,251人 

Ｂ：他の病院又は診療所に紹介した患者の数                                   20,850人 

Ｃ：救急用自動車によって搬入された患者の数                                    5,482人 

Ｄ：初 診 の 患 者 の 数                                                      34,358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 

大瀧純一 学校法人杏林学園  開設者が指名する者 ○有・無 3 

窪川良廣 三鷹市医師会 ○ 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 

有・○無   

1 

濱仲純子 三鷹市健康福祉部  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 

有・○無   

1 

橋本雄太郎 杏林大学  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 

有・○無   

1 

山口育子 ささえあい医療人

権センターCOML 

 医療を受ける者その他

の医療従事者以外の者 

有・○無  2 

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

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

2. 医療を受ける者その他の医療従事者以外の者（1.に掲げる者を除く。） 

   3. その他 

 

13 監査委員会の委員名簿及び委員の選定理由の公表の状況 

委員名簿の公表の有無 ○有・無 

委員の選定理由の公表の有無 ○有・無 

公表の方法 

 

病院ホームページに掲載 

 

 

 



1  承認を受けている先進医療の種類（注１）及び取扱患者数

取扱患者数

1人　

7人　

0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   

泌尿生殖器腫瘍後腹膜リンパ腫転移に対する腹腔鏡下後腹膜リンパ節郭清術

多焦点眼内レンズを用いた水晶体再建術

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

0人　

2人　

0人　

3人　

0人　

人　

人　

人　

人　

人　

人　

人　

人　

人　

人　

人　

人　

人　

人　

人　

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

　　　　　第百二十九号）第三各号に掲げる先進医療について記入すること。

(注) 2　「取扱患者数」欄には、前年度の年間実患者数を記入すること。

先　進　医　療　の　種　類   

コレステロール塞栓症に対する血液浄化療法

放射線照射前に大量メトトレキサート療法を行った後のテモゾロミド内服投与及び放射線治療の併用療法
並びにテモゾロミド内服投与の維持療法　初発の中枢神経系原発悪性リンパ腫（病理学的見地からのびま
ん性大細胞型B細胞リンパ腫であると確認されたものであって、原発部位が大脳、小脳又は脳幹であるもの
に限る。）

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

テモゾロミド用量強化療法

アキシチニブ単剤投与療法　胆道がん（切除が不能と判断されたもの又は術後に再発したものであって、ゲ
ムシタビンによる治療に対して抵抗性を有するものに限る。）

高度の医療の提供の実績

（様式第2）



3　その他の高度の医療 NO1

医療技術名
アンテプラーゼ静脈内投与による血栓溶解療法　急性脳梗塞（当該疾病の
症状の発症時刻が明らかでない場合に限る。）

取扱患者数 0人　

当該医療技術の概要

医療技術名 超音波下局注療法(ラジオ波焼灼療法) 取扱患者数 13人　

当該医療技術の概要

医療技術名 内視鏡的結石除去術 取扱患者数 141人　

当該医療技術の概要

総胆管結石、肝内結石に対して内視鏡的に結石を除去する治療。

医療技術名 経皮的胆道ドレナージ術（PTBD）/経皮的胆嚢ドレナージ術（PTGBD） 取扱患者数 115人　

当該医療技術の概要

閉塞性黄疸、急性胆管炎、急性胆嚢炎に対する胆管あるいは胆嚢ドレナージ術。

医療技術名 炎症性腸疾患に対する生物学的製剤療法 取扱患者数 138人　

当該医療技術の概要

炎症性腸疾患の寛解維持目的の治療 (インフリキシマブ、アダリムマブ、ゴリムマブ、ウステキヌマブ)。

医療技術名 炎症性腸疾患に対する血球成分除去療法 取扱患者数 28人　

当該医療技術の概要

炎症性腸疾患に対する寛解導入目的の治療(GCAP+LCAP)。

医療技術名 潰瘍性大腸炎に対する経口タクロリムス療法 取扱患者数 10人　

当該医療技術の概要

潰瘍性大腸炎の寛解導入目的の内服加療。

医療技術名 内視鏡的粘膜下層剥離 取扱患者数 149人　

当該医療技術の概要

食道・胃・大腸 (癌・腺腫) に対する内視鏡的治療法。

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）。

発症4.5時間以内が確認出来ない症例で、ＭＲＩ所見から適応例を見極めアンテプラーゼ治療を行う。

主に肝細胞癌に対する局所療法の一つで、超音波ガイド下で、経皮的に電極針　　を腫瘍に挿入し、ラジオ波を通電し腫
瘍を熱壊死させる方法。

（様式第2）



3　その他の高度の医療 NO2

医療技術名 術中脊髄モニタリング 取扱患者数 52人　

当該医療技術の概要

医療技術名 脊椎ナビゲーション 取扱患者数 44人　

当該医療技術の概要

医療技術名 脊椎内視鏡手術 取扱患者数 39人　

当該医療技術の概要

医療技術名 LIF（側方侵入椎体間固定術、OLIF、XLIF） 取扱患者数 13人　

当該医療技術の概要

医療技術名 NO吸入療法 取扱患者数 6人　

当該医療技術の概要

新生児遷延性肺高血圧症に対する一酸化窒素吸入療法。

医療技術名 低体温療法 取扱患者数 0人　

当該医療技術の概要

重症新生児仮死に対する低体温療法。

医療技術名 難治性うつ状態に対する多面的検査 取扱患者数 30人　

当該医療技術の概要

難治性うつ状態の患者に対し、心理検査や作業療法特性、様々な評価尺度などを組み合わせ、診断確定を行う

医療技術名 ポリソムノグラフィー 取扱患者数 250人　

当該医療技術の概要

原発性睡眠障害やレビー小体型認知症に対し、診断確定や状態観察目的でポリソムノグラフィーを行う

脊椎矯正を行う際に、X線透視と専用デバイスを用いて低侵襲で側方から椎間板を郭清し、固定する手術。

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）。

　頸椎～胸椎の脊髄レベルでの手術、側弯症、脊髄腫瘍、靭帯骨化症 などの手術を行う際に、術中に四肢複合筋電図を
用いて脊髄損傷がないことを確認しながら手術を行う。

腰椎椎間板ヘルニア、腰部脊柱管狭窄症に対して内視鏡を用いて行う低侵襲手術。

脊椎固定術を行う際に、術中ＣＴ撮影を行い脊椎を3次元に画像解析し、映像を確認しながら安全にインプラントを固定する
装置。

（様式第2）



3　その他の高度の医療 NO3

医療技術名 修正型電気けいれん療法 取扱患者数 10人　

当該医療技術の概要

統合失調症や気分障害の患者で、昏迷状態や精神運動興奮状態にある患者に修正型電気けいれん療法を行う

医療技術名 治療抵抗性統合失調症に対するクロザピン治療 取扱患者数 10人　

当該医療技術の概要

治療抵抗性統合失調症の患者に対し、副作用モニタリングを適切に行いながらクロザピン投与を行う

医療技術名 泌尿生殖器腫瘍後腹膜リンパ腫転移に対する腹腔鏡下後腹膜リンパ節郭清術 取扱患者数            1人

当該医療技術の概要

医療技術名 精巣腫瘍に対する腹腔鏡下後腹膜リンパ節郭清術 取扱患者数 1人　

当該医療技術の概要

医療技術名 ロボット支援腹腔鏡下根治的前立腺全摘除術 取扱患者数 48人　 

当該医療技術の概要

医療技術名 ロボット支援腹腔鏡下腎部分切除術 取扱患者数 23人　

当該医療技術の概要

医療技術名 腹腔鏡下仙骨膣固定術 取扱患者数 6人　

当該医療技術の概要

医療技術名 重症薬疹におけるウイルス再活性化の関与の検討 取扱患者数 8人　

当該医療技術の概要

全血・唾液中のウイルスDNA,血清ウイルス抗体価の変動を確認し、その結果を治療に反映させている。

（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）。

da Vinci システムによる低侵襲な前立腺がん手術

da Vinci システムによる低侵襲な腎がん手術

骨盤臓器脱に対する性機能温存可能な解剖学的に挙上効果の優れた手術

高度の医療の提供の実績

通常開腹手術となるが、腹腔鏡下に低侵襲に行う精巣腫瘍リンパ節転移に対する手術。

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

腹腔鏡下リンパ節摘出術を施行し、開創手術に比して侵襲は大幅に軽減され、入院日数を短縮及び労働にも早く復帰で
き、病理診断に基づいた適切な治療法が選択出来る。

（様式第2）



3　その他の高度の医療 NO4

医療技術名 難治性円形脱毛症のステロイドパルス療法 取扱患者数 36人　

当該医療技術の概要

急激に発症・増悪する円形脱毛症患者に対して、ステロイドパルス療法を積極的に行い、治療前後で病理学的検討や

リンパ球分画の測定を行うことにより、治療効果を判定している。

医療技術名 術中照射：IORT 取扱患者数 1人　

当該医療技術の概要

　医用直線加速器（ライナック）を用いて、手術と同時に照射を行う。

医療技術名 全身照射：TBI 取扱患者数 14人　

当該医療技術の概要

血液移植を行う患者に対して、照射を行う。

医療技術名 定位放射線照射：SRS及びSRT 取扱患者数 2人　

当該医療技術の概要

医療技術名 強度変調放射線照射：IMRT及びVMAT 取扱患者数 47人　

当該医療技術の概要

医療技術名 高線量率腔内照射：RALS 取扱患者数 10人　

当該医療技術の概要

医療技術名 小線源組織内照射：Brachytherapy 取扱患者数 1人　

当該医療技術の概要

医療技術名 放射性同位元素内用療法 取扱患者数 0人　

当該医療技術の概要

ストロンチウム89元素を用いた転移性骨病変の疼痛緩和治療。

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

高度の医療の提供の実績

中枢神経疾患や体幹部小病変に対してピンポイント照射を行う。

病変の形状・大きさを詳細に再現し放射線の強さ・範囲を変調して照射を行う。

密封線源を用いて照射を行う。

ヨウ素125線源を用いた前立腺癌の治療。

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

（様式第2）



3　その他の高度の医療 NO5

医療技術名 放射性同位元素内用療法 取扱患者数 1人　

当該医療技術の概要

残存甲状腺破壊を目的としたヨウ素131による外来治療。

医療技術名 放射性同位元素内用療法 取扱患者数 1人　

当該医療技術の概要

ラジウム226元素による骨転移のある去勢抵抗性前立腺がんの治療。

医療技術名 前眼部三次元画像解析 取扱患者数 0人　

当該医療技術の概要

角膜・隅角・虹彩などの病変及び前眼部の光学的特性を解析を行う。

医療技術名 多焦点眼内レンズを用いた水晶体再建術 取扱患者数 7人　

当該医療技術の概要

医療技術名 耳官咽頭コラーゲン注入術 取扱患者数 3人　

当該医療技術の概要

医療技術名 再発性難治性喉頭乳頭腫に対するレーザー手術 取扱患者数 22人　

当該医療技術の概要

医療技術名 局所有茎皮弁を用いた喉頭温存咽頭摘出術 取扱患者数 5人　

当該医療技術の概要

医療技術名 喉頭亜全摘術 取扱患者数 2人　

当該医療技術の概要

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

高度の医療の提供の実績

遠くと近くが見える遠近両用の眼内レンズを使用する白内障手術を行う。

重症耳管開放症に対する頭記治療法を開始する。

再発性難治性喉頭乳頭腫瘍に対する全身麻痺又は局所麻酔（日帰りを含む）でのCO₂又はGreenレーザによる治療である。

高齢や全身症状の悪い患者を主に、比較的低侵襲の手術である。

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

喉頭癌の放射線治療後で喉頭全摘が必要になる患者の中で、適応がある方（喉頭温存の希望が強い方）に対して
行っている。

（様式第2）



3　その他の高度の医療 NO6

医療技術名 耳後部切門による耳下腺腫瘍摘出術 取扱患者数 20人　

当該医療技術の概要

傷を目立たなくさせつつ、耳後部切開で耳下腺腫瘍を摘出する手術である。

医療技術名 内視鏡下経鼻神経切除術 取扱患者数 20人　

当該医療技術の概要

医療技術名 経鼻内視鏡下頭蓋底悪性腫瘍切除術 取扱患者数 5人　

当該医療技術の概要

医療技術名 遺伝性難聴の診断・カウンセリング 取扱患者数 6人　

当該医療技術の概要

医療技術名 内視鏡下甲状腺腫瘍摘出術 取扱患者数 0人　

当該医療技術の概要

医療技術名 8Ｋビデオシステムを用いた腹腔鏡手術 取扱患者数 4人　

当該医療技術の概要

医療技術名 初回再発膠芽腫に対するテモゾロミド用量強化療法 取扱患者数 3人　

当該医療技術の概要

医療技術名
初発中枢神経系原発悪性リンパ腫に対する照射前大量メソトレキサート療
法＋テモゾロミド併用放射線療法＋維持テモゾロミド療法

取扱患者数 2人　

当該医療技術の概要

（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）。

内視鏡下副鼻腔手術の中で、難治性アレルギー性鼻炎に対して経鼻神経を下鼻甲介の中翼空管部など症例において、
分けて行う。

経鼻内視鏡下にナビゲーションシステム等を用いて、嗅神経系細胞腫等を摘出している。その際に、硬膜生検、大腿筋膜、
脂肪を用いて再建施行する。

JCOG脳腫瘍グループでは、初回再発膠芽腫に対し、初発膠芽腫に対する標準治療薬であるTMZを増量し、用量強化して
投与するddTMZ療法を先進医療B制度下で実施している。ddTMZの投与法は適応外であるため先進医療B下でおこない、
再発膠芽腫に対する標準治療と考えられているBEV療法と比較検討するランダム化第III相試験として開始された。杏林大
学医学部が研究代表施設であり、登録期間4年、観察期間2年で計210例を登録予定である。

JCOG脳腫瘍グループでは、初発PCNSLに対する大量メトトレキサート（HD-MTX）療法＋全脳照射（WBRT）を標準治療と
し、同療法にテモゾロミド（TMZ）を上乗せする試験治療を比較検討する第III相試験を実施している。本試験では、TMZが悪
性神経膠腫にのみ適応症があり、PCNSLは適応外のため、先進医療Ｂ制度を使用している。2018年8月に登録終了見込み
である。

高度の医療の提供の実績

遺伝専門医による頭記医療を実施する。

小さな創部で内視鏡下に施行することで、低侵襲かつ審美的に優れる甲状腺腫瘍摘出術である。

世界で初めて8Ｋビデオシステムを用い、腹腔鏡下胆嚢摘出術を施行する。

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

（様式第2）



3　その他の高度の医療 NO7

医療技術名
脳腫瘍手術における術中蛍光診断・神経モニタリング・覚醒下手術とマル
チモダリティーナビゲーションシステム

取扱患者数 55人　

当該医療技術の概要

医療技術名 悪性脳腫瘍の化学療法における薬剤耐性関連遺伝子解析 取扱患者数 127人　

当該医療技術の概要

医療技術名 中枢神経系悪性リンパ腫に対する多剤併用免疫化学療法 取扱患者数 11人　

当該医療技術の概要

医療技術名 造血幹細胞移植術 取扱患者数 35人　

当該医療技術の概要

医療技術名 コレステロール塞栓症に対する血液浄化療法 取扱患者数 0人　

当該医療技術の概要

医療技術名 非典型溶血性尿毒症症候群に対するエクリズマブ治療 取扱患者数 1人　

当該医療技術の概要

医療技術名 顕微鏡的多発血管炎および多発血管炎性肉芽腫症に対するリツキシマブ治療 取扱患者数 19人　

当該医療技術の概要

医療技術名 アフェレーシス、血漿交換による特殊血液浄化療法 取扱患者数 40人　

当該医療技術の概要

（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）。

悪性脳腫瘍の初期治療においては手術が最も一般的であり、摘出率が生命予後に関わる。一般に同手術は境界不明瞭で
手術の難易度は高いとされるが５ALAとMRI、PET等を融合させたナビゲーションシステム、および各種神経モニタリング、適
応症例では,覚醒下手術認定施設として、言語中枢近傍腫瘍など極めて難しい手術を覚醒下で行うことで、安全に摘出率を
高めることができる。

動脈硬化性プラークの破綻によりコレステロール結晶が飛散し、末梢小動脈を塞栓し、多臓器に重篤な障害が発生するコレ
ステロール塞栓症のうち、血管内操作および血管外科的手術が誘発因子となり、腎機能低下を示した患者を対象とし、リポ
ソーバーLA-15を用いた血液浄化療法と薬物療法の併用による治療成績を、薬物療法のみのヒストリカルコントロールと比
較し、血液浄化療法併用の臨床的有効性、および安全性を評価することを目的とする。

従来の第一選択治療である血漿交換/血漿輸注療法を行っても難治性の、補体制御異常による非典型溶血性尿毒症症候
群に対して、補体C5に対するモノクローナル抗体であるエクリズマブ投与をおこなっている。

高度の医療の提供の実績

手術中に得られた組織からPCR法などを用いたメチル化解析、FISHやシークエンス法を用いた遺伝子変異解析などにより
薬剤耐性関連遺伝子を解析し、腫瘍に対する抗腫瘍薬の感受性を知ることができる。これらの知見に基づき、適切な組織
型・悪性度診断と施行すべき標準治療の選択、さらには同時期に実施中の臨床試験や治験への参加登録の適格性判定な
どが可能となり、悪性腫瘍に対する治療の最大効果を求めることができる。

従来の大量メソトレキセート療法と放射線照射では腫瘍再発が必至で、限定的な生命予後しか得られなかった本疾患に対
し、リツキシマブを併用した多剤併用療法による奏効割合と予後改善をはかる強化療法。完全奏効割合が80%に達し、再発
による死亡例が有意に減少する効果が認められている。

血液腫瘍又は造血障害の根治を目的とした、自家又は同種造血幹細胞移植である。

重症例もしくは難治性の顕微鏡的多発血管炎および多発血管炎性肉芽腫症に対して、寛解導入療法および寛解維持療
法としてリツキシマブ投与をおこなっている。

難治性の腎疾患、膠原病、自己免疫疾患、閉塞性動脈硬化症などに対し、体外循環を用いた血漿交換や血漿吸着、白血
球除去などのアフェレーシス治療をおこなっている。

（様式第2）



3　その他の高度の医療 NO8

医療技術名 小児発症の難治性ネフローゼ症候群に対するリツキシマブ治療 取扱患者数 2人　

当該医療技術の概要

医療技術名 抗HIV療法 取扱患者数 132人　

当該医療技術の概要

医療技術名
アキシチニブ単剤投与療法　胆道がん（切除が不能と判断されたもの又は
術後に再発したものであって、ゲムシタビンによる治療に対して抵抗性を有
するものに限る。）

取扱患者数 0人　

当該医療技術の概要

医療技術名 持続皮下インスリン療法 取扱患者数 18人　

当該医療技術の概要

医療技術名 取扱患者数

当該医療技術の概要

医療技術名 取扱患者数

当該医療技術の概要

医療技術名 取扱患者数

当該医療技術の概要

医療技術名 取扱患者数

当該医療技術の概要

（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）。

ゲムシタビン化学療法耐性となった切除不能・再発胆道癌患者（肝内胆管癌、肝外胆管癌、胆嚢癌、乳頭部癌）を対象とし
て、分子標的治療薬アキシチニブによる治療の有効性と安全性を検討する。

高度の医療の提供の実績

小児期に特発性ネフローゼ症候群を発症しステロイド感受性を示す患者で、既存治療（ステロイド、免疫抑制剤等）では寛
解が維持できない患者に対するリツキシマブ投与をおこなっている。

HIV感染症に対して、抗HIV療法（抗HIV薬の多剤併用療法）を行っていく。

携帯型インスリン注入ポンプを用いて、インスリンを皮下に持続的に注入する治療法である。

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

（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 4 56 ベーチェット病 189
2 筋萎縮性側索硬化症 11 57 特発性拡張型心筋症 52
3 脊髄性筋萎縮症 0 58 肥大型心筋症 18
4 原発性側索硬化症 0 59 拘束型心筋症 1
5 進行性核上性麻痺 1 60 再生不良性貧血 37
6 パーキンソン病 187 61 自己免疫性溶血性貧血 17
7 大脳皮質基底核変性症 1 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 74
9 神経有棘赤血球症 0 64 血栓性血小板減少性紫斑病 8
10 シャルコー・マリー・トゥース病 3 65 原発性免疫不全症候群 5
11 重症筋無力症 94 66 IgＡ 腎症 29
12 先天性筋無力症候群 0 67 多発性嚢胞腎 0
13 多発性硬化症／視神経脊髄炎 93 68 黄色靱帯骨化症 44

14
慢性炎症性脱髄性多発神経炎／多巣性運

動ニューロパチー
22 69 後縦靱帯骨化症 121

15 封入体筋炎 1 70 広範脊柱管狭窄症 2
16 クロウ・深瀬症候群 0 71 特発性大腿骨頭壊死症 0
17 多系統萎縮症 10 72 下垂体性ADH分泌異常症 0
18 脊髄小脳変性症(多系統萎縮症を除く。) 50 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 0
20 副腎白質ジストロフィー 0 75 クッシング病 7
21 ミトコンドリア病 2 76 下垂体性ゴナドトロピン分泌亢進症 0
22 もやもや病 38 77 下垂体性成長ホルモン分泌亢進症 0
23 プリオン病 0 78 下垂体前葉機能低下症 0
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 27
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 38 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 0 83 アジソン病 2
29 ウルリッヒ病 0 84 サルコイドーシス 154
30 遠位型ミオパチー 0 85 特発性間質性肺炎 27
31 ベスレムミオパチー 0 86 肺動脈性肺高血圧症 330
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 4
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 203
34 神経線維腫症 7 89 リンパ脈管筋腫症 0
35 天疱瘡 36 90 網膜色素変性症 2
36 表皮水疱症 1 91 バッド・キアリ症候群 0
37 膿疱性乾癬（汎発型） 2 92 特発性門脈圧亢進症 3
38 スティーヴンス・ジョンソン症候群 0 93 原発性胆汁性肝硬変 134
39 中毒性表皮壊死症 0 94 原発性硬化性胆管炎 10
40 高安動脈炎 2 95 自己免疫性肝炎 56
41 巨細胞性動脈炎 0 96 クローン病 224
42 結節性多発動脈炎 13 97 潰瘍性大腸炎 481
43 顕微鏡的多発血管炎 76 98 好酸球性消化管疾患 0
44 多発血管炎性肉芽腫症 33 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 13 100 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 17 101 腸管神経節細胞僅少症 0
47 バージャー病 17 102 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 652 104 コステロ症候群 0
50 皮膚筋炎／多発性筋炎 193 105 チャージ症候群 0
51 全身性強皮症 41 106 クリオピリン関連周期熱症候群 1
52 混合性結合組織病 185 107 全身型若年性特発性関節炎 0
53 シェーグレン症候群 471 108 TNF受容体関連周期性症候群 0
54 成人スチル病 14 109 非典型溶血性尿毒症症候群 1
55 再発性多発軟骨炎 4 110 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。） 11
113 筋ジストロフィー 5 163 特発性後天性全身性無汗症 1
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 1
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 2 167 マルファン症候群 0
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 0 170 オクシピタル・ホーン症候群 0
121 神経フェリチン症 0 171 ウィルソン病 0
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 1 183 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 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 2
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 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 2 208 修正大血管転位症 0
159 色素性乾皮症 0 209 完全大血管転位症 1
160 先天性魚鱗癬 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 1 263 脳腱黄色腫症 0
216 両大血管右室起始症 0 264 無βリポタンパク血症 0
217 エプスタイン病 0 265 脂肪萎縮症 0
218 アルポート症候群 0 266 家族性地中海熱 6
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 86 268 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 0 270 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 21
224 紫斑病性腎炎 0 272 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 3 275 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） 5 277 リンパ管腫症/ゴーハム病 0
230 肺胞低換気症候群 4 278 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 1
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 3
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 4

234
ペルオキシソーム病（副腎白質ジストロ

フィーを除く。）
0 282 先天性赤血球形成異常性貧血 0

235 副甲状腺機能低下症 2 283 後天性赤芽球癆 0
236 偽性副甲状腺機能低下症 0 284 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 6 286 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

腸型）
2

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 1 299 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 4
253 先天性葉酸吸収不全 0 301 黄斑ジストロフィー 2
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 26



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）

／ＬＭＸ１Ｂ関連腎症
0 327

特発性血栓症（遺伝性血栓性素因による
ものに限る。）

0

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

（注）　「患者数」欄には、前年度の年間実患者数を記入すること。



5　届出が受理されている診療報酬制度における施設基準等（基本診療科）

高度の医療の提供の実績

施　設　基　準　の　種　類 施　設　基　準　の　種　類

　・地域歯科診療支援病院歯科初診料

　・歯科外来診療環境体制加算2

　・特定機能病院入院基本料（7対1）

　・超急性期脳卒中加算

　・診療録管理体制加算2

　・医師事務作業補助体制加算1（50対1）

　・急性期看護補助体制加算（25対1）5割未満

　・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

　・無菌治療室管理加算2

　・救命救急入院料4

　・特定集中治療室管理料1

　・ハイケアユニット入院医療管理料1

　・抗菌薬適正使用支援加算

　・患者サポート体制充実加算

　・褥瘡ハイリスク患者ケア加算

　・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

　・病棟薬剤業務実施加算1

　・病棟薬剤業務実施加算2

　・データ提出加算

　・入退院支援加算2

　・入退院支援加算3

　・精神科急性期医師配置加算

　・脳卒中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1

　・

　・

　・ハイリスク分娩管理加算

　・総合評価加算

　・

　・

　・

　・

　・

　・

　・医療安全対策加算1

　・感染防止対策加算1

　・

　・

　・

　・

　・後発医薬品使用体制加算1 　・

　・呼吸ケアチーム加算

　・ハイリスク妊娠管理加算

（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） NO1

高度の医療の提供の実績

　・がん性疼痛緩和指導管理料 　・ヘッドアップティルト試験

施　設　基　準　の　種　類 施　設　基　準　の　種　類

　・ウイルス疾患指導料 　・在宅患者訪問看護・指導料

　・糖尿病合併症管理料 　・在宅腫瘍治療電場療法指導管理料

　・がん患者指導管理料イ

　・がん患者指導管理料ロ

　・外来緩和ケア管理料

　・がん患者指導管理料ハ

　・移植後患者指導管理料（造血幹細胞移植後）

　・院内トリアージ実施料

　・糖尿病透析予防指導管理料

　・外来放射線照射診療料

　・がん治療連携計画策定料

　・ニコチン依存症管理料

　・排尿自立指導料

　・地域連携診療計画加算

　・薬剤管理指導料

　・医療機器安全管理料１

　・持続血糖測定器加算

　・医療機器安全管理料２

　・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（Ⅳ）

　・検体検査管理加算（Ⅰ）

　・皮下連続式グルコース測定

　・長期継続頭蓋内脳波検査

　・神経学的検査

　・補聴器適合検査

　・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）

　・ＣＴ透視下気管支鏡検査加算

　・画像診断管理加算１

　・画像診断管理加算２

　・ＣＴ撮影及びＭＲＩ撮影

　・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

　・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　・胎児心エコー法

　・国際標準検査管理加算

　・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

（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） NO2

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

　・歯科口腔リハビリテーション料２ 　・経皮的中隔心筋焼灼術

　・認知療法・認知行動療法 　・ペースメーカー移植術及びペースメーカー交換術

　・精神科作業療法

　・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。）

　・人工腎臓

　・導入期加算2及び腎代替療法実績加算

　・透析液水質確保加算及び慢性維持透析濾過加算

　・皮膚移植術（死体）

　・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。）

　・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。）

　・骨移植術（軟骨移植術を含む。）（同種骨移植（非生体）
   （同種骨移植（特殊なものに限る。）））

　・骨移植術（軟骨移植術を含む。）（自家培養軟骨移植術
    に限る。）

　・脳腫瘍覚醒下マッピング加算

　・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

　・腹腔鏡下小切開後腹膜リンパ節群郭清術

　・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））

　・緑内障手術（水晶体再建術併用眼内ドレーン挿入術）

　・内視鏡下鼻・副鼻腔手術Ⅴ型（拡大副鼻腔手術）

　・網膜再建術

　・上顎骨形成術（骨移動を伴う場合に限る。）（歯科診療
    以外の診療に係るものに限る。）、下顎骨形成術
    （骨移動を伴う場合に限る。）
  （歯科診療以外の診療に係るものに限る。）

　・腹腔鏡下小切開後腹膜腫瘍摘出術及び腹腔鏡下小切開
    後腹膜悪性腫瘍手術

　・体外衝撃波胆石破砕術

　・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

　・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、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法）

　・補助人工心臓

　・腹腔鏡下小切開骨盤内リンパ節群郭清術

　・体外衝撃波腎・尿管結石破砕術

　・腹腔鏡下小切開腎部分切除術、腹腔鏡下小切開腎
    摘出術、腹腔鏡下小切開腎（尿管）悪性腫瘍手術

　・腎腫瘍凝固・焼灼術（冷凍凝固によるもの）

　・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）

　・腹腔鏡下小切開尿管腫瘍摘出術

　・膀胱水圧拡張術

　・腹腔鏡下小切開膀胱腫瘍摘出術

　・腹腔鏡下膀胱悪性腫瘍手術

　・人工尿道括約筋植込・置換術

　・焦点式高ｴﾈﾙｷﾞｰ超音波療法

　・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）

　・経皮的冠動脈形成術（特殊カテーテルによるもの）

　・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）

　・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。）

（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） NO3

　・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

　・人工肛門・人工膀胱造設術前処置加算

　・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）

　・定位放射線治療

　・病理診断管理加算2

　・悪性腫瘍病理組織標本加算

　・クラウン・ブリッジ維持管理料

　・ 　・

　・ 　・

　・ 　・

　・ 　・

　・ 　・

　・

　・

　・

　・

　・

　・

　・

　・

　・

　・

　・

　・

　・

　・

　・

　・

　・

　・

　・

　・腹腔鏡下子宮悪性腫瘍手術（子宮体がんに限る。） 　・

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

　・腹腔鏡下子宮悪性腫瘍手術（子宮頸がんに限る。）

　・腹腔鏡下仙骨膣固定術

（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。

　・

　・

　・

　・

　・

　・

　・

　・

　・

高度の医療の提供の実績

施　設　基　準　等　の　種　類 施　設　基　準　等　の　種　類

　・前眼部三次元画像解析 　・

　・

　・

　・

　・ 　・

　・

　・

　・

　・

　・

　・

　・

　・ 　・

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

臨床検査及び病理診断を実施する部門の状況

　・

　・

　・

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

臨床部門が病理診断部門或いは臨床検査部門と開催
した症例検討会の開催頻度

年間約200回（月16回程度）

剖　検　の　状　況

　・

　・

剖検症例数　　　　　56　例　　　／　　剖検率      　　　6.0　%

（様式第2）



1  研究費補助等の実績

金　額（千
円）

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 小計17件

12

13

14

15

16

17

6

7

8

9

10

11

1

2

3

4

5 難治性血管炎に関する調査研究

aHUSの蛋白質学的診断法の樹立

難治性喘息の病態解明と治療戦
略確立をめざす総合的検討

難治性腎障害に関する調査研究

疾患予後と医療の質の改善を目
的とした多領域横断的な難治性
肺高血圧症症例登録研究

佐藤徹 内科学（Ⅱ）
厚生労働省厚生労働
科学研究費補助金

300

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

佐藤徹 内科学（Ⅱ）
日本医療研究開発機構研
究費

難治性呼吸器疾患・肺高血圧症
に関する調査研究

佐藤徹 内科学（Ⅱ）
厚生労働省厚生労働
科学研究費補助金

100

100

超音波による慢性閉塞性肺疾患
の横隔膜機能評価

三倉直 内科学（Ⅰ）
日本学術振興会
科学研究費助成事業

重症肺高血圧症に対するエビデ
ンスを構築する新規戦略的研究

佐藤徹 内科学（Ⅱ）
日本医療研究開発機構研
究費

260

1,200

新薬開発に資するがんゲノム情
報の全国レベルでのデータベー
ス構築に関する研究

横山琢磨 内科学（Ⅰ）
国立がん研究センター
がん研究研究費

sSTは好中球性喘息の重要分子で
ある: バイオマーカーおよび治
療標的分子として

渡邊雅人 内科学（Ⅰ）
日本学術振興会
科学研究費助成事業

1,800

200

成人RSV感染症の重症化と血漿中
LL-37の関連性について

倉井大輔 内科学（Ⅰ）
日本学術振興会
科学研究費助成事業

気道ウイルス感染が喘息発作に
及ぼす影響に関する前向きコ
ホート研究

皿谷健 内科学（Ⅰ）
日本学術振興会
科学研究費助成事業

900

800

続発性肺胞蛋白症の調査、患者
支援

石井晴之 内科学（Ⅰ）
日本医療研究開発機構研
究費

遺伝子情報を用いた新規経口抗
凝固薬の出血性副作用予測マー
カーの同定

市川弥生子 内科学（Ⅰ）
日本学術振興会
科学研究費助成事業

1,200

200

西関東地区治験実施準備 石井晴之 内科学（Ⅰ）
日本医療研究開発機構研
究費

6,691

410要伸也 内科学（Ⅰ）
厚生労働省厚生労働
科学研究費補助金

要伸也 内科学（Ⅰ）

慢性腎臓病CKDの診療体制構築と
普及・啓発による医療の向上

要伸也 内科学（Ⅰ）

日本学術振興会
科学研究費助成事業

日本医療研究開発機構研
究費

800

研 究 者 氏
名

所  属  部  門 補助元又は委託元

滝澤始 内科学（Ⅰ）

要伸也 内科学（Ⅰ）

厚生労働省厚生労働
科学研究費補助金

厚生労働省厚生労働
科学研究費補助金

380

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

600

350

研 究 課 題 名

（様式第3）
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30

31

32

33

34

24

25

26

27

28

29

18

19

20

21

22

23

研 究 課 題 名
研 究 者 氏

名
所  属  部  門 補助元又は委託元

内科学（腫瘍科）
日本医療研究開発機構研
究費

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
ム化比較同時対象試験

古瀬純司 内科学（腫瘍科）
日本医療研究開発機構研
究費

胆道がんに対する治療法の確立
に関する研究

古瀬純司

内科学（腫瘍科）
日本医療研究開発機構研
究費

産学連携全国がんゲノムスク
リーニング（SCRUM-Japan）患者
レジストリを活用したHER2陽性
の切除不能または再発胆道癌に
対する医師主導治験

古瀬純司 内科学（腫瘍科）
日本医療研究開発機構研
究費

20,000

1,000

切除不能膵癌に対する標準治療
の確立に関する研究

古瀬純司

内科学（Ⅲ）
日本学術振興会
科学研究費助成事業

SLCO2A1トランスポーターの機能
解析

林田真理 内科学（Ⅲ）
日本学術振興会
科学研究費助成事業

1,100

1,700

膵β細胞外ストレスによるイン
スリン分泌能低下の新規分子機
構の解明

近藤琢磨

インスリン抵抗性状態における
乳酸シグナルの病態学的意義の
解明

保坂利男 内科学（Ⅲ）
日本学術振興会
科学研究費助成事業

800

1,000

糖尿病性骨代謝異常における分
子制御機構の解明とその治療戦
略の構築

高橋和人 内科学（Ⅲ）

細胞内エネルギー代謝からみた
腸管マクロファージ分化制御の
解明

久松理一 内科学（Ⅲ）
日本学術振興会
科学研究費助成事業

2,800

600

遺伝子操作マウスとPG質量分析
を用いた難治性小腸潰瘍症の病
態解明と治療法探索

久松理一

久松理一 内科学（Ⅲ）
厚生労働省厚生労働
科学研究費補助金

ベーチェット病に関する調査研
究

久松理一 内科学（Ⅲ）
厚生労働省厚生労働
科学研究費補助金

250

400

難治性炎症性腸管障害に関する
調査研究

非心臓手術周術期心房細動の短
期・長期予後への影響に関する
前向き調査

樋口聡 内科学（Ⅱ）
日本学術振興会
科学研究費助成事業

難病疾患肺動脈性肺高血圧症の
発症原因遺伝子の新規同定と機
能解析

百瀬裕一 内科学（Ⅱ）
日本学術振興会
科学研究費助成事業

1,000

1,800

左室収縮能保持性心不全の病態
解明と新規治療法開発に向けた
トランスレーショナル研究

松下健一 内科学（Ⅱ）
日本学術振興会
科学研究費助成事業

慢性血栓塞栓性肺高血圧症の集
学的な病態解明を目指した多施
設共同研究

伊波　巧 内科学（Ⅱ）
日本学術振興会
科学研究費助成事業

1,100

1,500

全国患者サンプルネットワーク
構築を通じた肺高血圧症の病態
解明と個別化医療の実現

佐藤徹 内科学（Ⅱ）
厚生労働省厚生労働
科学研究費補助金

370

5,000

800

内科学（Ⅲ）
日本学術振興会
科学研究費助成事業

日本学術振興会
科学研究費助成事業
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48

49

50

42

43

44

45

46

47

36

37

38

39

40

41

35

研 究 課 題 名
研 究 者 氏

名

フレイル高齢者のレジストリ研
究及び地域高齢者におけるフレ
イル予防プログラムの開発・検
証

神﨑恒一 高齢医学
国立長寿医療研究セン
ター
長寿医療研究開発費

高齢者における認知症や脳血管
障害の発症に脳小血管病が関与
する臨床的意義の解明

神﨑恒一 高齢医学
国立長寿医療研究セン
ター
長寿医療研究開発費

身体活動の促進が認知症予防に
対する効果についての検証

神﨑恒一 高齢医学
国立長寿医療研究セン
ター
長寿医療研究開発費

900

軽度認知障害者ならびに認知症
患者の情報登録に関する研究

神﨑恒一 高齢医学
日本医療研究開発機構研
究費

要介護高齢者、フレイル高齢
者、認知症高齢者に対する栄養
療法、運動療法、薬物療法に関
するガイドライン作成に向けた
調査研究

神﨑恒一 高齢医学
国立長寿医療研究セン
ター
長寿医療研究開発費

2,000

1,000

厚生労働省厚生労働
科学研究費補助金

地域要因に基づいた在宅医療・
介護連携推進に関する研究-汎用
性の高い在宅医療・介護連携推
進・ガイドラインの作成

神﨑恒一 高齢医学
厚生労働省厚生労働
科学研究費補助金

500

内科学（腫瘍科）
日本医療研究開発機構研
究費

認知症合併に対応した最適の治
療選択と安全性の向上を目指し
た支援プログラムの開発

長島文夫 内科学（腫瘍科）
日本医療研究開発機構研
究費

300

3,250

病理学的StageⅡ/Ⅲで”
vulnerable”な80歳以上の高齢
者胃癌に対する開始量を減量し
たS-1術後補助化学療法に関する
ランダム化比較第Ⅲ相試験

長島文夫

内科学（腫瘍科）
国立がん研究センター
がん研究研究費

超高齢者社会における治癒困難
な高齢切除不能進行再発大腸癌
患者に対する標準治療確立のた
めの研究

長島文夫 内科学（腫瘍科）
日本医療研究開発機構研
究費

8,500

1,300

成人固形がんに対する標準治療
確立のための基盤研究

古瀬純司

内科学（腫瘍科）
国立がん研究センター
がん研究研究費

がんゲノム情報を用いた全国レ
ベルでのprecision medicine体
制構築に関する研究

古瀬純司 内科学（腫瘍科）
国立がん研究センター
がん研究研究費

300

500

陽子線治療を用いた多施設臨床
試験実施体制確立に関する研究

古瀬純司

内科学（腫瘍科）
日本医療研究開発機構研
究費

切除不能・術後再発胆道癌に対
するFOLFIRINOX療法

古瀬純司 内科学（腫瘍科）
日本医療研究開発機構研
究費

900

1,300

産学連携全国がんゲノムスク
リーニング事業SCRUM-Japanで組
織した遺伝子スクリーニング基
盤を利用した、多施設多職種専
門家から構成されたExpert
Panelによる全国共通遺伝子解
析・診断システムの構築および
研修プログラムの開発

古瀬純司

所  属  部  門 補助元又は委託元

厚生労働省厚生労働
科学研究費補助金

750

3,757

高齢者のがん医療の質の向上に
資する簡便で効果的な意思決定
支援プログラムの開発に関する
研究

長島文夫 内科学（腫瘍科）

認知症地域包括ケア実現を目指
した地域社会創生のための研究

神﨑恒一 高齢医学

2,000

1,000
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66

67

60

61

62

63

64

65

54

55

56

57

58

59

51

52

53

微量検体からの肺癌コンパニオ
ン診断を可能にする基盤研究

田中良太 外科学
日本学術振興会
科学研究費助成事業

脳卒中の医療体制の整備のため
の研究

塩川芳昭 脳神経外科学
厚生労働省厚生労働
科学研究費補助金

150

1,600

病的血管新生に関わる新しい
VEGFシグナル下流分子であるT-
cell specific adaptorを標的と
した 未熟児網膜症の創薬研究

福原大介 小児科学 公益財団法人森永奉仕会

小腸腺癌に対する標準治療の確
立に関する研究

正木忠彦 外科学
日本医療研究開発機構研
究費

600

600

メタボロームとプロテオームの
融合解析による糸球体硬化の病
態解明と創薬化研究

楊國昌 小児科学
日本学術振興会
科学研究費助成事業

病的血管新生に関わる新しい
VEGFシグナル下流分子であるT-
cell specific adaptorを標的と
した 未熟児網膜症の創薬研究

福原大介 小児科学
公益財団法人川野小児医
学奨学財団

1,500

1,000

双極性障害と概日リズム睡眠障
害の関連と時間生物学的治療介
入の再発予防効果の検討

高江洲義和 精神神経科学
日本学術振興会
科学研究費助成事業

心理社会的ストレスが双極性障
害患者の概日リズムに与える影
響

高江洲　義和 精神神経科学
公益財団法人
精神・神経科学振興財団

500

780

うつ病性障害における包括的治
療ガイドラインの標準化および
普及に関する研究

渡邊衡一郎 精神神経科学
日本医療研究開発機構研
究費

精神神経科診療所における向精
神薬処方および患者のQOL･満足
度の実態調査

渡邊　衡一郎 精神神経科学
公益財団法人
日本精神神経科診療所協
会

1,099

3,300

最新の脳血管機能評価法の認知
症への応用

柴田茂樹 高齢医学
日本学術振興会
科学研究費助成事業

嚥下モダリティーと栄養免疫か
ら診る認知症診断の確立と肺炎
サスセプティビリティー

宮本孝英 高齢医学
日本学術振興会
科学研究費助成事業

1,300

600

高齢者の認知機能低下に対す
る、心機能への修飾を介した、
新規の予防法と治療法の開発

長谷川浩 高齢医学
国立長寿医療研究セン
ター
長寿医療研究開発費

動的・静的脳画像、心拍変動を
用いた新たな軽度認知機能低下
高齢者の安全運転支援開発

長谷川浩 高齢医学
日本学術振興会
科学研究費助成事業

700

800

高齢者の誤嚥性肺炎の予防・早
期発見のための研究

海老原孝枝 高齢医学
日本医療研究開発機構研
究費

レビー小体関連変性疾患の呼吸
感覚モダリティー解明と、誤嚥
性肺炎発症の連関

海老原孝枝 高齢医学
日本学術振興会
科学研究費助成事業

500

認知症高齢者の終末期の病態解
明とアプローチ法の確立

神﨑　恒一 高齢医学
公益財団法人
三井住友海上福祉財団

研 究 課 題 名
研 究 者 氏

名
所  属  部  門 補助元又は委託元

2,000

7,396
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78

79

80

81

82

83

72

73

74

75

76

77

68

69

70

71

日本学術振興会
科学研究費助成事業

2,400

皮膚科学
日本医療研究開発機構研
究費

重症多形滲出性紅斑に関する調
査研究

大山学 皮膚科学
厚生労働省厚生労働
科学研究費補助金

950
新規分子標的薬による皮膚障害
の調査および重症化予防の研究

大山学

1,000

脳神経外科学
日本学術振興会
科学研究費助成事業

高悪性度骨軟部腫瘍に対する標
準治療確立のための研究

森井健司 整形外科学
日本医療研究開発機構研
究費

200

1,100
グリオーマ血清/髄液中DNA高感
度解析によるliquid biopsyの確
立

齋藤邦昭

脳神経外科学
日本学術振興会
科学研究費助成事業

神経膠腫およびその幹細胞の新
規メチル化マーカーの確立と個
別化療法への応用

小林啓一 脳神経外科学
日本学術振興会
科学研究費助成事業

900

1,100
脳内構造を疑似透視するプロ
ジェクションマッピングの脳手
術への応用

丸山啓介

脳神経外科学
日本医療研究開発機構研
究費

中枢神経系悪性リンパ腫に特異
的な遺伝子異常の機能解析と新
規分子標的治療の開発

永根基雄 脳神経外科学
日本学術振興会
科学研究費助成事業

3,200

650
TERTを標的とした再発膠芽腫に
対するエリブリンの医師主導治
験

永根基雄

脳神経外科学
日本医療研究開発機構研
究費

脳腫瘍検体・臨床データ収集と
遺伝子異常の解析

永根基雄 脳神経外科学
日本医療研究開発機構研
究費

520

20,000
再発膠芽腫に対するテモゾロミ
ド用量強化法を用いた標準治療
確立に関する研究

永根基雄

脳神経外科学
国立長寿医療研究セン
ター
長寿医療研究開発費

髄液由来腫瘍核酸解析による中
枢神経系悪性リンパ腫に対する
非侵襲的新規診断法の開発

塩川芳昭 脳神経外科学
日本学術振興会
科学研究費助成事業

1,400

900
高齢者における認知症や脳血管
障害の発症に脳小血管病が関与
する臨床的意義の解明

塩川芳昭

日本医療研究開発機構研
究費

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

塩川芳昭 脳神経外科学
日本医療研究開発機構研
究費

416

研 究 課 題 名
研 究 者 氏

名
所  属  部  門 補助元又は委託元

日本医療研究開発機構研
究費

ヒトiPS細胞を用いて再現した胎
生期皮膚の発生誘導による付属
器再生の試み

大山学 皮膚科学

発症時刻不明の急性期脳梗塞に
対する適正な血栓溶解療法の推
進を目指す研究

塩川芳昭 脳神経外科学

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

塩川芳昭 脳神経外科学

150

390
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102

103

96

97

98

99

100

101

90

91

92

93

94

95

84

85

86

87

88

89

難治性再発性喉頭乳頭腫症に対
する標準的な診療体制の確立

横井秀格 耳鼻咽喉科学
日本学術振興会
科学研究費助成事業

オプトジェネティクスによる蝸
牛血管条機能の操作と聴覚平衡
覚変化

増田正嗣 耳鼻咽喉科学
日本学術振興会
科学研究費助成事業

1,200

800

嚥下障害に対する包括的嚥下障
害基礎訓練法の提唱と有効性の
検討

唐帆健浩 耳鼻咽喉科学
日本医療研究開発機構研
究費

嚥下内視鏡と高解像度嚥下圧検
査を組み合わせた新しい嚥下機
能検査方法の開発

唐帆健浩 耳鼻咽喉科学
日本学術振興会
科学研究費助成事業

260

1,300

microRNAを用いた自己免疫性ぶ
どう膜炎の炎症制御と神経保護
作用

渡邊交世 眼科学
日本学術振興会
科学研究費助成事業

難治性再発性喉頭乳頭腫症に対
する標準的な診療体制の確立

齋藤康一郎 耳鼻咽喉科学
日本学術振興会
科学研究費助成事業

2,000

1,100

眼炎症疾患に対するNF-κB 分子
特異的眼局所療法の開発

岡田 アナベ
ル

あやめ
眼科学

日本学術振興会
科学研究費助成事業

酸化ストレス関連分子Nrf2を介
した自己免疫性ぶどう膜炎の制
御

慶野博 眼科学
日本学術振興会
科学研究費助成事業

800

1,800

成人眼科検診の有用性、実施可
能性に関する研究

山田昌和 眼科学
厚生労働省厚生労働
科学研究費補助金

角膜難病の標準的診断法および
治療法の確立を目指した調査研
究

山田昌和 眼科学
厚生労働省厚生労働
科学研究費補助金

9,880

600

Brilliant Blue G250による水晶
体前嚢可視化検討　第3相多施設
共同医師主導治験

平形明人 眼科学
日本医療研究開発機構研
究費

視神経篩状板異常に起因する網
膜分離・剥離の病態解明

平形明人 眼科学
日本学術振興会
科学研究費助成事業

2,000

1,900

形成外科学
日本学術振興会
科学研究費助成事業

前立腺癌患者における循環血中
癌細胞の特性解析と癌転移動態
の分析

桶川隆嗣 泌尿器科学
日本学術振興会
科学研究費助成事業

クロストリジウムヒストリチク
ム菌由来コラゲナーゼの瘢痕治
療への応用

松永洋明

形成外科学
日本学術振興会
科学研究費助成事業

神経線維腫症から迫るscarless
wound healingの機序

倉地彩奈 形成外科学
日本学術振興会
科学研究費助成事業

1,700
血管奇形由来内皮細胞の効率的
培養法の確立およびその病態解
析

関山琢也

日本学術振興会
科学研究費助成事業

VEGFに着目した血管奇形の病態
解明と分子標的療法の開発

佐藤大介 形成外科学
日本学術振興会
科学研究費助成事業

1,600

生体電気インピーダンスを用い
た血行動態モニタリングの臨床
応用

白石知大

創傷治癒過程における免疫系細
胞の役割についての包括的研
究：「創傷免疫学」の確立

菅浩隆 形成外科学
日本学術振興会
科学研究費助成事業
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日本医療研究開発機構研
究費

眼科学

1,100

1,100

1,000

2,875
多施設研究に向けた標準化（術
式の標準化（眼部））、患者リ
クルート

平形明人

形成外科学

1,600

1,300
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脳卒中医学
日本学術振興会
科学研究費助成事業

側副血行の発達が決める、脳虚
血ペナンブラの運命

河野浩之 脳卒中医学
日本学術振興会
科学研究費助成事業

1,000

1,500

脳梗塞急性期血行再建の簡易灌
流評価スコアの開発

平野照之

脳卒中医学
日本医療研究開発機構研
究費

脳卒中研究者新ネットワークを
活用した脳・心血管疾患におけ
る抗血栓療法の実態と安全性の
解明

平野照之 脳卒中医学
日本医療研究開発機構研
究費

800

200

CADASIL患者データベースの構築
と臨床症状の解析

平野照之

総合医療学
日本学術振興会
科学研究費助成事業

社会構造の変化を反映し医療・
介護分野の施策立案に効果的に
活用し得る国際統計分類の開発
に関する研究

山田深
リハビリテーショ

ン
医学

厚生労働省厚生労働
科学研究費補助金

1,600

1,000

最新の３次元心エコーと経頭蓋
エコーを用いた非心原性失神の
再発予測法の開発

植地貴弘

蛋白質立体構造解析と分子動力
学に基づくEGFR分子標的薬の効
果予測と創薬

大西宏明 臨床検査医学
日本学術振興会
科学研究費助成事業

結腸直腸癌における高酸素・高
圧酸素併用化学療法の有効性に
ついて

小林敬明 総合医療学
日本学術振興会
科学研究費助成事業

重症病態における内皮細胞機能
変化の時間空間的イメージング
手法による病態生理の解明

鵜澤康二 麻酔科学
日本学術振興会
科学研究費助成事業

微小循環生理学による肥満パラ
ドックスの病態解明への挑戦

満田真吾 麻酔科学
日本学術振興会
科学研究費助成事業

高機能シミュレーターを用いた
酸素療法の評価

森山潔 麻酔科学
日本学術振興会
科学研究費助成事業

敗血症の新たな治療薬の開発；
骨格筋におけるタンパク質の
ファルネシル化に着眼して

中澤春政 麻酔科学
日本学術振興会
科学研究費助成事業

400

2,200

中心静脈カテーテル関連血流感
染症撲滅のためのケアバンドル
予防策徹底とその教育

萬知子 麻酔科学
日本学術振興会
科学研究費助成事業

超音波ガイド下穿刺のチーム医
療への展開とトレーニングプロ
グラムの開発

徳嶺譲芳 麻酔科学
日本医療研究開発機構研
究費

900

650

PETを用いた変時性不全における
心臓交感神経β受容体密度に関
する研究

町田治彦 放射線医学
日本学術振興会
科学研究費助成事業

疾患モデルマウスを用いた常位
胎盤早期剥離に対する革新的治
療法の開発

長島隆 産科婦人科学
日本学術振興会
科学研究費助成事業

母体インスリン抵抗性に着目し
た胎盤発育機序の解明

田中啓 産科婦人科学
日本学術振興会
科学研究費助成事業

1,000

1,900

研 究 課 題 名
研 究 者 氏

名
所  属  部  門 補助元又は委託元

200

　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。
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1,300
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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
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他
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他
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Rapid diffuse pleural
thickening due to
metastatic meningioma.

Clinical significance
of respiratory virus
detection in patients
with acute
exacerbation of
interstitial lung

Respirol Case Rep.
2018 Feb
28;6(4):e00313.

Respir Med. 2018
Mar;136:88-92.

呼吸器内科

呼吸器内科

Clinical
characterization of 52
patients with
immunoglobulin G4-
related disease in a
single tertiary center
in Japan: Special
reference to lung
disease in thoracic
high-resolution

Critical pitfall:
another cause of
wheezing.

Memory of World War II
with loud atypical
friction rub due to
pulmonary asbestosis.

The Correlation
between Chest X-ray
Scores and the
Clinical Findings in
Children and Adults
with Mycoplasma
pneumoniae Pneumonia.

Massive
Neurosarcoidosis.

A case of pneumatosis
cystoides
intestinalis.

Mycoplasma pneumoniae
infection: Basics.

Paraneoplastic
Syndrome: What should
Pulmonologists know?.

Respir Med. 2017
Nov;132:62-67.

BMJ Case Rep. 2017
Nov 8;2017. pii:
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BMJ Case Rep. 2017
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2849.

Intern Med. 2017
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J Gen Fam Med.
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2017.
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2017.
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4(2):e6-e8, 2017.
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循環器内科
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The molecular
epidemiology of
respiratory viruses
associated with asthma
attacks: A single-
center observational
study in Japan.

Asthma phenotypes: An
important step for
tailor-made therapy.

Minimally invasive
percutaneous
transluminal renal
artery stenting.

Epicardial access and
ventricular
tachycardia ablation
in a postmyocarditis
patient using a
nonfluoroscopic
catheter visualization
system.

Elongated ascending
aorta predicts a short
distance between his-
bundle potential
recording site and
coronary sinus ostium.

Unusual fracture in a
Durata lead with shock
coil fragmentation and
cable externalization.

Performance of
Leadless Pacemaker in
Japanese Patients vs.
Rest of the World�-
Results From a Global
Clinical Trial.

Mesenchymal stem cells
in obesity: insights
for translational
applications.

Angioscopic and
optical coherence
tomographic evaluation
of neointimal
coverage: 9 months
after expandable
polyterafluoroethylene
covered stent
implantation.

雑誌名・
出版年月等

Medicine
(Baltimore).
96(42):8204, 2017.

J Gen Fam Med.
18(5):315-316,
2017.

Int J Cardiol.
2018 Feb 1;252:52-
56.

HeartRhythm Case
Rep. 2017 Jun
29;3(9):411-414.

J Arrhythm. 2017
Aug;33(4):318-323.

HeartRhythm Case
Rep. 2017 May
26;3(7):327-331.

Circ J. 2017 Oct
25;81(11):1589-
1595

Lab Invest. 2017
Oct;97(10):1158-
1166.

Heart Vessels.
2017
Jun;32(6):777-779.

循環器内科

循環器内科

循環器内科

循環器内科
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induced
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Depressive Status in
Patients With Chronic
Thromboembolic
Pulmonary
Hypertension.

Sorafenib as a
potential strategy for
refractory pulmonary
arterial hypertension.

Linked color imaging
identified ulcerative
colitis-associated
colorectal cancer: A
case report.

A Caucasian American
patient with celiac
disease diagnosed in
Japan and successfully
treated with a gluten-
free diet.

Treatment and
outcomes: medical and
surgical treatment for
intestinal Behçet's
disease

Novel Mechanisms
Modulating Palmitate-
Induced Inflammatory
Factors in
Hypertrophied 3T3-L1
Adipocytes by AMPK.

Ultrasound-guided
identification of the
cricothyroid membrane
in a patient with a
difficult airway: a
case report.

Postmarketing
surveillance study of
erlotinib plus
gemcitabine for
pancreatic cancer in
Japan: POLARIS final
analysis.
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pseudolithiasis in
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with retinal and
intracranial
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like 1 epigenetically
regulates nephrin gene
expression.
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USP40 gene knockdown
disrupts glomerular
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report.
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with gastrointestinal
stromal tumor with
ulceration.
Effect of Reprimo
Down-regulation on
Malignant
Transformation of
Intraductal Papillary
Mucinous Neoplasm
The cytomorphological
characteristics of
non-small cell lung
cancer are associated
with its radiological
features.

Jpn J Clin Oncol
2017;47(9):832-
839.

Geriatr Gerontol
Int. 2018
Mar;18(3):507-509.

Journal of
Clinical and
Medical Case
Studies :20-
21,2017.

Am J Physiol Renal
Physiol. 2017 Jun
1;312(6):F1184-
F1199.

雑誌名・
出版年月等

Am J Physiol Renal
Physiol. 2017 Apr
1;312(4):F702-
F715.

Surg Case Rep.
2018 Mar
27;4(1):26.

Dis Colon Rectum.
2018 Jan;61(1):51-
57.

Asian J Endosc
Surg. 2017
Nov;10(4):388-393.

Pancreas
47(3):291-295,
2018.

J Cytol Histol
8:482, 2017.

腫瘍内科

高齢診療科

小児科

小児科

筆頭著者の
特定機能病院における所属

小児科

消化器一般外科

消化器一般外科

消化器一般外科

消化器一般外科

呼吸器・甲状腺外科
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original
article
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original
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43
original
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original
article
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original
article

46 letter

47 others

48 case report 小計9件

Abe Y,
Maruyama
K, Yokoya
S　他

Hirano T,
Kaneko H,
Mishina S
他

Kubota H,
Endo H,
Ishii H.

Ishii H,
Endo H,
Tsuchiya H
他

Ishii H,
Endo H,
Kubota H.

Imoto S,
Yamauchi
C, Komoike
Y　他

Tarui T,
Yamaguchi
Y, Suzuki
K　他

Yoshida H,
Higashihar
a E,
Maruyama K
他

Lee J,
Shishido-
Hara Y,
Suzuki K
他

発表者氏名

Trends in axillary
treatment for breast
cancer patients
undergoing sentinel
lymph node biopsy as
determined by a
questionnaire from the
Japanese Breast Cancer
Society.Early evaluation of
severity in patients
with severe sepsis: a
comparison with
"septic shock" -
subgroup analysis of
the Japanese
Association for Acute
Medicine Sepsis
Registry (JAAM-SR).
Relationship between
intracranial aneurysms
and the severity of
autosomal dominant
polycystic kidney
disease.

Prognostic factors for
primary central
nervous system
lymphomas treated with
high-dose
methotrexate-based
chemo-radiotherapy.

題名

Outcomes of chronic
subdural hematoma with
preexisting
comorbidities causing
disturbed
consciousness.

Suboptimal
Anticoagulant
Management in Japanese
Patients with
Nonvalvular Atrial
Fibrillation Receiving
Warfarin for Stroke

Reply.

Enhanced hemostasis
with a sealant
consisting of Hydrofit
and Surgicel.

Brain infarction
associate with a
mobile thrombus in the
aortic arch at the
previous site of the
ductus arteriosus.

Breast Cancer.
2017
May;24(3):427-432.

Acute Med Surg.
2017 Jul
27;4(4):426-431.

Acta Neurochir
(Wien). 2017
Dec;159(12):2325-
2330.

Jpn J Clin Oncol.
2017 Oct
1;47(10):925-934.

雑誌名・
出版年月等

J Neurosurg. 2017
Apr;126(4):1042-
1046.

J Stroke
Cerebrovasc Dis.
2017
Oct;26(10):2102-
2110.

Ann Thorac Surg.
2018
Jan;105(1):334-335

J Card Surg. 2017
Sep;32(9):576-578.

J Thorac
Cardiovasc Surg.
2017
Jul;154(1):e1-e3.

乳腺外科

救急科

脳神経外科

脳神経外科

筆頭著者の
特定機能病院における所属

脳神経外科

脳卒中科

心臓血管外科

心臓血管外科

心臓血管外科
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発表者氏名
筆頭著者の

特定機能病院における所属
題名

Tsuchiya
H, Endo H,
Ishii H
他

Morii T,
Kishino T,
Shimamori
N　他

Morii T,
Kishino T,
Shimamori
N　他

Morii T,
Kishino T,
Shimamori
N　他

Yoshiyama
A, Morii
T, Susa M
他

Narita YM,
Horie C,
Hirahara K
他

Kurata M,
Shiohara
T.

Kubota H,
Endo H,
Ishii H
他

Patency of Saphenous
Vein Grafts Using the
PAS-Port System During
Coronary Artery Bypass
Surgery.

Creating A Conduction
Block On Beating
Atrial Free Wall
Epicardially Using An
Infrared Coagulator

Preoperative
Ultrasonographic
Evaluation for
Malignancy of Soft-
Tissue Sarcoma: A
Retrospective Study.

Preoperative
evaluation of
intraoperative blood
loss during malignant
soft tissue tumor
resection by

Differential diagnosis
between benign and
malignant soft tissue
tumors utilizing
ultrasound parameters.

Preoperative
evaluation of renal
cell carcinoma
patients with bone
metastases on risks
for blood loss,
performance status and
lethal event.
Bullous pemphigoid
complicated by
cytomegalovirus
disease as a
manifestation of
immune reconstitution
inflammatory syndrome:
retrospective analyses
of our institutional
cases and literature

Herpes simplex virus
reactivation: is it
common or rare in
drug-induced
hypersensitivity
syndrome/drug reaction
with eosinophilia and
systemic symptoms?

Ann Thorac Surg.
2017
Aug;104(2):560-567

The American
College of
Cardiology.Volume
3, Issue 10
Supplement.
October 2017

Open Orthop J.
2018 Mar 16;12:75-
83.

雑誌名・
出版年月等

J Orthop Sci. 2018
Mar;23(2):403-407.

J Med Ultrason
(2001). 2018
Jan;45(1):113-119.

J Orthop Sci. 2017
Sep;22(5):924-930

Int J Dermatol.
2018Feb;57(2):202-
208.

Eur J Dermatol.
2017 Dec
1;27(6):658-659

心臓血管外科

心臓血管外科

整形外科

整形外科

整形外科

整形外科

皮膚科

皮膚科



番
号

論文種別

57 letter

58 others

59 case report

60
original
article

61 letter

62 letter

63
original
article

64 case report

65
original
article

66
original
article
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発表者氏名
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特定機能病院における所属
題名

雑誌名・
出版年月等

Suga H,
Ozaki M,
Narita K
他

Fukuyama
M, Sato Y,
Yamazaki Y
他

Shimoda Y,
Sato Y,
Hayashida
Y　他

Okazaki A,
Fukuda T,
Yamazaki Y
他

Ushigome
Y,
Yamazaki
Y,
Shiohara
T.

Suga H,
Shiraishi
T, Tsuji N
他

Fujiki M,
Ozaki M,
Kai A　他

Harii K,
Kawashima
M,
Furuyama N
他

Kato M,
Nitta K,
Kano Y,
Yamada M
他

Shiohara
T, Kano Y,
Hirahara K
他

Case of phenylephrine
hydrochloride-induced
periorbital contact
dermatitis with
fulminant
keratoconjunctivitis
causing pseudomembrane
formation.
Prediction and
management of drug
reaction with
eosinophilia and
systemic symptoms
(DRESS).
Immunohistochemical
dissection of cystic
panfolliculoma
focusing on the
expression of multiple
hair follicle lineage
markers with an
insight into the
pathogenesis.
Lichen amyloidosus as
a sweat gland/duct-
related disorder:
resolution associated
with restoration of
sweating disturbance.
Pretreatment with
topical
glucocorticosteroids
to enhance the
antitumour efficacy of
imiquimod: long-term
follow-up in Bowen
disease.
IgA vasculitis with
severe
gastrointestinal
symptoms may be an
unusual manifestation
of varicella zoster

Risk Factors for
Complications in
Expander-Based Breast
Reconstruction:
Multivariate Analysis
in Asian Patients.

Successful Second
Microsurgical
Replantation for
Amputated Penis.

OnabotulinumtoxinA
(Botox) in the
Treatment of Crow's
Feet Lines in Japanese
Subjects.

Preoperative asymmetry
is a risk factor for
reoperation in
involutional
blepharoptosis.

J Dermatol. 2018
Feb;45(2):e27-e28.

Expert Opin Drug
Metab Toxicol.
2017
Jul;13(7):701-704.

J Cutan Pathol.
2017Oct;44(10):861
-866.

Br J Dermatol.
2017
May;176(5):1308-
1315

Br J Dermatol.
2017
Apr;176(4):1079-
1082

Br J Dermatol.
2017
Apr;176(4):1103-
1105

Plast Reconstr
Surg Glob Open.
2017 Nov
20;5(11):e1563.

Plast Reconstr
Surg Glob Open.
2017 Sep
22;5(9):e1512

Aesthetic Plast
Surg. 2017
Oct;41(5):1186-
1197.

J Plast Reconstr
Aesthet Surg. 2017
May;70(5):686-691.

皮膚科

皮膚科

皮膚科

皮膚科

形成外科

皮膚科

皮膚科

形成外科

形成外科

形成外科
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Ando Y,
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Satoh T,
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Keino H,
Watanabe
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他

Okegawa T,
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S　他

Kita Y,
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Inoue M,
Koto T,
Hirota K
他

Sano M,
Inoue M,
Itoh Y　他

発表者氏名 題名

Implantation of
Thickened Artificial
Bone for Reduction of
Dead Space and
Prevention of
Infection Between
Implant and Dura in
Secondary
Reconstruction of the
Efficient isolation
and culture of
endothelial cells from
venous malformation
using the Rho-
associated protein
kinase inhibitor
Y27632.
Intratumor
Heterogeneity in
Primary Kidney Cancer
Revealed by Metabolic
Profiling of Multiple
Spatially Separated
Samples within Tumors.

Changes in the size of
the foveal avascular
zone after vitrectomy
with internal limiting
membrane peeling for a
macular hole.

Ultra-widefield fundus
imaging in gas-filled
eyes after vitrectomy.

DURATION OF PRONE
POSITIONING AFTER
MACULAR HOLE SURGERY
DETERMINED BY SWEPT-
SOURCE OPTICAL
COHERENCE TOMOGRAPHY.

Vitrectomy and scleral
imbrication in
patients with myopic
traction maculopathy
and macular hole
retinal detachment.

Clinical features of
uveitis in children
and adolescents at a
tertiary referral
centre in Tokyo.

雑誌名・
出版年月等

J Craniofac Surg.
2017
Jun;28(4):888-891

J Plast Surg Hand
Surg. 2018
Feb;52(1):60-66

EBioMedicine. 2017
May;19:31-38.

Jpn J Ophthalmol.
2017
Nov;61(6):465-471.

BMC Ophthalmol.
2017 Jul
3;17(1):114.

Retina. 2017
Aug;37(8):1483-
1491.

Graefes Arch Clin
Exp Ophthalmol.
2017
Apr;255(4):673-
680.

Br J Ophthalmol.
2017
Apr;101(4):406-
410.

形成外科

形成外科

泌尿器科

筆頭著者の
特定機能病院における所属

眼科

眼科

眼科

眼科

眼科
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Osanai K,
Kobayashi
Y, Otsu M
他

Tanaka K,
Muraoka Y,
Toda Y　他

Tanaka K,
Kobayashi
Y,
Sugiyama J
他

Kobayashi
Y, Osanai
K, Tanaka
K　他

発表者氏名

Tanaka K,
Yamada K,
Matsushima
M　他

Furukawa
S,
Miyakawa
K, Shibata
J　他

Matsumoto
H,
Kobayashi
Y, Dozono
K　他

Tanaka K,
Yamada K,
Matsushima
M　他

題名

Increased maternal
insulin resistance
promotes placental
growth and decreases
placental efficiency
in pregnancies with
obesity and
gestational diabetes
mellitus.

Women with Subclinical
Hypothyroidism Are at
Low Risk of Poor
Pregnancy Outcome in
Japan.

Utility of the maximum
standardized uptake
value on positron
emission tomography
for predicting
therapeutic effect in
recurrent
gynecological
malignancies: A
Prediction of
spontaneous preterm
delivery in
asymptomatic twin
pregnancies using
cervical length and
granulocyte elastase.

Ramelteon, a selective
MT1/MT2 receptor
agonist, suppresses
the proliferation and
invasiveness of
endometrial cancer
cells.

Finegoldia magna
myometritis with
uterine necrosis after
uterine artery
embolisation.

Histologic grade and
peritoneal cytology as
prognostic factors in
type 1 endometrial
cancer.

Endometriotic cyst
fluid induces reactive
oxygen species (ROS)
in human immortalized
epithelial cells
derived from ovarian
endometrioma.

雑誌名・
出版年月等

J Obstet Gynaecol
Res. 2018
Jan;44(1):74-80.

Tohoku J Exp Med.
2017
Jul;242(3):167-
172.

J Obstet Gynaecol
Res. 2017
Aug;43(8):1335-
1341.

Taiwan J Obstet
Gynecol. 2017
Apr;56(2):188-191.

Hum Cell. 2017
Jul;30(3):209-215.

J Obstet Gynaecol.
2017
Jul;37(5):688-689.

Int J Clin Oncol.
2017
Jun;22(3):533-540

Redox Rep. 2017
Nov;22(6):361-366.
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産科婦人科

産科婦人科
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筆頭著者の
特定機能病院における所属
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産科婦人科
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(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

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

　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。

　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。

発表者氏名
筆頭著者の

特定機能病院における所属
題名

雑誌名・
出版年月等

　当該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）

発表者氏名

Mitsuda S,
Motoyasu
A,
Tokumine J
他

Sakamoto
D, Satoh
N, Ohnishi
H　他

Watanabe
K, Mitsuda
S,
Motoyasu A
他

Moriyama
K, Mitsuda
M, Kurita
M　他

Ohara A,
Toyoda K,
Matsuda M
他

放射線科

麻酔科

麻酔科

麻酔科

臨床検査部

題名

Evaluation of
Peritonsillar Abscess
Using Reconstructed
Enhanced CT Images:
Difference in
Characteristics of
Upper Portion Type and
Lower Portion Type.
Iatrogenic carpal
tunnel syndrome
induced by wrist
extension for
placement of an
indwelling radial
artery catheter: a
case report.
When can we give
general anesthesia to
an infant with
anticipated difficult
airway management
caused by facial
vascular malformation?

Atypical Venous Valve
of the Internal
Jugular Vein.

Simultaneous
Occurrence of Double-
Hit Lymphoma and Acute
Myeloid Leukemia in
Bone Marrow.

Japanese Journal
of Diagnostic
Imaging. 35 : 109-
117, 2017.

JA Clin Rep.
2017;3(1):51.

雑誌名・
出版年月等

JA Clin Rep.
2017;3(1):12.

J Cardiothorac
Vasc Anesth. 2018
Feb;32(1):e30-e31.

J Blood Lymph 7:
188, 2017.

筆頭著者の
特定機能病院における所属



(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 

目的及び基本方針と適用範囲、申請方法、研究者の責務、研究計画書等の作成に関する手続、イ

ンフォームド・コンセントを受ける手続、個人情報等の保護に関する安全管理、研究等における

重篤な有害事象及び不具合等への対応、利益相反の管理、研究に係る試料及び情報等の保管、モ

ニタリング・監査の実施、教育・研修、迅速審査、不適合に関する報告、等 

③ 倫理審査委員会の開催状況 年12回 

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

「有」に○印を付けること。 

 2  前年度の実績を記載すること。 

 

 

(2)利益相反を管理するための措置 

① 利益相反を審査し、適当な管理措置について検討するための委

員会の設置状況 

有・無 

② 利益相反の管理に関する規定の整備状況 有・無 

・ 規定の主な内容 

  別紙①-1、①-2参照 

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2回（別紙②参照） 

 

(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 

 ・研修の主な内容 

  別紙③参照 

(注）前年度の実績を記載すること。 



別紙①-1 

 

平成 29年度 利益相反委員会開催日一覧 

 

 

第 1回利益相反委員会（平成 29年 10月 3日（火））16：00～16：30 

第 2回利益相反委員会（平成 30年 3月 23日（金））16：00～17：00 

 



1 

杏林大学医学部利益相反に関する指針 

 

制定 平成 21年 3月 18日 

改正 平成 27年 1月 19日 

 

第 1条（目的）  

杏林大学医学部利益相反に関する指針（以下「本指針」と略す）は、杏林大学医 

学部（以下「医学部」とする）における研究の公明性、信頼性、透明性を確保し、 

医学部に所属する教職員等（以下「教職員等」とする）が安心して産官学連携活 

動に取り組めるよう、利益相反状態を適切に管理することを目的とする。 

 

第 2条（定義）  

本指針の対象となる「利益相反(Conflict of Interest : COI)」とは、外部との 

経済的な利益関係等によって、研究で必要とされる公正かつ適正な判断が損なわ 

れる事態または、損なわれるのではないかと第三者から懸念を表明されかねない 

事態を指す。 

 

第 3条（対象者）  

本指針は産官学連携活動に携わる次の教職員等を対象者とする。 

1 常勤・非常勤を問わず、医学部に所属する教職員 

2 医学部から一定の身分を付与されている者 

3 医学部の大学院生、学生で産官学連携活動に参加することが明記されている者 

 

第 4条（対象範囲）  

教職員等のうち以下に掲げる基準に該当する者を対象範囲とする。 

1 兼業活動を行っている場合 

2 医学部外の団体等から報酬、株式等何らかの経済的利益を得ている場合 

3 医学部外の団体等へ教職員が自らの発明等を移転し、あるいは使用許諾する場合 

4 医学部外の団体等から寄付金、設備・備品の供与を受けている場合、あるいはそ 

れに相当する供与を受けている場合 

対象者は自身における上記の 1〜4の項目で、別に定める基準を超える場合には利 

益相反の状況を所定の様式に従い、自己申告により開示する義務を負うものとする。 

また対象者は、その配偶者、一親等以内の親族においても、上記 1〜4の項目で、 

別に定める基準を超える場合には、それを申告により開示する義務を負うものとす 

る。その申告された内容については申告者本人が責任を負うものとする。 

 

第 5条（医学部利益相反委員会の設置）  

この指針の円滑な実施を図るため、医学部に利益相反に関する審査及び検討を行う

委員会（以下「委員会」）を置く。 

Takashi Hashizume
タイプライタ
別紙①-2
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第 6条（業務）  

委員会の扱う具体的な業務は以下のものとする。 

1 利益相反に関する指針の策定及び改廃 

2 利益相反の管理に関する規則の策定及び改廃 

3 教職員等に対する本指針の周知徹底 

4 教職員等の利益相反状況の調査 

5 利益相反の審査、判定、通知 

6 その他、利益相反に関する重要事項の検討 

 

第 7条（構成）  

委員会は次の者をもって構成する。 

1 委員長 

2 委員 （4名以上 8名以内） 

委員会の構成員には医学部に所属する教職員のうち、基礎医学を専門とする者なら 

びに臨床医学を専門とする者のそれぞれから各 1名以上を含む。委員会の構成員に 

は医学部外の学識経験者を含める。 

委員長は医学部長が指名し、委員は委員長が指名する。 

委員長ならびに委員の任期は 2年とし、再任を妨げない。 

 

第 8条（議事）  

委員会の議事は以下の通り行うものとする。 

1 委員会の開催は委員長が招集し、委員の過半数の出席を要する。 

2 委員会の議決には出席者の過半数の賛同を要する。 

3 委員ならびに委員長が当該利益相反の当事者である場合は、委員会の議事業務に 

参加出来ない。委員長が当事者の場合には、協議のうえ委員が委員長を代行する。 

4 委員会では自己申告書に基づき、利益相反状況の審査を行う。 

5 委員会では必要に応じて申請者を委員会に同席させ、利益相反状況を説明させる 

ことが出来る。 

6 審査の経緯、判断は記録として 3年間保存し、必要と認めた場合には医学部長ま 

で報告することが出来る。 

 

第 9条（活動報告）  

委員会は利益相反の管理状況の要旨について医学部教授会に定期的に報告する。 

 

第 10条（自己申告） 

委員会は本学倫理委員会（以下「倫理委員会」という）の承認を受けて定めた自

己申告書の様式に基づき、教職員に対し、定期的または臨時に自己申告書の提出

を求める。教職員等が特に自らの利益相反状況に関する審査を希望する場合には、
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所定の自己申告書を提出し委員会で審査することが出来る。 

 

第 11条（本指針違反に対する審議） 

委員会は必要に応じて、本指針に違反する行為に対し審議する権限を有する。審議 

の結果、遵守不履行に該当すると判定した場合には、次の措置をとることが出来る。 

1 機関の長（医学部長）に文書をもって報告する。 

2 委員会はその判定の過程において、必要に応じて委員会以外の者から参考意見を 

徴することが出来る。 

 

第 12条（本指針違反の通知）  

委員会における審議の結果、本指針に違反あるいはその遵守不履行と判定された場 

合には、委員会はその判定経過と適切な対応策を当事者に速やかに通知し、その是 

正を勧告しなければならない。通知を受けた当事者は速やかにその勧告に従い是正 

しなければならない。 

 

第 13条（不服の申立）  

前条の定めにより通知を受けた当事者が、通知内容に不服がある場合には委員会に 

申立をすることが出来る。委員会は申立てに基づき再度審査をし、その結果を当事 

者に通知する。 

 

第 14条（個人情報の保護）  

教職員等から提出された自己申告書等により集められた情報は、原則として委員会 

が保管し、委員会が公開を必要と認めた場合を除いてはこれを公開しない。公開を 

必要と認めた場合以外は、委員長、委員、事務担当者はこの情報について守秘義務 

を負う。この守秘義務は当該職を辞した後も同様に負うものとする。 

 

第 15条（委員会の事務）  

委員会の事務は医学部事務において行うものとする。 

 

第 16条（指針の改廃）  

本指針の策定及び改廃は、委員会の審議を経て、医学部長が決定し医学部教授会に 

報告する。 

 

附則（平成 21年 3月 18日） 

この指針は、平成 21年 3月 18日から施行する。 

 

附則（平成 27年 1月 19日） 

この指針は、平成 27年 1月 19日から施行する。 

 



別紙② 

 

平成 29年度 倫理委員会開催日一覧 

 

第 203回 ：平成 29年 4月 17日（月）13：00から 13：40 

第 204回 ：平成 29年 5月 15日（月）12：55から 13：20 

第 205回 ：平成 29年 6月 19日（月）13：00から 13：55 

第 206回 ：平成 29年 7月 24日（月）13：00から 15：05 

臨  時 ：平成 29年  8月 28日（月）15：00から 16：10 

第 207回 ：平成 29年 9月 11日（月）12：50から 14：10 

第 208回 ：平成 29年 10月 16日（月）13：00から 14：35 

第 209回 ：平成 29年 11月 20日（月）13：00から 14：08 

第 210回 ：平成 29年 12月 18日（月）13：00から 14：05 

第 211回 ：平成 30年 1月 15日（月）13：00から 13：55 

第 212回 ：平成 30年 2月 19日（月）13：00から 13：48 

第 213回 ：平成 30年 3月 19日（月）13：00から 13：55 



医学系研究に関する倫理研修会 

• 日 時：平成30年3月12日（月）17：30-19：00 

• 場 所：大学院講堂 

• 内 容：（予定） 

  開会挨拶 渡邊 卓 医学部長 

 倫理指針について 古瀬 純司 教授 

 ヘルシンキ宣言、個人情報保護について 長島 文夫 教授 

 迅速審査の概要・注意事項等について 苅田 香苗 教授 

 研究不正と利益相反について 小林 富美惠 教授 

 臨床研究保険と加入手続きについて ㈱カイトー 

 質疑応答 

人を対象とする医学系研究に携わる研究者は、本研修会を受講する必要があります。 
該当する研究者は必ず受講してください。受講者には「受講証」を発行いたします。 
※次年度から「受講証（受講番号）」に有効期限を設ける予定です。可能な限り、今回受講するようにしてください。 

                                    問い合わせ先：医学部事務課（内線3220） 

主催：医学部倫理委員会・迅速審査委員会 共催：医学部・医学研究科FD委員会  

申込 
不要 

Takashi Hashizume
タイプライタ
別紙③



 

(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 

杏林大学医学部付属病院は、2年間の初期臨床研修修了後の専門研修プログラムを平成23年度

から、「人材育成プロジェクト」としてホームページなどで公開し、そのプログラムに則って専

門教育を行ってきた。その成果である専門医資格取得者や学位（医学博士）取得者については、

病院年報に記載されている。 

平成30年度からの新専門医制度の実施に対応するために、19基本専門領域の全てで基幹研修施設

としてプログラムを作成し公開した。プログラムには、「専門研修プログラム整備基準」に基づ

き、outcome、到達目標、経験目標、研修の方法および評価の方法が記載されている。また、各

領域にはその専門領域の指導能力を有した指導医が十分な人数在籍している。経験目標を達成す

るための患者数、手術件数なども適切であるほか、専門的技能のトレーニングを行えるクリニカ

ル・シミュレーション・ラボラトリーも整備している。平成30年度には合計63名の専攻医を採用

し、現在1年目の専門研修を実施中である。 

 

（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         134 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        

滝澤 始 呼吸器内科 教授           38年  

副島 京子 循環器内科 教授           28年  

久松 理一 消化器内科 教授           26年  

石田 均 糖尿病・内分泌・代謝内科 教授           39年  

髙山 信之 血液内科 教授           33年  

要 伸也 腎臓・リウマチ・膠原病内科 教授           34年  

千葉 厚郎 神経内科 教授           32年  

河合 伸 感染症科 教授           38年  

神﨑 恒一 高齢診療科 教授           31年  

渡邊 衡一郎 精神神経科 教授           29年  

楊 國昌 小児科 教授           37年  

阿部 展次 消化器・一般外科 教授           26年  

近藤 晴彦 呼吸器・甲状腺外科 教授           36年  

井本 滋 乳腺外科 教授           32年  

浮山 越史 小児外科 教授           31年  

塩川 芳昭 脳神経外科 教授           35年  

窪田 博 心臓血管外科 教授           31年  

市村 正一 整形外科 教授           37年  

大山 学 皮膚科 教授           24年  

多久嶋 亮彦 形成外科・美容外科 教授           31年  

福原 浩 泌尿器科 教授          22年  

井上 真 眼科 教授           35年  

齋藤 康一郎 耳鼻咽喉科 教授           22年  

小林 陽一 産婦人科 教授           31年  



横山 健一 放射線科（診断） 教授           26年  

萬 知子 麻酔科 教授           33年  

山口 芳裕 救急科 教授           31年  

松田 剛明 救急総合診療科 教授           24年  

古瀬 純司 腫瘍内科 教授           33年  

岡島 康友 ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科 教授           37年  

平野 照之 脳卒中科 教授 29年  

柴原 純二 病理診断科 教授 20年  

大西 宏明 臨床検査部 臨床教授 27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 

  ①クリティカルケア看護公開講座 ②脳卒中看護公開講座 ③杏林メディカルフォーラム 

  ④がん看護に関連した研修 ⑤NST専門療法士臨床実地修練研修 ⑥皮膚・排尿ケア勉強会 

 ・研修の期間・実施回数 

  ①8/12、9/30、12/9、2/17 ②9/2  ③3/3  ④9/16、10/21、11/2、12/20、1/20、 

   1/31、2/28  ⑤10/18、10/24、10/25、10/27、10/31  ⑥8/26、9/2  

 ・研修の参加人数 

①24名 ②29名 ③452名 ④25名 ⑤5名 ⑥22名 

② 業務の管理に関する研修の実施状況（任意） 

 ・研修の主な内容 

 ・研修の期間・実施回数 

 ・研修の参加人数 

③ 他の医療機関に所属する医療関係職種に対する研修の実施状況 

 ・研修の主な内容 

  ①クリティカルケア看護公開講座 ②脳卒中看護公開講座 ③がん看護に関連した研修  

④NST専門療法士臨床実地修練研修 ⑤皮膚・排泄ケア勉強会 

 ・研修の期間・実施回数 

  ①8/12、9/30、12/9、2/17 ②9/2 ③9/16、10/21、11/2、12/20、1/20、1/31、2/28 

  ④10/18、10/24、10/25、10/27、10/31  ⑤8/26、9/2  

 ・研修の参加人数 

  ①251名 ②45名 ③232名 ④5名 ⑤9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 市村 正一 

  管理担当者氏名 正木忠彦、道又元裕、野尻一之、天良功、深代由香、黒田薫、篠原高雄、 
井本滋、大西宏明、横山健一、高城靖志、中西章仁、浅野稔  

 
 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 関係各部署 入院、外来等については
、一患者一ファイル方式
とし、管理している。 
その他諸記録は個別に
電子・紙媒体にして管理
している。 
1ヶ月に3診療科。原則1
年で全診療科1回ずつ診
療記録の監査を実施（入
院カルテ、外来カルテを
それぞれ各科2冊） 
入院診療記録監査チェ
ックシート、外来診療記
録監査チェックシート
のチェック項目の内容
を確認し、監査結果を記
載する。 
監査済入院診療記録監
査チェックシートと監
査済看護記録形式監査
用紙、看護記録質的監査
用紙を合わせ、統括監査
シートを作成し確認す
る。 
 

各科診療日誌 関係各部署 
処方せん 関係各部署 
手術記録 関係各部署 
看護記録 関係各部署 
検査所見記録 関係各部署 
エックス線写真 関係各部署 
紹介状 関係各部署 
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 

関係各部署 

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 担当部門、診療科等にお
いて、コンピューター又
はファイル等により保
管、管理をしている。 

高度の医療の提供の実績 医事課 
 

高度の医療技術の開発及び評価
の実績 

医学部 

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

患者支援センター 

入院患者数、外来患者及び調剤
の数を明らかにする帳簿 

庶務課 
薬剤部 

規
則
第
一
条
の
十
一

第
一
項
に
掲
げ
る
事

項 
 医療に係る安全管理のための指

針の整備状況 
医療安全管理部 

 
個々の項目毎に分類し、
年度別に専用ファイル
で保管、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 

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 

医療安全管理部 担当部門が、個々の項目
毎に分類し、年度別に専
用ファイルで保管、管理
をしている。 

院内感染対策のための委員会の
開催状況  

医療安全管理部 

従業者に対する院内感染対策の
ための研修の実施状況  

医療安全管理部 

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  

医療安全管理部 

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 

病院管理部 

従業者に対する医療機器の安全
使用のための研修の実施状況 

臨床工学室 
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 

臨床工学室 
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 

臨床工学室 
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
の
二
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
十
三
号
ま
で
及
び
第
十
五
条
の
四
各
号
に
掲
げ
る
事
項 

医療安全管理責任者の配置状
況 

医療安全管理部 担当部門が、個々の項
目毎に分類し、年度別
に専用ファイルで保管
、管理をしている。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

専任の院内感染対策を行う者
の配置状況 

医療安全管理部 

医薬品安全管理責任者の業務
実施状況 

薬剤部 

医療を受ける者に対する説明
に関する責任者の配置状況 

診療情報管理室 

診療録等の管理に関する責任
者の選任状況 

診療情報管理室 

医療安全管理部門の設置状況 医療安全管理部 
高難度新規医療技術の提供の
適否等を決定する部門の状況 

医療安全管理部 

未承認新規医薬品等の使用条
件を定め、使用の適否等を決
定する部門の状況 

医療安全管理部 

監査委員会の設置状況 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 

医療安全管理部 

他の特定機能病院の管理者と
連携した相互立入り及び技術
的助言の実施状況 

医療安全管理部 

当該病院内に患者からの安全
管理に係る相談に適切に応じ
る体制の確保状況 

患者サービス部 

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

総務課 

職員研修の実施状況 医療安全管理部 
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 

病院事務部 
医療安全管理部 

薬剤部 
病院管理部 

管理者が有する権限に関する
状況 

総務部 

管理者の業務が法令に適合す
ることを確保するための体制
の整備状況 

総務部 

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 

総務部 

(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              病院長 市村 正一 

 閲 覧 担 当 者 氏 名              正木忠彦、道又元裕、野尻一之、天良功、深代由香、黒田薫、 
篠原高雄、井本滋、大西宏明、横山健一、高城靖志、中西章仁、
浅野稔  

 閲覧の求めに応じる場所              病院事務部応接室、病院庶務課事務室、他 

 閲覧の手続の概要 

 

診療録は「杏林大学医学部付属病院診療情報開示要綱」に基づき対応をしている。 

 

 

 

(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        2 件 
  閲 覧 者 別   医        師    延        0 件 

  歯  科  医  師    延        0 件 
      国    延        1 件 
  地 方 公 共 団 体    延        1 件 

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

 



 
 
 

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

 
 
① 医療に係る安全管理のための指針の整備状況 

 
     有・無 

 
 ・ 指針の主な内容： 
 
  1. 医療安全対策の基本的な考え方 

2. リスクマネージメント委員会及び医療安全推進室の主な役割 

3. 医療事故・インシデント・死亡事例等の報告・分析・対策に関する体制 

4. 医療安全管理のための職員研修実施の基本方針 

5. 患者相談体制としての利用者相談窓口の設置 

6. インフォームド・コンセントのルール 

7. 医療従事者と患者等との情報共有の基本方針 

8. 医療事故発生時の対応方針、他 

9. 診療データのモニタリングの実施 

10.内部通報窓口の設置 

11.外部監査、特定機能病院のピアレビューの実施 

12.高難度新規医療技術、未承認新規医薬品等を用いた医療の適切な提供体制 
 
 
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. 医療事故・インシデント・死亡事例等の収集、原因調査、及び分析 

2. 医療安全の確保を目的とした改善策の立案及び職員への周知 

3. 職場巡視等による改善策の実施状況の評価及び見直し 

4. 職員研修の企画・実施 

5. 医療安全に関する情報の職員への提供及び注意喚起 
 
 
③ 医療に係る安全管理のための職員研修の実施状況 

 
     年７回 

 
 ・ 研修の内容（すべて）： 
 
1. リスクマネージメント講習会（全2回） 

第1回：病院の基本方針、医療安全管理の新たな取組と決まり、感染防止、個人情報保護、 

対応困難時の対処、他 

第2回：最近の重要事例から～医療安全の基本に戻ろう～／～感染管理～、 

診療記録監査結果、当院の基本ルールの再確認、 

特定機能病院の承認要件と対応の現状、他 

2. リスクマネージメント講演会（全2回） 

第1回：安全文化の醸成と、職員一人ひとりがすべきこと 

第2回：当院の安全な医療の為に今すべきこと、医薬品の安全使用について、 

最近の重要事例の紹介、医療機器の安全な取扱い、医療ガスの取扱い、 

終末期医療とDNARの解釈、インフォームドコンセントの重要性と当院の課題 

3. 医療安全管理セミナー（全3回） 

第1回：放射線の人体への影響[放射線作業従事者教育訓練]、輸血療法の注意点、他 

第2回：輸血療法の注意点、他、インスリン注射について 

第3回：インスリン注射について、MRI検査実施時の注意点 



 
 
 

 
4. e-ラーニングの実施 

第1回：医療事故発生時等の連絡報告体制、医療行為を行う前の患者確認、他 

第2回：医療安全管理のための指針、医薬品の安全使用、他 

 
 
④ 医療機関内における事故報告等の医療に係る安全の確保を目的とした改善のための方策の実施

状況 
 
   ・ 医療機関内における事故報告等の整備 （ 有・無 ） 
   ・ その他の改善のための方策の主な内容： 
 

1. 各部署リスクマネージャーの定期的な学習、及び情報共有の実施 

学習項目：リスクマネージャーの役割、当院の事例紹介、医療事故を起こさないための重要

な要素、重大な医療事故発生時の対応、DNARの正しい理解について、手術実施時

の注意、チームステップス、コミュニケーションスキル、他 

情報共有（毎月）：リスクマネージメント委員会の審議内容、重要事例と対策、各部署の医

療安全の取組、他 

2. 専門部会（リスクマネージメント委員会の下部組織）、WGの設置による事例等の検討、各種

モニタリング 

  設置部会、WG：モニタリング部会、死亡例検討部会、濃厚治療例検討部会、 

静脈血栓塞栓症WG、入院患者の栄養管理に関する規定の検討WG、 

呼吸器ケアガイドライン改訂WG、 

           患者急変に早期に対応する仕組みの検討WG 

3. 医療安全カンファレンスによる重要事例の検討（毎週） 

  検討事例：PTPシート誤飲のインシデント事例、麻薬内服時のインシデント事例、患者に鎮

静剤を過剰投与したインシデント事例、他 

4. 医療安全推進週間の実施 

  実施内容：病院長・看護部長等の院内巡視、事例から学ぶワークショップ、改善事例発表会、

患者への医療安全レター配布、等 

5. 毎月の広報誌発行による重要事項等の周知徹底 

  主な内容：当院のインシデント事例・改善策、医療事故情報収集等事業の医療安全情報、 

各部署のリスクマネージメント活動、他 

6. その他 

 ・診療録監査の実施と指導（毎月） 

 ・専任リスクマネージャーによる院内巡視（毎月） 

 ・中途採用者、復職者研修（毎月） 

 ・CVC委員会、鏡視下手術認定委員会による技術認定制度 
 

(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. 院内感染防止対策に関する基本的考え方 

2. 院内感染防止委員会・ICTの役割 

3. 院内感染防止対策のための医療従事者に対する研修の基本方針 

4. 院内感染発生時の報告と対策に関する基本方針 

5. 指針改訂及び閲覧に関する基本方針 

6. その他院内感染防止対策の推進のために必要な基本方針 
 
 
② 院内感染対策のための委員会の開催状況 

 
年１２回 

 
  ・ 活動の主な内容： 
 

1. 院内感染発生時の対応方針、原因分析、改善策の立案 

2. 感染性病原体新規患者の発生状況の調査、分析、周知 

3. 特定抗菌薬使用状況の把握、及び指導 

4. 多剤耐性菌等検出患者等の病棟巡視、感染症患者対応 

5. 針刺し等血液曝露等の職業感染防止対策の立案、評価 

6. サーベイランス（耐性菌、手術部位感染、人工呼吸器関連肺炎、人工呼吸器関連イベント、

中心静脈ライン関連血流感染、カテーテル関連尿路感染、手指衛生）の実施、分析、改善策

立案 

7. 職場巡視等による改善策の実施状況の確認、及び再評価 

8. 職員研修の企画、実施 
 
 
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７回 

 
 ・ 研修の内容（すべて）： 
 
1. リスクマネージメント講習会（全2回） 

第1回：院内感染防止のための基本的な考え方 

第2回：標準予防策の実施 

 

2. 院内感染防止講演会（全3回） 

第1回：当院における針刺し等血液曝露の現状と対策、肺結核発生時の対応、 

ＡＭＲ（薬剤耐性）とは 

第2回：皮膚感染症、インフルエンザ、感染性胃腸炎 

第3回：標準予防策、AMR対策、等 

 

 3. 抗菌薬の適正使用に関する講習会(全2回、医師・看護師・薬剤師・検査技師対象) 

当院の血液培養検査の現状、CR-BSIの治療ガイドラインについて（MRSA感染症も含めて）、 

血流感染の抗菌薬使用に関する基本的な考え方 

 

4.e-ラーニングの実施 

① 全職員対象 

第1回：インフルエンザの対応、感染性胃腸炎に関する職員の対応 

第2回：インフルエンザの対応、手指衛生、針刺し等血液曝露時の初期対応 



 
 
 

 
   ② 新入職者対象 

     標準予防策、抗体検査及びワクチン接種、他 

③ ICM（インフェクションコントロールマネージャ）対象 

第1回：ICMの役割、AMRについて、他 
第2回：感染制御Webの病棟マップについて、CVC挿入時のMBPについて、他 

 
 
④ 感染症の発生状況の報告その他の院内感染対策の推進を目的とした改善のための方策の状況 
 
  ・ 病院における発生状況の報告等の整備        （ 有・無 ） 
  ・ その他の改善のための方策の主な内容： 
 
1. ICM（インフェクションコントロールマネージャー）の定期的な学習、及び情報共有の実施 

学習項目：結核感染評価、畜尿・尿測に関する注意点、針刺し等血液曝露対策、各種感染予防

策実施時の注意点、他 

情報共有（毎月）：院内の感染症病原体新規患者等の発生報告、ICMからの提案・意見に対す

る回答、MRSA発生指数・手指衛生指数（四半期毎）、東京都感染症週報、

他 

2. 感染防止強化月間の設置 

設置内容：針刺し等血液曝露防止強化月間、標準予防策徹底のための強化月間 

活動内容：講習会・勉強会等での啓発、ポスターの掲示、他 

3. 各種ラウンドの実施 

実施内容：ICTによる各種予防策の実施状況確認（毎週）、ICT・ICMによる環境ラウンド（毎

週）、多剤耐性菌検出患者等を対象とした病棟巡視、他 

4. 各種サーベイランスの実施 

   項目：耐性菌、手術部位感染、人工呼吸器関連肺炎、人工呼吸器関連イベント、中心静脈ライ 

ン関連血流感染、カテーテル関連尿路感染、手指衛生 

5.その他 

・院内広報誌の発行（毎月） 

・中途採用者・復職者研修（毎月） 

・院内感染防止マニュアル集の作成、及び定期的な見直し 
 

(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１０回 

 
・ 研修の主な内容 
第1回リスクマネージメント講習会 「未承認医薬品等評価室」・「医薬品の安全使用について」 
第2回リスクマネージメント講習会 「特定機能病院の承認要件に対応した当院の体制」 
院内感染防止講演会       「薬剤耐性（ＡＭＲ）とアクションプラン」 
医療安全管理セミナー      「輸血とインスリン注射について」 
看護師が行う静脈注射      「静脈注射が可能な薬剤の注意点」 
研修医オリエンテーション    「処方箋の記載方法について」 
抗菌薬の適正使用に関する講習会 「CR-BSIの治療について」 
造影剤静注専任看護師研修    「造影剤に関する副作用とリスクマネージメント」 

 
 
 
③ 医薬品の安全使用のための業務に関する手順書の作成及び当該手順書に基づく業務の実施状況 
 
 ・ 手順書の作成        （ 有・無 ） 
 ・ 手順書の内訳に基づく業務の主な内容： 

 
手順書に基づく業務の実施状況については、「実施確認チェック表」を使用して部署別リスクマ
ネージャーが実施確認を行い、それを医薬品安全管理責任者が確認し、問題がある場合は個別に
対応して手順書に基づく業務の実施について周知している。 

     
 
④ 医薬品の安全使用のために必要となる未承認等の医薬品の使用の情報その他の情報の収集その 

他の医薬品の安全使用を目的とした改善のための方策の実施状況 
 
  ・ 医薬品に係る情報の収集の整備        （ 有・無 ） 
 
 厚生労働省・東京都などの行政機関・PMDA・製造販売業者・医薬品卸業者・学術誌から情報を 
収集。主に医薬品の安全使用に関する情報は医薬品安全管理者が、その他情報については医薬品 
情報室担当者が収集・管理し、医薬品安全管理責任者を含め相互に連携を取って収集・管理して 
いる。 
 

・ 未承認等の医薬品の具体的な使用事例（あれば）：年間 12件 
例：WJOG9016B：HER2陰性乳癌に対する周術期化学療法としてのdose dense AC療法及びdose dense 
   PTX逐次療法の第二相試験 
審査方法：委員会審査 
結果：実施 
薬品名：ドキソルビシン注、シクロフォスファミド注、パクリタキセル注  
 
・ その他の改善のための方策の主な内容 
抗凝固薬など手術前の休薬期間が必要な医薬品の目安について、改訂版を作成し周知した。 
 

   

(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 128回 

 
 ・ 研修の主な内容： 
 

1.平成29年度新規購入機器に関する研修会 
2.診療用高エネルギー放射線発生装置及び診療用放射線照射装置に関する定期研修 

  3.医療機器の安全管理、他 
   
 
 医療機器の説明及び使用方法、保守点検方法、未承認、適応外、禁忌等の事項について、  
適時研修会・勉強会を行っている。また、特定医療機器に関しては年間2回以上の定期研修を計
画し、それに基づき研修会を実施している。 

 
 ※特定医療機器：人工心肺装置、補助循環装置、保育器、除細動器、人工呼吸器、輸液ポンプ
 、シリンジポンプ、診療用高エネルギー放射線発生装置、診療用放射線照射装置、他 

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

機器毎の保守点検マニュアルに沿って、日常点検及び定期点検を実施している。 
 

※特定医療機器：人工心肺装置、補助循環装置、保育器、除細動器、人工呼吸器、輸液ポンプ
   、シリンジポンプ、診療用高エネルギー放射線発生装置、診療用放射線照射装置、他 
 
 
 
 
 
 
④ 医療機器の安全使用のために必要となる未承認等の医療機器の使用の状況その他の情報の収集

その他の医療機器の安全使用を目的とした改善のための方策の実施状況 
 
  ・ 医療機器に係る情報の収集の整備        （ 有・無 ） 
 ・ 未承認等の医療機器の具体的な使用事例（あれば）： 特に無し 
 
 
  ・ その他の改善のための方策の主な内容： 
 
 臨床工学室で医療機器メーカーからの情報提供や厚生労働省及び独立行政法人医薬品医療機器総
合機構（PMDA）、医薬品・医療機器安全情報等より報告される医療機器の回収・改修情報などを
収集し一元管理を行い、医療機器管理委員会及び医療安全管理部と連携し、情報共有を行ってい
る。緊急性の高いもの及び重要な情報は医療機器安全管理責任者が関係部署に周知している。 
医療機器の不具合情報があった場合は、速やかに関連業者へ連絡をし、医療機器安全管理責任者
及び医療機器管理委員会を通じて、通知文書等を作成し関連部署に周知徹底を行っている。 

 
 
 
 
 
 
 
 

(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副院長であり、医療安全管理部長及びリスクマネージメント委員会委員

を兼務して、それぞれの組織を統括している。また、医薬品安全管理責任者・医療機器安全管理

責任者もリスクマネージメント委員会委員であり、同委員会での報告、及び薬事委員会・医療機

器管理委員会の報告を医療安全管理責任者が受けることにより、その業務を統括している。 

なお、杏林大学医学部付属病院規程で、次の内容を規定している。 

第２条第４項（２）医療安全管理責任者は、医療安全管理部、リスクマネージメント委員会、医

薬品安全管理責任者及び医療機器安全管理責任者を統括する。 
 
 
② 専任の院内感染対策を行う者の配置状況 

 
 有（２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 

・薬剤部医薬品情報室が行政機関、製薬会社、ＰＭＤＡ、薬剤添付文書等から副作用・禁忌等

に関する情報の収集・整理を行っている。それらの情報は毎月発行する杏薬報及び薬剤部ホ

ームページで周知している。 

・周知状況の確認は、各部署リスクマネージャーより周知状況の報告を受ける方法で実施して

いる。 

 

・未承認等の医薬品の使用に係る必要な業務の実施状況 

・未承認薬等の医薬品の使用状況は調剤室での処方監査及び病棟薬剤師による処方確認で把握

している。また、医療安全推進室専従薬剤師、医薬品安全管理責任者の管理のもと、疑義照

会を通した処方変更の提案、処方の必要性等の検討の確認、確認事項の記録（処方箋・電子

カルテ薬剤師記録・【未承認薬、適応外・禁忌】Q&A記録表）、必要に応じた指導を実施して

いる。 

 

・担当者の指名の有無（有・無） 

・担当者の所属・職種： 

（所属：薬剤部医薬品情報室、職種：薬剤師）  

（所属：医療安全推進室、職種：薬剤師）  

④ 医療を受ける者に対する説明に関する責任者の配置状況 有・無 

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

る規程の作成の有無  （ 有・無 ） 

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

内容 



 
 
 

 

・順守状況の確認：1カ月に 5診療科、1年で全診療科 1回ずつ診療記録の監査を実施(入院カル 

テ、外来カルテをそれぞれ各科 2名)。その結果をもとに、統括監査シートを作成。 

監査結果は当該科診療科長へフィードバックするとともに、診療情報管理委員会、診療科長 

会議、リスクマネージメント委員会へ報告している。 

・指導の主な内容：病状説明の内容と患者・家族の反応等の記載が不十分、医師以外の同席者 

の有無 

⑤ 診療録等の管理に関する責任者の選任状況 有・無 

・診療録等の記載内容の確認、及び指導の主な内容 

 診療録等の記載内容の確認 

1.1カ月に 5診療科、1年で全診療科 1回ずつ診療記録の監査を実施(入院カルテ、外来カルテを  

それぞれ各科 2名)。 

2.入院診療記録監査チェックシート、外来診療記録監査チェックシートのチェック項目の内容を

確認し、監査結果を記入する。 

3.監査済入院診療記録監査チェックシートと監査済看護記録形式監査用紙、看護記録質的監査用

紙を合わせ、統括監査シート作成し確認する。 

4.監査結果は患者名も含め当該科診療科長、病棟師長へフィードバックするとともに、診療情報

管理委員会、診療科長会議、リスクマネージメント委員会へ報告する。 

指導の主な内容 

  責任医師によるカルテの監査の実施が不十分、研修医がいる場合の指導医の承認が不十分、病状

説明の内容と患者・家族の反応等の記載が不十分、医師以外の同席者の有無と同席者の署名の記

載が不十分、等 

  (リスクマネージメント講習会、監査結果検討会等で指導、周知) 

 

⑥ 医療安全管理部門の設置状況 有・無 

・所属職員：専従（4）名、専任（9）名、兼任（22）名 

 うち医師：専従（0）名、専任（2）名、兼任（1）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 

専従の医師の配置に変えて、次の専任医師を 2名配置している。 

※医師の専任 2名に関して 

 医師 1：臨床経験 37年、日本外科学会指導医、日本消化器外科学会指導医、日本大腸肛門病学

会指導医、日本消化器病学会専門医、日本消化器内視鏡学会指導医。副院長であり、  



 
 
 

 

医療安全管理責任者、医療安全管理部長、リスクマネージメント委員会委員を兼務。 

平成 27年 4月～29年 3月に医療安全推進副室長を経験し、その間、医療安全に関する

研修を多数受講している。 

医師 2：臨床経験 35年、日本老年医学会認定指導医、日本臨床栄養学会認定指導医、日本未病

システム学会認定専門医。リスクマネージメント委員会委員長。身体抑制の実施に関す

るマニュアル作成及び改訂の責任者等を経験。また、医療安全に関する研修を多数受講

している。 

・活動の主な内容： 

1. リスクマネージメント委員会で用いられる資料や議事録の作成・保存及び委員会の庶務 

2. 事故等に関する診療録・看護記録等の記載内容の確認及び指導 

3. 事故発生時の患者等への対応状況の確認及び指導 

4. 事故等の原因究明の実施状況等の確認及び指導 

5. 医療安全管理に関する連絡・調整：広報誌の発行、リスクマネージャー会議の開催、他 

6. 医療安全の確保に係る対策の推進：研修会の開催、医療安全推進週間の実施、他 

7. 医療安全の確保に資する診療状況のモニタリング：術後 24時間以内の予定しない緊急再手術

率、静脈血栓塞栓症発症率、採血検体における患者間違い発生件数、他 

8. 従事者の医療安全の認識状況のモニタリング:院内巡視（院内ルールの周知状況、確認行為の

実施状況、他）、e-ラーニング、医療安全文化調査、他 

 

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

⑦ 高難度新規医療技術の提供の適否等を決定する部門の状況 

・前年度の高難度新規医療技術を用いた医療の申請件数（８件）、及び許可件数（４件） 

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

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

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

（ 有・無 ） 

・活動の主な内容： 

  高難度新規医療技術（当院で実施したことのない医療技術であって、その実施により患者の死

亡その他の重大な影響が想定されるもの）の提供について、倫理的・科学的妥当性、適切性、適

切な提供方法を審査し、当該高難度新規医療技術の提供の適否を判断する。 

 

・規程に定められた事項の遵守状況の確認の有無（ 有・無 ） 

・高難度新規医療技術評価委員会の設置の有無（ 有・無 ） 

 

 

 



 
 
 

 

⑧ 未承認新規医薬品等の使用条件を定め、使用の適否等を決定する部門の状況 

・前年度の未承認新規医薬品等を用いた医療の申請件数（１２件）、及び許可件数（１２件） 

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

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

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

有無（ 有・無 ） 

 

・活動の主な内容： 

  未承認新規医薬品等（当院で使用したことのない医薬品又は高度管理医療機器であって、医薬

品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律における承認または認証を受け

ていないもの）の使用について、倫理的・科学的妥当性、適正な使用方法を審査し、当該新規未

承認新規医薬品等の使用の適否を判断する。 

 

・規程に定められた事項の遵守状況の確認の有無（ 有・無 ） 

・未承認新規医薬品等評価委員会の設置の有無 （ 有・無 ） 

⑨ 入院患者が死亡した場合などの医療安全管理部門への報告状況 

・入院患者が死亡した場合の医療安全管理部門への報告状況：年９３５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１３１件 

・上記に関する医療安全管理委員会の活動の主な内容 

1. リスクマネージメント委員会の下部組織として、死亡例検討部会と濃厚治療例検討部会を設

置し、死亡例検討部会では全死亡例の死亡前から死亡に至る診療プロセスの妥当性を検証、

濃厚治療例検討部会では患者に提供される医療・看護の妥当性や適切性を評価している。 

2. 上記 1.の検証結果をリスクマネージメント委員会に報告させ、更なる確認が必要と判断した

場合、同委員会で詳細に検証する。 

3. 検証結果に基づき、必要な再発防止策の策定や指導を行う。なお、それらの結果を病院長に

報告する。 

 

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

・他の特定機能病院等への立入り（ 有（病院名：慶応義塾大学病院、札幌医科大学病院）・無） 

・他の特定機能病院等からの立入り受入れ 

（ 有（病院名：慶応義塾大学病院、札幌医科大学病院）・無） 

・技術的助言の実施状況 

1. 日本私立医科大学協会が定めた医療安全相互ラウンド自己評価表に沿って、書類審査・ヒア

リング・現場確認を行っている。 



 
 
 

 
2. 指摘を受けた主な助言は次のとおりである。 

慶応義塾大学病院 

  ・医師のインシデント・アクシデント報告割合を向上するための方策の検討 

  ・医療安全マニュアルの一部カラー化の検討 

札幌医科大学病院 

  ・医師のインシデント・アクシデント報告割合を向上するための方策の検討 

  ・手術室入室フロアーで患者が重複した場合の個人情報保護への対応の検討 

  3. 上記の結果は、日本私立医科大学協会に報告した。 

 

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 

 窓口の名称：利用者相談窓口 

 相談日及び相談時間帯：月曜日～金曜日 9：00～16：00 

            土曜日     9：00～12：00 

 窓口担当部署：患者サービス室、医療安全管理部、患者支援センター、薬剤部、放射線部、 

        臨床検査部、病院管理部、医事課、庶務課（各部署より、31名が輪番で担当） 

 

⑫ 職員研修の実施状況 

・研修の実施状況 

・ 研修の実施状況： 
 

延べ6,214名が参加し、1人当たり年2.2回参加した。 

研修の主な内容は次のとおり（再掲）。 

 

1. リスクマネージメント講習会（全2回） 

第1回：病院の基本方針、医療安全管理の新たな取組と決まり、感染防止、個人情報保護、 

対応困難時の対処、他 

第2回：最近の重要事例から～医療安全の基本に戻ろう～／～感染管理～、 

診療記録監査結果、当院の基本ルールの再確認、 

特定機能病院の承認要件と対応の現状、他 

2. リスクマネージメント講演会（全2回） 

第1回：安全文化の醸成と、職員一人ひとりがすべきこと 

第2回：当院の安全な医療の為に今すべきこと、医薬品の安全使用について、 

最近の重要事例の紹介、医療機器の安全な取扱い、医療ガスの取扱い、 

終末期医療とDNARの解釈、インフォームドコンセントの重要性と当院の課題 

3. 医療安全管理セミナー（全3回） 

第1回：放射線の人体への影響[放射線作業従事者教育訓練]、輸血療法の注意点、他 

第2回：輸血療法の注意点、他、インスリン注射について 

第3回：インスリン注射について、MRI検査実施時の注意点 

4. e-ラーニングの実施 

第1回：医療事故発生時等の連絡報告体制、医療行為を行う前の患者確認、他 

第2回：医療安全管理のための指針、医薬品の安全使用、他 

 

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

日の員数を記入すること） 

 



 
 
 

 

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

の実施状況 

・研修の実施状況 

〔管理者〕 
 ・日本医療機能評価機構主催「平成 29年度特定機能病院管理者研修」 

（平成 30年 3月 13日、14日） 
 
〔医療安全管理責任者〕 
 ・日本医療機能評価機構主催「平成 29年度特定機能病院管理者研修」 

（平成 30年 2月 21日、22日） 

 
〔医薬品安全管理責任者〕 
・日本病院薬剤師会主催「医薬品安全管理責任者等講習会」（平成 29年 6月 30日） 
・日本病院薬剤師会主催「関東ブロック学術大会」（平成 29年 8月 26日、27日） 
・東京都病院薬剤師会主催「抗がん剤のキャンサーケアマネジメント」（平成 29年 9月 1日） 
・日本医療薬学会主催「日本医療薬学会総会」（平成 29年 11月 3日～5日） 
・東京都病院薬剤師会主催「安全性情報とリスクについて考える会」（平成 29年 11月 11日） 
・東京都病院薬剤師会主催「プレアボイドフォーラム東京 2018」（平成 30 年 1月 27日） 
・日本医療機能評価機構主催「平成 29年度特定機能病院管理者研修」 
（平成 30年 2月 21日、22日） 

・日本病院薬剤師会主催「医療政策部セミナー」（平成 30年 3月 7日） 
 

〔医療機器安全管理責任者〕 
 ・日本医療機能評価機構主催「平成 29年度特定機能病院管理者研修」 

（平成 29年 11月 14日、15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） 



 
 
 

 
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 

病院長の資質） 

病院長となることのできる者は、次の各号に該当するものとする。 

（１）本学の教授又は学外の教授もしくは教授に準じる有識者であり、医師免許を有する者 

（２）医師法（昭和２３年法律第２０５号）の規定に則り、特定機能病院の管理及び運営に関する

業務の遂行に関し必要な能力及び経験を有する者 

（３）医療法施行規則第６条の３第１項第７号の規定に掲げられた、管理者の医療に係る安全管理

の業務の経験を有する者 

（４）医療法施行規則第６条の３第１項第７号の規程に係る通知に掲げられた、下記の①から③い

ずれかの業務に従事した経験を有する者、もしくはそれらに準じる業務に従事した経験を有

し下記の④の研修を受講または受講予定の者 

①医療安全管理責任者、医薬品安全管理責任者、医療機器安全管理責任者の業務 

②医療安全管理委員会の構成員としての業務 

③医療安全管理部門における業務 

④日本医療機能評価機構「特定機能病院管理者研修」 

 

・ 基準に係る内部規程の公表の有無（ 有・無 ） 

・ 公表の方法：無し 

 

 

 
 
 

規則第７条の３第１項各号に掲げる管理者の選任を行う委員会の設置及び運営状況 
 
 

前年度における管理者の選考の実施の有無  
 

 
    有・無 

 

 ・ 選考を実施した場合、委員会の設置の有無（ 有・無 ） 

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

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

・ 公表の方法 

管理者の選任を行う委員会の委員名簿及び選定理由 

氏名 所属 委員長 

（○を付

す） 

選定理由 特別の関

係 

松田博青 理事長 ○ 学識経験者・特別功労 有・○無  

松田剛明 副理事長  評議員より選任 有・○無  

跡見 裕 理 事  学長 有・○無  

渡邉 卓 理 事  医学部長 有・○無  

大瀧純一 理 事  保健学部長 有・○無  

大川昌利 理 事  総合政策学部長 有・○無  

坂本ロビン 理 事  外国語学部長 有・○無  



 
 
 

 
PaulSnowden 理 事  評議員より専任 有・○無  

岩下光利 理 事  評議員より専任 有・○無  

西 孝 理 事  評議員より専任 有・○無  

稲垣大輔 理 事  評議員より専任 有・○無  

小塩 節 理 事  学識経験者・特別功労 有・○無  

鈴木武夫 理 事  学識経験者・特別功労 有・○無  

甲能直幸 理 事  学識経験者・特別功労 有・○無  

鈴木典比古 理 事  学識経験者・特別功労 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 

 病院の管理及び運営を行うための合議体として、診療科長会議及び病院経営検討会議を設置

している。 

〔主要な審議内容〕 

 ・診療科長会議・・・病院の診療、看護、教育、研究等に関する運営上の基本事項、 

事業計画、中期計画等 

・病院経営検討会議・・・予算、決算、収支状況等 

なお、病院経営検討会議で決定した内容は、診療科長会議で報告される。 

 

・審議の概要の従業者への周知状況 

 医長・医局長会議、病院管理・監督職会議にて周知している。 

 

 

・合議体に係る内部規程の公表の有無（ 有・無 ） 

・公表の方法 

 

 

 

・外部有識者からの意見聴取の有無（ 有・無 ） 

 
 

合議体の委員名簿 

氏名 委員長 

（○を付す） 

職種 役職 

市村 正一 〇 医師 病院長 

齋藤 英昭  医師 副院長 

塩川 芳昭  医師 副院長 

正木 忠彦  医師 副院長 



 
 
 

 
楊 國昌  医師 副院長 

近藤 晴彦  医師 副院長 

松田 剛明  医師 診療科長 

滝澤 始  医師 診療科長 

要 伸也  医師 診療科長 

千葉 厚郎  医師 診療科長 

副島 京子  医師 診療科長 

高山 信之  医師 診療科長 

久松 理一  医師 診療科長 

石田 均  医師 診療科長 

神﨑 恒一  医師 診療科長 

古瀬 純司  医師 診療科長 

河合 伸  医師 診療科長 

渡邊 衡一郎  医師 診療科長 

浮山 越史  医師 診療科長 

阿部 展次  医師 診療科長 

井本 滋  医師 診療科長 

窪田 博  医師 診療科長 

大山 学  医師 診療科長 

多久嶋 亮彦  医師 診療科長 

福原 浩  医師 診療科長 

井上 真  医師 診療科長 

齋藤 康一郎  医師 診療科長 

小林 陽一  医師 診療科長 

横山 健一  医師 診療科長 

萬 知子  医師 診療科長 

山口 芳裕  医師 診療科長 

平野 照之  医師 診療科長 

岡島 康友  医師 診療科長 

柴原 純二  医師 診療科長 

大西 宏明  医師 臨床検査部長 

岡本 晋  医師 人間ドック長 

赤木 美智男  医師 総合研修センター長 

谷垣 伸治  医師 総合周産期母子医療

センター長 

大荷 満生  医師 医療安全推進室長 

塚田 芳枝  管理栄養士 栄養部副部長 

道又 元裕  看護師 看護部長 

篠原 高雄  薬剤師 薬剤部長 

野尻 一之  事務 病院事務部長 
 
・経営検討会議 

氏名 委員長 

（○を付す） 

職種 役職 

市村 正一 〇 医師 病院長 

齋藤 英昭  医師 副院長 

塩川 芳昭  医師 副院長 

正木 忠彦  医師 副院長 



 
 
 

 
楊 國昌  医師 副院長 

近藤 晴彦  医師 副院長 

松田 剛明  医師 企画運営室長 

山口 芳裕  医師 高度救命救急センター長 

萬 知子  医師 集中治療室長 

松岡 弘芳  医師 DPC保険委員会委員長 

道又 元裕  看護師 看護部長 

篠原 高雄  薬剤師 薬剤部長 

中西 章仁  放射線技師 放射線部技師長 

髙城 靖志  臨床検査技師 臨床検査部技師長 

関口 久美子  臨床検査技師 臨床検査部技師長 

野尻 一之  事務 病院事務部長 

荒木 利直  事務 事務局長 

難波 明  事務 経理部長 

中村 一雄  事務 総務部長 
 
  



 
 
 

 
規則第１５条の４第１項第１号に掲げる管理者が有する権限に関する状況 

 
 
 管理者が有する病院の管理及び運営に必要な権限  

  

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

 
付属病院長は、付属病院の院務を掌り、所属職員を指揮監督する。 

 
 

 ・ 管理者をサポートする体制（副院長、院長補佐、企画スタッフ等）及び当該職員の役割 
 
   ①職名：副院長      役割：医療安全管理責任者 
   ②職名：医療安全管理部長 役割：医療安全管理に関する補佐 

③職名：病院管理部長   役割：病院管理に関する補佐 
  
※現在、②医療安全管理部長は、①医療安全管理責任者の副院長が兼務している。 
 また、③病院管理部長も副院長（①とは別）が兼務している。 

 

 ・ 病院のマネジメントを担う人員についての人事・研修の状況 
 

〔管理者〕 
   日本医療機能評価機構主催「平成29年度特定機能病院管理者研修」受講 

（平成30年3月13日、14日） 
 
  〔医療安全管理責任者〕 
   日本医療機能評価機構主催「平成29年度特定機能病院管理者研修」受講 

（平成30年2月21日、22日） 
 
  〔医薬品安全管理責任者〕 
   日本医療機能評価機構主催「平成29年度特定機能病院管理者研修」受講 

（平成30年2月21日、22日） 
 
  〔医療機器安全管理責任者〕 
   日本医療機能評価機構主催「平成29年度特定機能病院管理者研修」受講 
   （平成29年11月14日、15日） 
 
 
 

 
 
  



 
 
 

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

況 

 

監査委員会の設置状況 ○有・無 

・監査委員会の開催状況：年 2回 

・活動の主な内容： 

 医療安全に関する活動状況等、医療安全管理体制の確保状況の監査・評価 

職場巡視結果と評価、インシデントレポート報告状況の確認、医療安全管理に関する 

アンケート回答結果・職員研修受講状況・カルテ監査報告の確認評価 

 

・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 

大瀧純一 学校法人杏林学園   開設者が指名する

者 

有・無 3 

窪川良廣 三鷹市医師会 ○ 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 

有・無  

1 

濱仲純子 三鷹市健康福祉部  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 

有・無  

1 

橋本雄太郎 杏林大学  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 

 

有・無  

1 



 
 
 

 
山口育子 ささえあい医療人権セ

ンターＣＯＭＬ 

 医療を受ける者その

他の医療従事者以外

の者 

有・無 2 

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

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

2. 医療を受ける者その他の医療従事者以外の者（1.に掲げる者を除く。） 

   3. その他  



 
 
 

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

保するための体制の整備に係る措置 

 
 
管理者の業務が法令に適合することを確保するための体制の整備状況 

 
 

 
 ・体制の整備状況及び活動内容 
 

理事会において事業計画、事業報告に関する監事の業務監査に基づく報告を確認、監査する 
 
 
 
 ・ 専門部署の設置の有無（ 有・無 ） 
 
 ・ 内部規程の整備の有無（ 有・無 ） 
 
 ・ 内部規程の公表の有無（ 有・無 ） 
 
 ・ 公表の方法 
 
 
 

 

 
  



 
 
 

 
規則第１５条の４第１項第３号ロに掲げる開設者による業務の監督に係る体制の整備に係

る措置 

 
 
開設者又は理事会等による病院の業務の監督に係る体制の状況 

 

 
 ・ 病院の管理運営状況を監督する会議体の体制及び運営状況 
 

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３月に事業計画を、 
５月に事業報告を理事会で審議し、監督する。 

 
 
 
 
 
 ・ 会議体の実施状況（ 年 4回 ） 
 
 ・ 会議体への管理者の参画の有無および回数（ 有・無 ）（ 年 4回 ） 
 
 ・ 会議体に係る内部規程の公表の有無（ 有・無 ） 
 
 ・ 公表の方法 
 
 

病院の管理運営状況を監督する会議体の名称：  

会議体の委員名簿 

氏名 所属 委員長 

（○を付す） 

利害関係 

   有・無 

   有・無 

   有・無 

   有・無 

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

 

 

  



 
 
 

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

の情報提供を受け付ける窓口の状況 

 

窓口の状況 

・情報提供を受け付けるための窓口の設置の有無（ 有・無 ） 

・通報件数（年 0件） 

・窓口に提供する情報の範囲、情報提供を行った個人を識別することができないようにするための

方策その他窓口の設置に関する必要な定めの有無（ 有・無 ） 

・窓口及びその使用方法についての従業者への周知の有無（ 有・無 ） 

・周知の方法 

案内通知の配布・学内ＷＥＢ掲載、会議体における周知説明 

 

 

 



(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による認定（平成26年3月） 

   

 

(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、病院ニュース、病院年報などにより患者や医療関連施設等に対し、定期的に 

情報の発信を行っている。また、診療実績も同様に発信し定期的な更新を行っている。 

 

 

 

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 

病院機能評価統括委員会（チーム医療の推進及び援助に関する事も含む）・高難度新規医療技

術評価委員会・未承認新規医薬品等評価委員会などが組織され、キャンサーボードやモーニン

グカンファレンス等で診療科の枠を超えた症例検討会を開催している。 

 

 

 

 



 

 

(様式第 8) 

                                                           杏学発 第 30-85号  

平成 30年 10月 5日  

 

  厚生労働大臣        殿 

 

開設者名 学校法人 杏林学園 

                            理事長 松田 博青（印）

  

 

医療に係る安全管理のための体制整備に関する計画について 

 

 標記について、次のとおり提出します。 

 

記 

 

1. 管理職員研修（医療に係る安全管理のための研修、管理者、医療安全管理責任者、医薬

品安全管理責任者、医療機器安全管理責任者向け）を実施するための予定措置 

管理者、医療安全管理責任者、医薬品安全管理責任者、医療機器安全管理責任者〕 

・日本医療機能評価機構主催「平成 29年度特定機能病院管理者研修」受講済 

・日本医療機能評価機構主催「平成 30年度特定機能病院管理者研修」受講予定 

(平成 30年 12月 2日) 

 

 

 

2. 医療安全管理部門の人員体制 

・所属職員：専従（4）名、専任（9）名、兼任（22）名 

 うち医師：専従（0）名、専任（2）名、兼任（1）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 

 

 

3. 医療安全管理部門の専従職員を配置するための予定措置 

専従の看護師、薬剤師は配置済。 

 専従の医師の配置にかえて、専任医師 2名を配置済。 

 平成 32年 4月までに専従医師 1名を配置する。 

 

 

 


