
(様式第 10) 

東医大発第   473 号  

平成 30 年 10 月 4 日  

 

厚生労働大臣 殿 

 

開設者名 学校法人東京医科大学          

理事長職務代理 唐沢 昌敬 (印)    

 

 

 

東京医科大学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 〒160-8402 東京都新宿区新宿6-1-1 

 氏   名 学校法人東京医科大学 

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

法人の名称を記入すること。 

 

2 名  称 

東京医科大学病院 

 

3 所在の場所 

〒160-0023 東京都新宿区西新宿6-7-1 

電話(03)3342－6111 

 

4 診療科名 

4-1 標榜する診療科名の区分 

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

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

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

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

 

4-2 標榜している診療科名 

(1)内科 

内科 ○有 ・ 無 

 内科と組み合わせた診療科名等 

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

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

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

 診療実績 

(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臨床検査科 ②形成外科 ③リハビリテーション科 ④病理診断科 ⑤糖尿病内分泌内科 

⑥老年内科 

(注) 標榜している診療科名について記入すること。 

 

5 病床数 

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

27床 0床 0床 0床 988床 1,015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        716人  306人  736.0人  看 護 補 助 者          57人 診療エックス線

技師 

   0人 

 歯 科 医 師         22人 20人   23.6人  理 学 療 法 士          14人 臨床 

 

検査 

臨床検査技

師 

 121人 

 薬 剤 師         67人   0人   67.0人  作 業 療 法 士            4人 衛生検査技

師 

   1人 

 保 健 師          6人   0人    6.0人  視 能 訓 練 士           16人 そ の 他          0人 

 助 産 師         38人   0人 38.0人  義 肢 装 具 士            0人 あん摩マッサージ指圧師    0人 

 看 護 師      1,019人   12人 1,025.4人  臨 床 工 学 士   21人 医療社会事業従

事者 

  12人 

 准 看 護 師          0人   0人    0.0人  栄  養  士            1人 その他の技術員          14人 

 歯科衛生士     5人   0人    5.0人  歯 科 技 工 士           2人 事 務 職 員         335人 

 管理栄養士    22人   3人   22.4人  診療放射線技師    75人 その他の職員          27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 40 人 眼 科 専 門 医 2 人  

外 科 専 門 医 28 人 耳鼻咽喉科専門医 12 人 

精 神 科 専 門 医 6 人 放射線科専門医 8 人 

小 児 科 専 門 医 21 人 脳神経外科専門医 10 人 

皮 膚 科 専 門 医 7 人 整形外科専門医 9 人 

泌尿器科専門医 7 人 麻 酔 科 専 門 医 13 人 

産婦人科専門医 18 人 救 急 科 専 門 医 12 人 

  合 計 193 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（ 三木 保  ） 任命年月日 平成 30 年 9 月 1 日 

医療の質・安全管理学分野主任教授 

平成25年4月～継続中 

医療安全管理室室長 

平成25年4月～平成30年8月 

医療安全管理委員会委員 

平成25年4月～平成30年8月 

医療安全管理委員会委員長 

平成30年9月～継続中 

医療安全推進委員会委員長 

平成 25 年 4 月～平成 30 年 8 月 

 



 

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       722.2人             7.9人           730.1人 

 １日当たり平均外来患者数            2435人            100.5人          2535.5人 

 １日当たり平均調剤数                                                               1785剤 

必要医師数 212.025人  

必要歯科医師数 6.025人  

必要薬剤師数 25人  

必要（准）看護師数 400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 

 

 

686.54m 2 

 

 

鉄骨鉄筋

コンクリ

ート造 

   病 床 数   16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    109.68m 2      病床数   7床 

［移動式の場合］ 台 数       台 

医 薬 品 

情報管理室 

［専用室の場合］ 床  積    32.4m 2 

［共用室の場合］ 共用する室名 

化学検査室 143.71m 2 鉄骨鉄筋コ

ンクリート 

  （主な設備）生化学自動分析装置、 

       全自動化学発光免疫測定装置 

細菌検査室 127.39m 2 鉄骨鉄筋コ

ンクリート 

  （主な設備）微生物感受性分析装置、 

       血液培養全自動分析装置 

病理検査室 330.9m 2 鉄骨鉄筋コ

ンクリート 

  （主な設備）密閉式自動固定包理装置、 

       クリオスタット 

病理解剖室 75.64m 2 鉄骨造   （主な設備）臓器投影台、ホルマリン希釈装置 

研 究 室 1459.76m 2 鉄骨造   （主な設備）顕微鏡、フリーザー、遠心機 

講 義 室 1283.7m 2 鉄骨鉄筋コ

ンクリート 

   室数 16室  収容定員 1,044人 

図 書 室 654.1m 2 鉄骨造    室数 1室  蔵 書 数 131,296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 70.5％ 逆 紹 介 率 49.8％ 

算

出

根

拠 

Ａ：紹 介 患 者 の 数                                                    26,428人 

Ｂ：他の病院又は診療所に紹介した患者の数                                 20,889人 

Ｃ：救急用自動車によって搬入された患者の数                                  3,114人 

Ｄ：初 診 の 患 者 の 数                                                      41,930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 

児玉 安司 新星総合法律

事務所 

弁護士・医師 

○ 弁護士として法

律に関する識見

を有する者のた

め 

有・〇無 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 

池谷 のぞみ 慶應義塾大学

文学部人文社

会学科 図書

館・情報学専攻

教授 

 大学教授として

学識経験を有す

る者のため 

有・〇無 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 

木村 ひろみ 社会医療法人 

一成会 

常務理事 

 他病院の常務理

事の視点から、当

院の安全管理体

制を監査する能

力を有する者の

ため 

有・〇無 医療を受ける者

その他の医療従

事者以外の者 

坂本 憲枝 消費生活アド

バイザー 

 消費生活アドバ

イザーの視点か

ら、当院の安全管

理体制を監査す

る能力を有する

者のため 

有・〇無 医療を受ける者

その他の医療従

事者以外の者 

野口 英一 戸田中央医科

グループ 

災害対策特別

顧問 

 災害対策の視点

から、当院の安全

管理体制を監査

する能力を有す

る者のため 

有・〇無 医療を受ける者

その他の医療従

事者以外の者 

長谷川 聖治 読売新聞東京

本社 編集局

局次長 

 マスメディアの

視点から、当院の

安全管理体制を

監査する能力を

有する者のため 

有・〇無 医療を受ける者

その他の医療従

事者以外の者 

（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 

 

 大学・病院ホームページ 

 



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

２　人　

人　

人　

人　

人　

人　

人　

人　

人　

人　

人　

人　

人　

人　

人　

人　

人　

人　

人　

人　

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

　　　　　第百二十九号）第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   

ウイルスに起因する難治性の眼感染疾患に対する迅速診断（ＰＣＲ法）

（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　

１３　人　

人　

人　

人　

人　

人　

人　

人　

人　

人　

人　

人　

人　

人　

人　

人　

人　

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

　　　　　第百二十九号）第三各号に掲げる先進医療について記入すること。

(注) 2　「取扱患者数」欄には、前年度の年間実患者数を記入すること。

高度の医療の提供の実績

先　進　医　療　の　種　類   

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の併用療法　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と判断されるものに限る）

内視鏡下手術用ロボットを用いた腹腔鏡下広汎子宮全摘術　子宮頸がん（FIGOによる臨床進行期分類が
IB期以上及びIIB期以下の扁平上皮がん又はFIGOによる臨床進行期分類がIA2期以上及びIIB期以下の
腺がんであって、リンパ節転移及び腹腔内臓器に転移していないものに限る。）

（様式第2）



3　その他の高度の医療

医療技術名 切除不能局所進行膵癌に対する不可逆性電気穿孔法 取扱患者数 0人　

当該医療技術の概要

組織に電極針を刺入し、高電圧で短時間に通電し細胞膜に孔を空けて細胞をアポトーシスに導く治療法。

医療技術名 肝癌に対する不可逆性電気穿孔法 取扱患者数 4人　

当該医療技術の概要

医療技術名 切除不能局所進行膵癌に対する高密度焦点式超音波治療 取扱患者数 48人　

当該医療技術の概要

切除不能局所進行膵癌に対する高密度焦点式超音波治療 。

医療技術名 樹状細胞を用いた免疫療法 取扱患者数 0人　

当該医療技術の概要

医療技術名 取扱患者数 人　

当該医療技術の概要

医療技術名 取扱患者数 人　

当該医療技術の概要

医療技術名 取扱患者数 人　

当該医療技術の概要

医療技術名 取扱患者数 人　

当該医療技術の概要

高度の医療の提供の実績

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

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

組織に電極針を刺入し、高電圧で短時間に通電し細胞膜に孔を空けて細胞をアポトーシスに導く治療法。腫瘍周囲の支持
組織（血管、胆管、神経）を保持したまま、腫瘍等の細胞を壊死させることができる。従来では治療困難であった、大血管や
消化管に隣接する腫瘍も治療可能となる。

がん細胞に存在するＷＴ１ペプチドやＭＵＣ１ペプチドと呼ばれるがん抗原をターゲットとした樹状細胞ワクチン療法。

（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 82
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 2 58 肥大型心筋症 113
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 10 60 再生不良性貧血 18
6 パーキンソン病 299 61 自己免疫性溶血性貧血 161
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 51
8 ハンチントン病 0 63 特発性血小板減少性紫斑病 110
9 神経有棘赤血球症 0 64 血栓性血小板減少性紫斑病 5
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 26
11 重症筋無力症 310 66 IgＡ 腎症 32
12 先天性筋無力症候群 0 67 多発性嚢胞腎 32
13 多発性硬化症／視神経脊髄炎 351 68 黄色靱帯骨化症 2

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
11 69 後縦靱帯骨化症 8

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 11
17 多系統萎縮症 17 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。) 31 73 下垂体性TSH分泌亢進症 3
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 17
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 12 77 下垂体性成長ホルモン分泌亢進症 0
23 プリオン病 1 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（ホモ接合体） 0
25 進行性多巣性白質脳症 14 80 甲状腺ホルモン不応症 0
26 HTLV-1関連脊髄症 14 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 35
29 ウルリッヒ病 0 84 サルコイドーシス 487
30 遠位型ミオパチー 0 85 特発性間質性肺炎 48
31 ベスレムミオパチー 0 86 肺動脈性肺高血圧症 8
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 61
34 神経線維腫症 11 89 リンパ脈管筋腫症 4
35 天疱瘡 29 90 網膜色素変性症 0
36 表皮水疱症 0 91 バッド・キアリ症候群 3
37 膿疱性乾癬（汎発型） 1 92 特発性門脈圧亢進症 2
38 スティーヴンス・ジョンソン症候群 3 93 原発性胆汁性肝硬変 100
39 中毒性表皮壊死症 2 94 原発性硬化性胆管炎 39
40 高安動脈炎 18 95 自己免疫性肝炎 463
41 巨細胞性動脈炎 0 96 クローン病 26
42 結節性多発動脈炎 8 97 潰瘍性大腸炎 125
43 顕微鏡的多発血管炎 208 98 好酸球性消化管疾患 0
44 多発血管炎性肉芽腫症 232 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 6 100 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 65 101 腸管神経節細胞僅少症 0
47 バージャー病 6 102 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 2 103 CFC症候群 0
49 全身性エリテマトーデス 1,448 104 コステロ症候群 0
50 皮膚筋炎／多発性筋炎 302 105 チャージ症候群 1
51 全身性強皮症 41 106 クリオピリン関連周期熱症候群 0
52 混合性結合組織病 132 107 全身型若年性特発性関節炎 0
53 シェーグレン症候群 632 108 TNF受容体関連周期性症候群 0
54 成人スチル病 9 109 非典型溶血性尿毒症症候群 0
55 再発性多発軟骨炎 3 110 ブラウ症候群 0

高度の医療の提供の実績

4　指定難病についての診療

（様式第2）



高度の医療の提供の実績

4　指定難病についての診療

（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 2
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。） 26
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 0
116 アトピー性脊髄炎 1 166 弾性線維性仮性黄色腫 3
117 脊髄空洞症 4 167 マルファン症候群 21
118 脊髄髄膜瘤 3 168 エーラス・ダンロス症候群 5
119 アイザックス症候群 0 169 メンケス病 1
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 24
122 脳表ヘモジデリン沈着症 0 172 低ホスファターゼ症 1

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 6 177 有馬症候群 0
128 ビッカースタッフ脳幹脳炎 1 178 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 1 179 ウィリアムズ症候群 0
130 先天性無痛無汗症 3 180 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 2 190 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 10
144 レノックス・ガストー症候群 3 194 ソトス症候群 0
145 ウエスト症候群 10 195 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 42 199 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 2 207 総動脈幹遺残症 0
158 結節性硬化症 10 208 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



高度の医療の提供の実績

4　指定難病についての診療

（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 1 260 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 1 266 家族性地中海熱 13
219 ギャロウェイ・モワト症候群 0 267 高ＩｇＤ症候群 2
220 急速進行性糸球体腎炎 397 268 中條・西村症候群 0

221 抗糸球体基底膜腎炎 32 269
化膿性無菌性関節炎・壊疽性膿皮症・アク

ネ症候群
6

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 1
223 一次性膜性増殖性糸球体腎炎 0 271 強直性脊椎炎 13
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 7
227 オスラー病 0 275 タナトフォリック骨異形成症 0
228 閉塞性細気管支炎 2 276 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 1
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

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 2

234
ペルオキシソーム病（副腎白質ジストロ

フィーを除く。）
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 194 283 後天性赤芽球癆 0
236 偽性副甲状腺機能低下症 3 284 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 35 286 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 1 288 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 3
242 高チロシン血症2型 0 290 非特異性多発性小腸潰瘍症 1
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 5
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 13
249 グルタル酸血症1型 0 297 アラジール症候群 3
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 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 313
253 先天性葉酸吸収不全 0 301 黄斑ジストロフィー 10
254 ポルフィリン症 4 302 レーベル遺伝性視神経症 1
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 1

258
ガラクトース－１－リン酸ウリジルトランス

フェラーゼ欠損症
0 306 好酸球性副鼻腔炎 27



高度の医療の提供の実績

4　指定難病についての診療

（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 1 321 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 3
318 シトリン欠損症 1 330 先天性気管狭窄症 1

（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）

　・総合評価加算

　・呼吸ケアチーム加算

　・摂食障害入院医療管理加算

　・栄養サポートチーム加算

　・感染防止対策加算1
　　感染防止対策地域連携加算・抗菌薬適正使用支援加算

　・患者サポート体制充実加算

　・ハイリスク分娩管理加算

　・褥瘡ハイリスク患者ケア加算

　・後発医薬品使用体制加算3

　・病棟薬剤業務実施加算1

　・ハイリスク妊娠管理加算

　・超急性期脳卒中加算

　・診療録管理体制加算１

　・精神疾患診療体制加算

　・精神科急性期医師配置加算

　・看護補助加算2

　・療養環境加算

　・重症者等療養環境特別加算

　・医療安全対策加算1

　・無菌治療室管理加算1

　・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

高度の医療の提供の実績

　・病棟薬剤業務実施加算2

　・データ提出加算2

　・入退院支援加算2・3
　　入院時支援加算・地域連携診療計画加算

　・認知症ケア加算1

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

　・歯科診療特別対応連携加算

　・特定機能病院入院基本料（一般: 7対1、精神：13対1）

　・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　50対１

　・看護職員夜間配置加算 12対1配置加算1 　・救命救急入院料4

　・特定集中治療室管理料１　小児加算

　・新生児特定集中治療室管理料1

　・小児入院医療管理料1

　・入院時食事療養（１）・入院時生活療養（１）

（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）

　・遺伝学的検査 　・心大血管疾患リハビリテーション料（Ⅰ）　初期加算

　・歯科治療総合医療管理料 　・抗悪性腫瘍剤処方管理加算

　・在宅腫瘍治療電場療法指導管理料 　・外来化学療法加算1

　・持続血糖測定器加算 　・無菌製剤処理料

　・医療機器安全管理料1 　・ＣＴ撮影及びＭＲＩ撮影

　・医療機器安全管理料（歯科） 　・心臓ＭＲＩ撮影加算

　・医療機器安全管理料2 　・冠動脈ＣＴ撮影加算

　・肝炎インターフェロン治療計画料 　・内服･点滴誘発試験

　・地域連携診療計画加算 　・画像診断管理加算１

　・薬剤管理指導料 　・センチネルリンパ節生検（片側）

　・療養・就労両立支援指導料の注2に規定する相談体制
　　充実加算

　・ロービジョン検査判断料

　・排尿自立指導料 　・小児食物アレルギー負荷検査

　・がん治療連携計画策定料 　・コンタクトレンズ検査料１

　・院内トリアージ実施料 　・光トポグラフィー

　・ニコチン依存症管理料 　・補聴器適合検査

　・外来放射線照射診療料 　・神経学的検査

　・移植後患者指導管理料（造血幹細胞移植後） 　・ヘッドアップティルト試験

　・乳腺炎重症化予防・ケア指導料 　・長期継続頭蓋内脳波検査

　・糖尿病透析予防指導管理料 　・皮下連続式グルコース測定

　・がん性疼痛緩和指導管理料 　・検体検査管理加算（Ⅳ）

　・外来緩和ケア管理料 　・時間内歩行試験及びシャトルウォーキングテスト

　・がん患者指導管理料3 　・心臓カテーテル法による諸検査の血管内視鏡検査加算

　・がん患者指導管理料1 　・国際標準検査管理加算

　・がん患者指導管理料2 　・遺伝カウンセリング加算

施　設　基　準　の　種　類 施　設　基　準　の　種　類

　・ウイルス疾患指導料
　・ＨＰＶ核酸検出及びＨＰＶ核酸検出
　　（簡易ジェノタイプ判定）

　・糖尿病合併症管理料 　・検体検査管理加算（Ⅰ）

高度の医療の提供の実績

（様式第2）



　・胸腔鏡下縦隔悪性腫瘍手術（内視鏡手術用支援機器
　　を用いる場合）

　・胸腔鏡下良性縦隔腫瘍手術（内視鏡手術用支援機器
　　を用いる場合）

　・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(腎孟)腸瘻閉鎖術(内視鏡
　　によるもの)、尿管腸瘻閉鎖術(内視鏡によるもの)、膀胱
　　腸瘻閉鎖術(内視鏡によるもの)及び膣腸瘻閉鎖術(内視
　　鏡によるもの)

　・経皮的中隔心筋焼灼術

　・ペースメーカー移植術及びペースメーカー交換術

　・胸腔鏡下食道悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器
　　を用いる場合)

　・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）

　・体外衝撃波胆石破砕術

　・網膜再建術 　・腹腔鏡下肝切除術

　・人工中耳植込術 　・体外衝撃波膵石破砕術

　・脊髄刺激装置植込術及び脊椎刺激装置交換術 　・補助人工心臓

　・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））

　・バルーン閉塞下逆行性経静脈的塞栓術

　・緑内障手術(水晶体再建術併用眼内ドレーン挿入術)
　・胆管悪性腫瘍手術（膵頭十二指腸切除及び肝切除
　　（葉以上）を伴うものに限る。）

　・腫瘍脊椎骨全摘術
　・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

　・原発性悪性脳腫瘍光線力学療法加算 　・大動脈バルーンパンピング法（ＩＡＢＰ法）

　・脳刺激装置植込術（頭蓋内電極植込術を含む。） 　・経皮的循環補助法（ポンプカテーテルを用いたもの）

　・組織拡張器による再建手術（一連につき）
　　（乳房（再建手術）の場合に限る。）

　・骨移植術（軟骨移植術を含む。）
　　（自家培養軟骨移植術に限る。）

　・後縦靭帯骨化症手術(前方進入によるもの)
　・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

　・歯科技工加算 　・経皮的冠動脈形成術（特殊カテーテルによるもの）

　・皮膚悪性腫瘍切除術(悪性黒色腫センチネルリンパ節
　　加算を算定する場合に限る。)

　・皮膚移植術(死体)

　・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）

　・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

　・人工腎臓（慢性維持透析を行った場合）

　・導入期加算2及び腎代替療法実績加算

　・CAD／CAM冠

　・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。）

　・エタノールの局所注入（甲状腺）　100/100

　・エタノールの局所注入（副甲状腺）

　・がん患者リハビリテーション料

　・集団コミュニケーション療法料

　・歯科口腔リハビリテーション料２

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

　・乳腺悪性腫瘍手術（乳がんセンチネルリンパ節加算1
　　及び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。）

　・脳血管疾患等リハビリテーション料（Ⅰ）　初期加算

　・運動器リハビリテーション料（Ⅰ）　初期加算

　・呼吸器リハビリテーション料（Ⅰ）　初期加算

　・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。)

　・腹腔鏡下膵体尾部腫瘍切除術

　・腹腔鏡下膵頭十二指腸切除術

　・ゲル充填人工乳房を用いた乳房再建術（乳房切除後）

　・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

　・腹腔鏡下膵腫瘍摘出術

　・内視鏡下鼻・副鼻腔手術Ｖ型（拡大副鼻腔手術）

　・喉頭形成手術（甲状軟骨固定用器具を用いたもの）



　・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

　・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

　・口腔粘膜血管腫凝固術

　・レーザー機器加算

　・胃瘻造設時嚥下機能評価加算

　・歯周組織再生誘導手術

　・手術時歯根面レーザー応用加算

　・広範囲顎骨支持型装置埋入手術

　・輸血適正使用加算

　・自己生体組織接着剤作成術

　・人工肛門・人工膀胱造設術前処置加算

　・腹腔鏡下仙骨膣固定術

　・胃瘻造設術（経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下
　　胃瘻造設術を含む。）

　・輸血管理料（Ⅰ）

　・画像誘導密封小線源治療加算

　・病理診断管理加算2

　・腹腔鏡下子宮悪性腫瘍手術(子宮体がんに対して内視
　　鏡下手術用支援機器を用いる場合)

　・口腔病理診断管理加算2

　・早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術

　・腹腔鏡下直腸切除・切断術(内視鏡手術用支援機器を
　　用いる場合)

　・腹腔鏡下膣式子宮全摘術(内視鏡手術用支援機器を
　　用いる場合)

　・腹腔鏡下子宮悪性腫瘍手術（子宮体がんに限る。）

　・体外衝撃波腎・尿管結石破砕術 　・クラウン・ブリッジ維持管理料

　・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）

　・歯科矯正診断料

　・悪性腫瘍病理組織標本加算



7　診療報酬の算定方法に先進医療から採り入れられた医療技術

8　病理・臨床検査部門の概要

①．臨床検査部門と病理診断部門は別々である。

(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

　診療科毎に曜日を決め、概ね月に1～4回の検討会を
開催している。また、全科対象の「臨床病理検討会」
を毎月最終月曜日に定期開催している。

剖　検　の　状　況

　・

　・

剖検症例数　　　36例　／　　　剖検率　　　3.91%

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) 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

　・前眼部三次元画像解析 　・

　・

　・

　・

　・

　・

　・

　・

　・

　・

　・

（様式第2）



1  研究費補助等の実績

研 究 課 題 名 研 究 者 氏 名 所  属  部  門 金   額

エクソソーム解析系に基づく造血器腫瘍の新規診断法
の開発

大屋敷　一馬 血液内科学 2,860,000
補 
委

独立行政法人
日本学術振興会

グルタミン酸受容体によるPh陽性白血病幹細胞の制御 岡部　聖一 血液内科学 2,340,000
補 
委

独立行政法人
日本学術振興会

間質由来エクソソームの加齢性変化が関与するがん間
質の新規発生機序の解明

梅津　知宏 血液内科学 1,430,000
補 
委

独立行政法人
日本学術振興会

エクソソーム含有テロメアRNA定量系による血液中がん
バイオマーカー測定法の開発

小林　千晶 血液内科学 1,040,000
補 
委

独立行政法人
日本学術振興会

網羅的エクソーム解析を利用した稀少肺疾患の責任遺
伝子同定に向けて

瀬戸口　靖弘 呼吸器内科学 1,560,000
補 
委

独立行政法人
日本学術振興会

糖尿病の的確医療を実現する治療効果・心血管リスク
予測法と新規治療法の開発

小田原　雅人
糖尿病代謝内分泌
リウマチ膠原病内

科
2,990,000

補 
委

独立行政法人
日本学術振興会

糖尿病患者における遺伝的背景を勘案した組織亜鉛
蓄積と血糖コントロールに関する研究

伊藤　禄郎
糖尿病代謝内分泌
リウマチ膠原病内

科
1,690,000

補 
委

独立行政法人
日本学術振興会

2型糖尿病遺伝子SLC16A11/13のインスリン抵抗性に
おける役割の解明

原　一雄
糖尿病代謝内分泌
リウマチ膠原病内

科
1,430,000

補 
委

独立行政法人
日本学術振興会

非アルコール性脂肪性肝炎の肝線維化に対する
Synoviolinの役割の検討

中村　郁夫 消化器内科学 1,690,000
補 
委

独立行政法人
日本学術振興会

肝病態評価における超音波　弾性・粘性イメージング
の基礎的検討

杉本 勝俊 消化器内科学 1,170,000
補 
委

独立行政法人
日本学術振興会

新開発超音波エラストグラフィーによる画期的「非侵襲
的食道胃静脈瘤診断法」の開発

古市　好宏 消化器内科学 1,430,000
補 
委

独立行政法人
日本学術振興会

糖尿病性認知症の病態解析 羽生　春夫 高齢総合医学 780,000
補 
委

独立行政法人
日本学術振興会

認知症介護者の介護負担感と介護うつに対する介護
者教育の効果に関する研究

櫻井　博文 高齢総合医学 780,000
補 
委

独立行政法人
日本学術振興会

軽度認知機能障害における大脳白質病変容積の認知
機能、抑うつ、脳血流に対する影響

平尾　健太郎 高齢総合医学 1,300,000
補 
委

独立行政法人
日本学術振興会

高齢者への運動介入による老化予防の検討 清水　聰一郎 高齢総合医学 1,300,000
補 
委

独立行政法人
日本学術振興会

認知症患者の総合的栄養評価についての研究 佐藤　友彦 高齢総合医学 650,000
補 
委

独立行政法人
日本学術振興会

腎虚血再灌流、低酸素負荷マウスにおける脳腎関連
の分子メカニズムの解明

平野　麻子（権
藤麻子）

腎臓内科学 130,000
補 
委

独立行政法人
日本学術振興会

超短鎖型核酸投与による腎線維症の治療 齋藤　優 腎臓内科学 1,430,000
補 
委

独立行政法人
日本学術振興会

うつ病発症機序の2-hitストレスモデルによる検証 井上　猛 精神医学 2,080,000
補 
委

独立行政法人
日本学術振興会

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 精神医学 780,000
補 
委

独立行政法人
日本学術振興会

個別化した睡眠の改善による学生の欠席・不調の改善 志村　哲祥 精神医学 2,730,000
補 
委

独立行政法人
日本学術振興会

悪性胸膜中皮腫と反応性中皮細胞でのアンチエイジン
グKotho遺伝子の役割

加藤　靖文
呼吸器・甲状腺

外科学
1,690,000

補 
委

独立行政法人
日本学術振興会

悪性胸膜中皮腫におけるメタボローム解析～新たなバ
イオマーカーの創出

垣花　昌俊
呼吸器・甲状腺

外科学
1,690,000

補 
委

独立行政法人
日本学術振興会

術中レーザーマーキング実用化の検討 大谷　圭志
呼吸器・甲状腺

外科学
1,300,000

補 
委

独立行政法人
日本学術振興会

リアルタイム画像支援による仮想気管支鏡システムの
開発

吉田　浩一
呼吸器・甲状腺

外科学
260,000

補 
委

独立行政法人
日本学術振興会

小計　25件

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

補助元又は委託元

（様式第3）



研 究 課 題 名 研 究 者 氏 名 所  属  部  門 金   額

胸腔洗浄液メタボローム解析による肺癌新規バイオ
マーカーと予後予測因子の網羅的探索

前田　純一
呼吸器・甲状腺

外科学
1,430,000

補 
委

独立行政法人
日本学術振興会

皮膚内残留薬剤測定システムを用いた光線過敏症予
防の検討

前原　幸夫
呼吸器・甲状腺

外科学
1,950,000

補 
委

独立行政法人
日本学術振興会

間質性肺炎動物モデルを用いた光線力学的治療の影
響の検討

今井　健太郎
呼吸器・甲状腺

外科学
1,170,000

補 
委

独立行政法人
日本学術振興会

消化管狭窄予防ステント（吸収性）の開発 粕谷　和彦
消化器・小児外

科学
2,080,000

補 
委

独立行政法人
日本学術振興会

膵癌における不可逆電気穿孔法(IRE)を用いたハイブ
リット手術の開発

永川　裕一
消化器・小児外

科学
1,820,000

補 
委

独立行政法人
日本学術振興会

切除不能再発大腸癌に対する化学療法の効果予測に
対する唾液メタボローム解析の有用性

榎本　正統
消化器・小児外

科学
1,820,000

補 
委

独立行政法人
日本学術振興会

メタボローム解析を用いた膵癌の抗がん剤感受性予測
と個別化治療法の確立

細川　勇一
消化器・小児外

科学
1,300,000

補 
委

独立行政法人
日本学術振興会

感染に起因する術後膵液瘻発生メカニズムの解明と感
染制御の確立

瀧下　智恵
消化器・小児外

科学
910,000

補 
委

独立行政法人
日本学術振興会

血管平滑筋細胞におけるTGFβとPKCδによる動脈瘤
発生メカニズムの解明

神谷　健太郎
心臓血管外科

学
1,690,000

補 
委

独立行政法人
日本学術振興会

静脈グラフトにおけるプロスタノイド受容体の発現とポジ
ティブ・リモデリングの誘導

西部　俊哉
心臓血管外科

学
1,560,000

補 
委

独立行政法人
日本学術振興会

乳腺悪性腫瘍患者血小板中mRNAの診断的価値につ
いての検討

上田　亜衣 乳腺科学 2,210,000
補 
委

独立行政法人
日本学術振興会

マイトファジーにおけるBRCA1の機能解明とBRCA1変
異乳癌の新規治療開発

宮原　か奈 乳腺科学 1,300,000
補 
委

独立行政法人
日本学術振興会

悪性脳腫瘍に対する新規光感受性物質を用いた光線
免疫療法の開発

秋元　治朗 脳神経外科学 2,080,000
補 
委

独立行政法人
日本学術振興会

卵巣明細胞腺癌の早期診断マーカーとしての血清中
miRNAの探索と解析

西　洋孝 産科婦人科学 1,430,000
補 
委

独立行政法人
日本学術振興会

初期胚・多能性幹細胞培養におけるオクタン酸を中心
とした脂肪代謝の研究

久慈　直昭 産科婦人科学 910,000
補 
委

独立行政法人
日本学術振興会

超音波Elastographyによる新たな胎盤評価法の検討 長谷川　朋也 産科婦人科学 1,690,000
補 
委

独立行政法人
日本学術振興会

機能性ナノ磁気微粒子を用いた新規抗てんかん薬の
作用機序解明と脳保護作用の探索

山中　岳 小児科学 1,690,000
補 
委

独立行政法人
日本学術振興会

小児起立性調節障害クリニカルスコアの開発と客観的
アウトカム指標としての有効性確立

呉　宗憲 小児科学 650,000
補 
委

独立行政法人
日本学術振興会

眼部悪性腫瘍における網羅的ゲノム解析と臨床応用
への展開

後藤　浩 眼科学 1,560,000
補 
委

独立行政法人
日本学術振興会

眼内増殖疾患に対するDasatinibの臨床応用に向けた
効果の解析

馬詰　和比古 眼科学 1,560,000
補 
委

独立行政法人
日本学術振興会

超高齢化社会に向けたVRQoLに基づく緑内障治療プ
ロトコルの確立

丸山　勝彦 眼科学 1,300,000
補 
委

独立行政法人
日本学術振興会

難治性眼炎症性疾患におけるアマクリン細胞による神
経-血管相互作用の役割

臼井　嘉彦 眼科学 1,560,000
補 
委

独立行政法人
日本学術振興会

角膜細菌感染症における組織常在型マクロファージの
機能解析

成松　明知 眼科学 1,560,000
補 
委

独立行政法人
日本学術振興会

腱・腱鞘再建の治療成績改善を目指して：生体工学的
研究

西田　淳 整形外科学 1,040,000
補 
委

独立行政法人
日本学術振興会

椎間板性腰痛の軟骨変性および神経侵入における
DUSP-1による抑制効果

遠藤　健司 整形外科学 1,560,000
補 
委

独立行政法人
日本学術振興会

小計　25件

補助元又は委託元



研 究 課 題 名 研 究 者 氏 名 所  属  部  門 金   額

抗酸化剤添加が人工関節ポリエチレンの分子構造と力
学特性に与える影響の解明

正岡　利紀 整形外科学 1,300,000
補 
委

独立行政法人
日本学術振興会

プロスタグランジンによる椎間板性腰痛抑制機構解明
に基づいた新規制御因子の探索

鈴木　秀和 整形外科学 1,560,000
補 
委

独立行政法人
日本学術振興会

DUSP-1によるヒト変形性関節症の軟骨変性および神
経侵入制御の解明

澤地　恭昇 整形外科学 1,560,000
補 
委

独立行政法人
日本学術振興会

血管誘導と虚血耐性獲得を用いた新しい脂肪移植方
法の確立とその臨床応用

松村　一 形成外科学 1,560,000
補 
委

独立行政法人
日本学術振興会

細菌負荷創傷に対するリアルタイムな評価法の確立と
その臨床応用

小野　紗耶香 形成外科学 1,430,000
補 
委

独立行政法人
日本学術振興会

極小ナノバブル水の創傷治癒への効果と臨床応用に
むけて

井田　夕紀子 形成外科学 1,040,000
補 
委

独立行政法人
日本学術振興会

膀胱癌患者における膿尿発現の機序解明とBCG抵抗
性克服に向けた治療戦略

佐竹　直哉 泌尿器科学 910,000
補 
委

独立行政法人
日本学術振興会

難治性前立腺癌に対するタキサン系抗癌剤とNFκB
阻害剤を用いた新規治療戦略開発

平澤　陽介 泌尿器科学 910,000
補 
委

独立行政法人
日本学術振興会

「書きことば」への移行期にある人工内耳装用児の言語
発達に関する縦断研究

河野　淳
耳鼻咽喉科・頭

頸部外科学
780,000

補 
委

独立行政法人
日本学術振興会

fMRIを用いた発声障害患者における高次脳機能の研
究

豊村　文将
耳鼻咽喉科・頭

頸部外科学
1,560,000

補 
委

独立行政法人
日本学術振興会

S100A8/A9-Emmprin系を介したメラノーマの増殖転移
制御に関する研究

坪井　良治 皮膚科学 910,000
補 
委

独立行政法人
日本学術振興会

有棘細胞癌の発症及び転移に関与するシグナル伝達
系の解析

原田　和俊 皮膚科学 2,340,000
補 
委

独立行政法人
日本学術振興会

SCFは肥満細胞のIL-33依存性MHC class II発現を抑
制させる

伊藤　友章 皮膚科学 910,000
補 
委

独立行政法人
日本学術振興会

アトピー性皮膚炎におけるバリア破綻がもたらす炎症の
惹起機構の解明

山本　真実 皮膚科学 1,430,000
補 
委

独立行政法人
日本学術振興会

サイクロフィリンDノックアウトマウスによる敗血症関連脳
症のミトコンドリア分子解析

魚島　直美 麻酔科学 2,470,000
補 
委

独立行政法人
日本学術振興会

敗血症関連脳症における脳ミトコンドリア機能不全と小
胞体ストレス制御機構の役割解明

内野　博之 麻酔科学 2,730,000
補 
委

独立行政法人
日本学術振興会

手術場における麻酔関連アラームのリスク低減と新た
なモニタリングシステム構築

柿沼　孝泰 麻酔科学 1,170,000
補 
委

独立行政法人
日本学術振興会

iPS細胞を基盤とした麻酔薬の神経毒性誘発機構の基
礎的解明

千々岩　みゆき 麻酔科学 1,950,000
補 
委

独立行政法人
日本学術振興会

人工心肺における白血球・血小板機能障害誘発機構
の基礎的解明

板橋　俊雄 麻酔科学 650,000
補 
委

独立行政法人
日本学術振興会

唾液メタボローム解析を用いた放射線感受性予測法の
確立

徳植　公一 放射線医学 1,820,000
補 
委

独立行政法人
日本学術振興会

膵癌，胆道癌の肝転移評価のためのMRI検査にメタボ
ロミクスを併用することの有効性

齋藤　和博 放射線医学 1,430,000
補 
委

独立行政法人
日本学術振興会

口腔がん微小環境内のがん幹細胞と腫瘍関連マクロ
ファージの機能解析と新たな治療戦略

里見　貴史 口腔外科学 1,820,000
補 
委

独立行政法人
日本学術振興会

ヒト歯髄幹細胞を用いた新規三次元骨再生医療戦略 古賀　陽子 口腔外科学 1,560,000
補 
委

独立行政法人
日本学術振興会

口腔癌におけるがん幹細胞の特性を利用した新規治
療戦略の基礎的研究

渡辺　正人 口腔外科学 1,820,000
補 
委

独立行政法人
日本学術振興会

TAMとCSCをターゲットにした口腔癌リンパ節転移に対
する新たな治療戦略

河野　通秀 口腔外科学 1,300,000
補 
委

独立行政法人
日本学術振興会

小計　25件

補助元又は委託元



研 究 課 題 名 研 究 者 氏 名 所  属  部  門 金   額

インプラント周囲炎によるチタンインプラントの腐食・溶
出挙動とフッ素との関連の解明

高橋　英俊 口腔外科学 910,000
補 
委

独立行政法人
日本学術振興会

血漿メタボローム解析による口腔がん術後再発・転移
診断法の確立

木本　明 口腔外科学 1,690,000
補 
委

独立行政法人
日本学術振興会

上顎骨延長法における牽引力と軟組織変化のモニタリ
ングシステムの開発

南　綾 口腔外科学 2,080,000
補 
委

独立行政法人
日本学術振興会

口腔進行癌に対する組織内光線力学的治療の応用法
に関する研究

宮本　重樹 口腔外科学 1,430,000
補 
委

独立行政法人
日本学術振興会

救急集中治療における医学的判断と評価に注目した
診療技術の可視化と解析基盤の開発

織田　順 救急・災害医学 3,120,000
補 
委

独立行政法人
日本学術振興会

患者幸福のための、救急・集中治療領域における説明
同意過程の標準化に関する研究

織田　順 救急・災害医学 1,040,000
補 
委

独立行政法人
日本学術振興会

３Ｄモデルのシミュレータを用いた外傷外科教育効果 内田　康太郎 救急・災害医学 1,300,000
補 
委

独立行政法人
日本学術振興会

呼吸器誘発肺障害におけるaquaporinの役割 石井　友理 救急・災害医学 1,820,000
補 
委

独立行政法人
日本学術振興会

唾液メタボローム解析による膵癌・乳癌をはじめとする
癌の早期診断技術の確立

岩渕　篤敬
健診予防医学

センター
1,690,000

補 
委

独立行政法人
日本学術振興会

片麻痺脳血管障害者の局所下肢運動時における循環
調節の検証

長田　卓也
リハビリテーショ

ンセンター
650,000

補 
委

独立行政法人
日本学術振興会

妊孕姓温存のためのヒト卵巣凍結保存と移植後の血管
新生促進による成熟卵子の作出

本橋　秀之
疾患モデル研

究センター
1,430,000

補 
委

独立行政法人
日本学術振興会

医薬品・医療機器の費用対効果評価におけるNDBの
活用可能性の検証

渡邊　亮
大学・大学病院
情報システム室

1,690,000
補 
委

独立行政法人
日本学術振興会

ラマン分光を応用した膝靱帯変性の新たな診断技術
開発と実用化への展開

高橋　康仁
骨・関節バイオ
マテリアル研究

寄附講座
1,560,000

補 
委

独立行政法人
日本学術振興会

レム睡眠行動障害合併型ナルコレプシーの実態調査と
転帰を含めた病態解明

咲間　妙子（笹
井妙子）

睡眠学寄附講
座

1,170,000
補 
委

独立行政法人
日本学術振興会

エイズ対策研究事業の企画と評価に関する研究 福武　勝幸 臨床検査医学 3,250,000
補 
委

厚生労働省

難治性めまい疾患に関する調査研究 鈴木　衞
耳鼻咽喉科・頭

頸部外科学
200,000

補 
委

厚生労働省

ベーチェット病に関する調査研究 後藤　浩 眼科学 400,000
補 
委

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

後藤　浩 眼科学 500,000
補 
委

厚生労働省

脊柱靭帯骨化症に関する調査研究 山本　謙吾 整形外科学 250,000
補 
委

厚生労働省

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

山本　謙吾 整形外科学 100,000
補 
委

厚生労働省

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

織田　順 救急・災害医学 560,000
補 
委

厚生労働省

救急医療体制の推進に関する研究 織田　順 救急・災害医学 200,000
補 
委

厚生労働省

HIV感染症及びその合併症の課題を克服する研究 久慈　直昭 産科婦人科学 2,000,000
補 
委

厚生労働省

先天異常症候群領域の指定難病等のQOLの向上を
目指す包括的研究

沼部　博直
遺伝子診療セ

ンター
800,000

補 
委

厚生労働省

大規模医療データを利用した医療ICT利用の効果検
証に関する研究

渡邊　亮
大学・大学病院
情報システム室

600,000
補 
委

厚生労働省

小計　25件

補助元又は委託元



研 究 課 題 名 研 究 者 氏 名 所  属  部  門 金   額

MDS病期進展のメカニズムの解明 大屋敷　一馬 血液内科学 1,000,000
補 
委

国立研究開発法人
日本医療研究開発機構

レジストリのコホート研究としての解析と結果を活用したコルヒチン第
３相検証的試験（先進医療B）の計画作成と実施、出口戦略 冨山　博史 循環器内科学 1,400,000

補 
委

国立研究開発法人
日本医療研究開発機構

東京医科大学病院症例の経過観察 中山　秀章 呼吸器内科学 100,000
補 
委

国立研究開発法人
日本医療研究開発機構

肺胞蛋白症診療に直結するエビデンス創出研究：重症
難治例の診断治療管理

瀬戸口　靖弘 呼吸器内科学 150,000
補 
委

国立研究開発法人
日本医療研究開発機構

SDTの臨床研究と治験の実施ならびにそのための機器
開発と実施計画書作成

祖父尼 淳 消化器内科学 4,400,000
補 
委

国立研究開発法人
日本医療研究開発機構

孤発性筋萎縮性側索硬化症を対象としたE2007
（perampanel）の多施設共同、二重盲検、無作為化、プ
ラセボ対照、並行群間比較試験

相澤　仁志 神経内科学 4,974,209
補 
委

国立研究開発法人
日本医療研究開発機構

適切な医療を目指した軽度認知障害等の患者の情報
登録及び連携に関する研究

羽生　春夫 高齢総合医学 1,200,000
補 
委

国立研究開発法人
日本医療研究開発機構

CADASIL患者データベースの構築と脳血流SPECTの
解析

羽生　春夫 高齢総合医学 800,000
補 
委

国立研究開発法人
日本医療研究開発機構

QOL・社会機能等の評価ツール開発 井上　猛 精神医学 700,000
補 
委

国立研究開発法人
日本医療研究開発機構

末梢型肺がんに対する光線力学的治療に関する臨床
研究

池田　德彦
呼吸器・甲状腺

外科学
2,470,000

補 
委

国立研究開発法人
日本医療研究開発機構

完全切除後非小細胞肺がんに対するバイオマーカーによる転移活
性評価と補助化学療法の有効性を確認するための後ろ向き観察研
究、臨床性能試験―東京医科大学症例登録および標本作成―

岡野　哲也
呼吸器・甲状腺

外科学
3,744,000

補 
委

国立研究開発法人
日本医療研究開発機構

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

勝又　健次
消化器・小児外

科学
520,000

補 
委

国立研究開発法人
日本医療研究開発機構

側方骨盤リンパ節転移陽性の難治性下部直腸癌の予
後改善を目指した治療法に関する研究

勝又　健次
消化器・小児外

科学
260,000

補 
委

国立研究開発法人
日本医療研究開発機構

国内ならびにグローバルサーベイランスのためのRSウ
イルス感染症に関する検査システムの開発研究

河島　尚志 小児科学 3,000,000
補 
委

国立研究開発法人
日本医療研究開発機構

抗ウイルス薬耐性インフルエンザ治療ガイドライン作成
と重症化病態解析

河島　尚志 小児科学 1,300,000
補 
委

国立研究開発法人
日本医療研究開発機構

遺伝カウンセラーのバックグラウンドを有するキュレー
ター育成とアノテーションの実践

沼部　博直 小児科学 1,040,000
補 
委

国立研究開発法人
日本医療研究開発機構

急性大動脈解離のEvidence Practice Gap の可視化を
行うための指標の作成と測定に関する研究

荻野　均
心臓血管外科

学
10,000,000

補 
委

国立研究開発法人
日本医療研究開発機構

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 荻野　均

心臓血管外科
学

100,000
補 
委

国立研究開発法人
日本医療研究開発機構

集束超音波治療機器とドラッグデリバリーシステムを組合せた
音響力学的療法の実用化開発

海瀬　博史 乳腺科学 650,000
補 
委

国立研究開発法人
日本医療研究開発機構

配偶子提供治療の枠組み構築 久慈　直昭 産科婦人科学 1,000,000
補 
委

国立研究開発法人
日本医療研究開発機構

前庭神経炎のステロイド治療に関する研究 鈴木　衞 耳鼻咽喉科学 350,000
補 
委

国立研究開発法人
日本医療研究開発機構

国内未承認エイズ治療薬等を用いたＨＩＶ感染症治療薬及
びＨＩＶ感染症至適治療法の開発に係る応用研究

福武 勝幸 臨床検査医学 100,000,000
補 
委

国立研究開発法人
日本医療研究開発機構

血友病に関連する遺伝子解析 稲葉　浩 臨床検査医学 1,000,000
補 
委

国立研究開発法人
日本医療研究開発機構

国内侵入・流行発生が危惧される昆虫媒介性ウイルス
感染症に対する総合的対策に資する開発研究

濱田 篤郎
渡航者医療セ

ンター
1,500,000

補 
委

国立研究開発法人
日本医療研究開発機構

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

羽生　春夫 高齢総合医学 1,000,000
補 
委

国立研究開発法人国立
長寿医療研究センター

小計　25件

補助元又は委託元



研 究 課 題 名 研 究 者 氏 名 所  属  部  門 金   額

次世代医療機器・再生医療等製品評価指標作成事業・再生
医療分野

松村　一 形成外科学 3,000,000
補 
委

国立医薬品食品衛
生研究所

市民と共に進める災害医療教護訓練プログラムの実装 三島　史朗 救急・災害医学 1,170,000
補 
委

国立研究開発法人
科学技術振興機構

献体による外傷手術臨床解剖学的研究会 本間　宙 救急・災害医学 7,424,000
補 
委

厚生労働省

小計　3件

合計128件

　　　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。

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

補助元又は委託元



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 　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。

　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。

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
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

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

【資料1参照】

　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。

（様式第3）



　　　　　　　　　　　　　　　　　（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　　　　　　　　　　　　　　　【資料1】

番号 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 論文種別

1 Komatsu S. 循環器内科
Comparison of the clinical significance of single cuff-based arterial
stiffness parameters with that of the commonly used parameters

J Cardiol 69(4): 678-683, 2017 原著

2 Tanaka N. 循環器内科
Analysis of suboptimal stent deployment using intravascular
ultrasound and coronary pressure pullback measurement

J Cardiol 69(4): 613-618, 2017 原著

3 Tomiyama H. 循環器内科
The contribution of inflammation to the development of hypertension
mediated by increased arterial stiffness

J Am Heart Assoc 6(7):
e005729, 2017

原著

4 Tomiyama H. 循環器内科 Measurement of flow-mediated vasodilatation
Int Heart J 58(2): 158-162,
2017

原著

5 Shiina K. 循環器内科
New approach to arterial stiffness: BP-independent local carotid
stiffness

Hypertens Res 40: 910-911,
2017

原著

6 Hirose K. 循環器内科
Application of pressure-derived myocardial fractional flow reserve in
chronic hemodialysis patients.

J Cardiol 71(1): 52-58, 2018 原著

7 Tomiyama H. 循環器内科
Longitudinal association among endothelial function, arterial stiffness
and subclinical organ damage in hypertension.

Int J Cardiol 253: 161-166,
2018

原著

8 Murata N. 循環器内科
Increase in the arterial velocity pulse index of patients with
peripheral artery disease.

Pulse (Basel) 5(1-4): 154-160,
2018

原著

9 Itoi T 消化器内科
Serum metabolomic profiles for human pancreatic cancer
discrimination

Int J Mol Sci 18(4): E767, 2017 原著

10 Itoi T 消化器内科
Percutaneous and endoscopic gallbladder drainage for acute
cholecystitis: international multicenter comparative study using
propensity score-matched analysis

J Hepatobiliary Pancreat Sci
24(6): 362-368, 2017

原著

11 Mukai S 消化器内科
Prospective evaluation of a new biflanged metal stent for the
treatment of pancreatic fluid collections (with videos)

Gastrointest Endosc 86(1):
203-207, 2017

原著

12 Chen YI 消化器内科
EUS-guided gastroenterostomy is comparable to enteral stenting
with fewer re-interventions in malignant gastric outlet obstruction

Surg Endosc 31(7): 2946-2952,
2017

原著

13 Sugimoto K 消化器内科
Multimodality imaging to assess immediate response following
irreversible electroporation in patients with malignant hepatic tumors

J Med Ultrason (2001) 44(3):
247-254, 2017

原著

14 Kasuya K 消化器内科
Photodynamic therapy for biliary tract organ via a novel ultra-small
composite optical fiberscope

Exp Ther Med 14(5): 4344-
4348, 2017

原著

15 Yamamoto K 消化器内科
Evaluation of novel slim biopsy forceps for diagnosis of biliary
strictures: Single-institutional study of consecutive 360 cases (with
video)

World J Gastroenterol 23(35):
6429-6436, 2017

原著

16 Nakai Y 消化器内科
Endoscopic management of combined malignant biliary and gastric
outlet obstruction

Dig Endosc 29(1): 16-25, 2017 総説

17 Itoi T 消化器内科
Technical review of endoscopic ultrasonography-guided
gastroenterostomy in 2017

Dig Endosc 29(4): 495-502,
2017

総説

18 Mukai S 消化器内科
Indications and techniques of biliary drainage for acute cholangitis in
updated Tokyo Guidelines 2018

J Hepatobiliary Pancreat Sci
24(10): 537-549, 2017

総説

19 Yamamoto K 消化器内科
Afferent loop syndrome treated by endoscopic ultrasound-guided
gastrojejunostomy, using a lumen-apposing metal stent with an
electrocautery-enhanced delivery system

Endoscopy 49(11): E270-E272,
2017

症例報告

20 Yamamoto K 消化器内科
EUS-guided drainage of hepatic abscess in the right side of the liver
of a patient with Chilaiditi syndrome

Video GIE 2(11): 299-300, 2017 症例報告

小計20

1/11
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番号 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 論文種別

21 Matsunami Y 消化器内科
EUS-guided rendezvous technique for refractory benign biliary
stricture caused by postoperative bile-duct injury

Video GIE 2(12): 326-327, 2017 症例報告

22 Koyama Y 消化器内科 〝Two-devices-in-one-channel method" in a Roux-en-Y patient Video GIE 2(12): 332-333, 2017 症例報告

23 Furuichi Y, 消化器内科
Dual red imaging (novel advanced endoscopy) can increase visibility
and can predict the depth in diagnosing esophageal varices.

J Gastroenterol. 2017
May;52(5):568-576. doi:
10.1007/s00535-016-1249-2.
Epub 2016 Aug 8.

原著

24 Furuichi Y, 消化器内科
Narrow-band imaging can increase the visibility of fibrin caps after
bleeding of esophageal varices: a case with extensive esophageal
candidiasis.

Clin J Gastroenterol. 2017
Aug;10(4):331-335. doi:
10.1007/s12328-017-0745-0.
Epub 2017 May 12

症例報告

25 Asai Y, 消化器内科 Elevated polyamines in saliva of pancreatic cancer.
Cancers (Basel). 2018 Feb
5;10(2). pii: E43. doi:
10.3390/cancers10020043.

原著

26 Itoi T, 消化器内科
East meets West: historical investigation of non-operative biliary
interventions.

J Hepatobiliary Pancreat Sci.
2018 Feb;25(2):162-163. doi:
10.1002/jhbp.530. No abstract
available.

総説

27 Furuichi Y, 消化器内科
Role of dual red imaging to guide intravariceal sclerotherapy injection
of esophageal varices (with videos).

Gastrointest Endosc. 2018
Feb;87(2):360-369. doi:
10.1016/j.gie.2017.06.032. Epub
2017 Jul 8.

原著

28 Naito ST, 消化器内科
Novel ex vivo training model for freehand insertion using a double-
bending peroral direct cholangioscope.

J Gastroenterol Hepatol. 2018
Feb;33(2):543-547. doi:
10.1111/jgh.13864.

原著

29 Suguro M, 消化器内科
Novel technique using a non-tip and short-wire papillotome for biliary
cannulation of intradiverticular papilla in patients with Roux-en-Y
anastomosis.

Dig Endosc. 2018
Mar;30(2):270-272. doi:
10.1111/den.12985. Epub 2017
Nov 29.

症例報告

30 Yamaguchi H, 消化器内科
A case of severe stenosis of hepatic veins and inferior vena cava
with stomal variceal bleeding induced by oxaliplatin-based
chemotherapy.

Clin J Gastroenterol. 2018
Apr;11(2):150-155. doi:
10.1007/s12328-017-0814-4.
Epub 2018 Jan 9.

症例報告

31 Takeuchi H, 消化器内科
Liver fibrosis: noninvasive assessment using supersonic shear imaging
and FIB4 index in patients with non-alcoholic fatty liver disease.

J Med Ultrason (2001). 2018
Apr;45(2):243-249. doi:
10.1007/s10396-017-0840-3.
Epub 2017 Nov 11.

原著

32 Itoi T, 消化器内科
Development of EUS-guided gallbladder drainage and current
indications.

Endosc Ultrasound. 2018 Mar-
Apr;7(2):76-78. doi:
10.4103/eus.eus_4_18. No
abstract available.

総説

33 Nagaoka Y. 腎臓内科
The effect of small dose of topiroxostat on serum uric acid in
patients receiving hemodialysis

Hemodial Int　Dec(11): 2017 原著

34 Kanno Y. 腎臓内科
Comparison of accuracy between pre-hemodialysis and post-
hemodialysis levels of nutritional factors for prediction of mortality in
hemodialysis patients

Clinical nutrition (Edinburgh,
Scotland)：2017

原著

35 Inaba H 臨床検査医学科
Identification of deep intronic individual variants in patients wiyh
hemophilia A by next-generation sequencing of the whole factor VIII
gene

Res Pract Thromb Haemost
1(2):264-274, 2017

原著

36 Kashiwagi Y 小児科
Gastrointestinal and liver lesions in primary childhood Sjögren
syndrome

Clinical Rheumatology. 36(6):
1433-1435, 2017

原著

37 Oana S 小児科
High mobility group box 1 in children with acute encephalopathy and
other convulsive diseases

J Pediatr Neurol Med, open
access journal 2(3): 2-3, 2017

原著

38 Miura T 小児科
Follow-up of patients with uncertain symptoms during an oral food
challenge is useful for diagnosis

Pediatr Allergy Immunol 29(1):
66-71, 2017

原著

39 Morichi S 小児科
Analysis of serum/cerebrospinal fluid cytokines at the onset of
childhood encephalopathy -The olfactory bulb route may be involved
in the pathogenesis of acute encephalopathy-

Neuroinfection 22(1): 137-143,
2017

原著

40 Morichi S 小児科
Pathological analysis of children with childhood central nervous
system infection based on changes in chemokines and interleukin-17
family cytokines in cerebrospinal fluid

J Clin Lab Anal 32(1) DOI:
10.1002/jcla.22162, 2017

原著

小計20

2/11
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番号 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 論文種別

41 Morichi S 小児科
Vascular endothelial growth factor (VEGF) and platelet-derived
growth factor (PDGF) levels in the cerebrospinal fluid of children with
influenza-associated encephalopathy

J Infect Chemother 23(2): 80-
84, 2017

原著

42 Morichi S 小児科
Examination of neurological prognostic markers in patients with
respiratory syncytial virus-associated encephalopathy

Int J Neurosci 127(1): 44-50,
2017

原著

43 Shimura M 小児科
Clinical, pathological, and genetic study of three cases of
erythropoietic protoporphyria diagnosed in childhood

J Tokyo Med Univ 75(4): 432-
441, 2017

原著

44 Moriya T. 放射線科
3D analysis of apparent diffusion coefficient histograms in
hepatocellular carcinoma: correlation with histological grade

Cancer Imaging 17(1): 1,2017 原著

45 Yunaiyama D. 放射線科
Short-segment coil embolization using a double-balloon technique in
an experimental vascular model

Cardiovasc Intervent Radiol 40:
1255-1260,2017

原著

46 Nagakawa Y. 放射線科
A phase Ⅱ trial of neoadjuvant chemoradiotherapy with intensity-
modulated radiotherapy combined with gemcitabine and S-1 for
borderline-resectable pancreatic cancer with arterial involvement

Cancer Chemother Pharmacol
79(5): 951-957,2017

原著

47 Okubo M. 放射線科
Predicting risk factors for radiation pneumonitis after stereotactic
body radiation therapy for primary or metastatic lung tumours

Br J Radiol 90(1073):
20160508,2017

原著

48 Yamada T. 放射線科
Efficacy of ADC histogram analysis for differentiating thymic cancer
from thymoma

OMICS J Radiol 6(1): 252,2017 原著

49 Sugimoto K. 放射線科
Multimodality imaging to assess immediate response following
irreversible electroporation  in patients with malignant hepatic tumors

J Med Ultrason 44(3): 247-
254,2017

原著

50 Okamoto I. 放射線科
Mild pulmonary emphysema a risk factor for interstitial lung disease
when using cetuximab for squamous cell carcinoma of the head and
neck

Adta Otolaryngol 137(12):
1288-1291,2017

原著

51 Sanada T. 放射線科
Clinical outcome and dose volume evaluation in patients who undergo
brachytherapy for angiosarcoma of the scalp and face

Mol Clin Oncol 6(3): 334-
340,2017

原著

52 Shirota N. 放射線科
Target volume dose and clinical outcome in radiotherapy for primary
marginal zone lymphoma of the ocular adnexa

Mol Clin Oncol 6(6): 833-
838,2017

原著

53 Kennoki N. 放射線科
Salvage embolization and histologic analysis of gastric cancer with
hemorrhagic shock using spherical embolic material

Pol J Radiol 4(82): 364-
370,2017

原著

54 Shigefuku S. 呼吸器外科・甲状腺外科
Coil embolization for pulmonary artery injury caused by chest tube
drainage

Interactive Cardio Vascular and
Thoracic Surgery 24(5): 811-
812, 2017

症例報告

55 Kudo Y. 呼吸器外科・甲状腺外科
Comment on prognostic value of epidermal growth factor receptor
mutation subtypes in surgically resected non-small cell lung cancer

Journal of Thoracic Disease
9(5): E499-E502, 2017

総説

56 Shimada Y. 呼吸器外科・甲状腺外科
Could tumor location-specific lymph node dissection be a tailored
approach?

Journal of Thoracic Disease
9(7): 1806-1807, 2017

総説

57 Ohtani K. 呼吸器外科・甲状腺外科
Skin fluorescence following photodynamic therapy with NPe6
photosensitizer

Photodiagnosis and
Photodynamic Therapy 20:
210-214, 2017

原著

58 Yoneyama R. 呼吸器外科・甲状腺外科
Successful adjustment for self-expanding metallic stent migration
using a flexible bronchoscope with two biopsy forceps technique

Gen Thorac Cardiovasc Sur
65(12): 720-723, 2017

症例報告

59 Shimada Y 呼吸器外科・甲状腺外科
What could be the key elements to determine the optimal number of
lymph nodes sampled?

Journal of Thoracic Disease
9(3): E290-291, 2017

総説

60 Shimada Y. 呼吸器外科・甲状腺外科
Exosome mediated phenotypic changes in lung cancer
pathophysiology

Translational Cancer Research
6(S6): S1040-1042, 2017

総説
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61 Kajiwara N, 呼吸器外科・甲状腺外科 Clinical applications of virtual navigation bronchial intervention
Journal of Thoracic Disease
10(1): 307-313, 2018

原著

62 Shigefuku S, 呼吸器外科・甲状腺外科
Prognostic factors for surgically resected non-small cell lung cancer
with cavity formation

Journal of Thoracic Disease
10(2): 973-983, 2018

原著

63 Ishikawa T 乳腺科
Objection to postoperative radiation therapy in breast cancer with
one to three lymph nodes involvements.

Breast Cancer 24(4):496-501,
2017

原著

64 Ishikawa T 乳腺科
Survival outcomes of neoadjuvant chemotherapy with zoledronic acid
for HER2-negative breast cancer.

Journal fo Surgical Research
220：46-51，2017

原著

65 Kimura F 乳腺科
Hereditary breast cancer associated with Cowden syndrome-related
PTEN mutation with Lhermitte-Duclos disease.

Surgical Case Reports 3(1):83,
2017

原著

66 Ogino H 心臓血管外科
Pitfalls in the use of FROZENIX in conjunction with total arch
replacement

FROZENIX FACTS vo.1 32-
35,2017

その他  短報・レ
ター・図説・臨床治
験・プロシーディン

グなど

67 Nishibe T 心臓血管外科
Venous hemodynamic improvement after endovenous radiofrequency
ablation of saphenous varicose veins

Int Angiol,36(1):64-68,2017 原著

68 Nishibe T 心臓血管外科
Two-year outcome of the endurant stent graft for endovascular
abdominal aortic repair in Japanese patients:incidence of endoleak
and aneurysm sac shrinkage

Int Angiol36(3);237-242 2017 原著

69 Fujiyoshi T 心臓血管外科
Impact of connective tissue on the surgical outcomes of aortic
dissection in patients with cystic medial necrosis

J Cardiothorac Surg 2017
23:12(1)97

原著

70 Motohashi S 心臓血管外科
Clinical Significanes of the Serotonin Release Assay and Platelet
Count Monitoring After Cardiac Surgery

Clinical Applied
Thrombosis/Hemostasis 1-
6,2017 IF:1.852

原著

71 Ogino H 心臓血管外科 Surgical strategy for regractory aortitis

Gen Throrac Cardiovasc
Surg.2018
Feb.5.doi:10,1007/s11748-018-
0885-2

原著

72 Fujiyoshi T 心臓血管外科
Direct repair of localized dissection with critical malperfusion of the
left main trunk

Ann Thorac Caridovasc
Surg,2018 Jan
10.doi:10,1186/s13019-017-
0663-8

症例報告

73 Akimoto J 脳神経外科
A case of unruptured aneurysm of the internal carotid artery
presenting as olfactory hallucinations

Surg Neurol Int. 8: 197, doi:
10.4103/sni.sni_134_17,
eCollection, 2017

症例報告

74 Akimoto J 脳神経外科
Solitary tenorial sarcoid granuloma associated with Propionibacterium
acnes infection: case report

J Neurosurg 127: 687-690,
2017

症例報告

75 Matsushima K 脳神経外科
Microsurgical and endoscopic anatomy for intradural temporal bone
drilling and applications of the electromagnetic navigation system:
Various extensions of the retrosigmoid approach

World Neurosurg 103: 620-630,
2017

原著

76 Matsushima K 脳神経外科
Retrosigmoid transmeatal and suprajugular approach for
cerebellopontine angle meningioma: operative video

Neurosurg Focus 43 (Suppl 2):
V3, 2017

原著

77 Matsushima K 脳神経外科
Variations of Occipital Artery-Posterior Inferior Cerebellar Artery
Bypass: Anatomic Consideration

Neurosurgery, doi:
10.1093/ons/opx152, 2017

原著

78 Tsurukiri J 脳神経外科
Emergency endovascular treatment of ruptured external carotid
artery pseudoaneurysm caused by cervical stab wound: a case report
and review of the literature

Ulus Trauma Acil Cerrahi Derg
23(5): 433-437, 2017

症例報告

79 Tsurukiri J 脳神経外科
Ruptured Multiple Mycotic Aneurysms Following Infective
Endocarditis: Effectiveness of Catheter-based Techniques Using N-
butyl Cyanoacrylate in a Hemorrhage-induced Coagulopathy

Current Medical Imaging
Reviews 13(2): 217-220, 2017

原著

80 Arai T 脳神経外科
Acute management of early post-traumatic epilepsy in patients with
mild to moderate traumatic brain injury

Trauma  2017, doi: 10.
1177/1460408617717539,
2017

原著
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81 Ohashi T 脳神経外科 Therapeutic Results after the Introduction of Tailored CAS

Journal of Neuroendovascular
Therapy, doi:
10.5797/jnet.oa.2017-0014,
2017

原著

82 Goto H 眼科
Propionibacterium acnes as a possible pathogen of granuloma in
patients with ocular sarcoidosis.

Br J Ophthalmol 101:1510-
1513, 2017

原著

83 Wakabayashi Y 眼科
Persistent overproduction of intraocular vascular endothelial growth
factor as a cause of late vitreous hemorrhage after vitrectomy for
proliferative diabetic retinopathy.

RETINA 37:2317-2325, 2017 原著

84 Usui Y 眼科
Aqueous immune mediators in malignant uveal melanomas in
comparison to benign pigmented intraocular tumors.

Graefes Arch Clin Exp
Ophthalmol 255 : 393-399,
2017

原著

85 Umazume K 眼科
Possible Relation between Lack of Posterior Vitreous Detachment
and Severe Endogenous Endophthalmitis.

Journal of Ophthalmology
Volume 2016 (2016), Article ID
8561379, 4 p

原著

86 Nakagawa H 眼科
Optic neuritis and acute anterior uveitis associated with influenza A
infection : a case report.

Int Med Case Rep J 10:1-5,
2017

原著

87 Nakagawa H 眼科
Number of Bacteria and Time of Coincubation With Bacteria Required
for the Development of Acanthamoeba Keratitis.

Cornea 36:353-357, 2017 原著

88 Umazume A 眼科
Role of PU.1 Expression as an Inflammatory Marker in Experimental
Autoimmune Uveoretinitis.

Ocul Immunol Inflamm 27:1-13,
2017

原著

89 Katahira H 眼科
Corneal deposits associated with topical tosufloxacin following
penetrating keratoplasty : a case report.

Int Med Case Rep J 10:239-
241, 2017

原著

90 Motohashi R 眼科
Dynamics of Inflammatory Factors in Aqueous Humor during
Ranibizumab or Aflibercept Treatment for Age-Related Macular
Degeneration.

Ophthalmic Res 58:209-216,
2017

原著

91 Tajima K 眼科
Rebamipide suppresses TNF-α production and macrophage
infiltration in the conjunctiva.

Vet Ophthalmol 21:347-352,
2018

原著

92 Baba R 眼科
Efficacy of the inverted internal limiting membrane flap technique
with vitrectomy for retinal detachment associated with myopic
macular holes.

RETINA 37:466-471, 2017 原著

93 Hirasawa Y 泌尿器科

No clinical significance of the time interval between biopsy and
robotic-assisted radical prostatectomy for patients with clinically
localized prostate cancer on biochemical recurrence: a propensity
score matching analysis.

Jpn J Clin Oncol. 2017 Nov
1;47(11):1083-1089

原著

94 Ohno Y. 泌尿器科
Re: Low Pretreatment Neutrophil-to-Lymphocyte Ratio Predicts for
Good Outcomes in Patients Receiving Neoadjuvant Chemotherapy
Before Radical Cystectomy for Muscle Invasive Bladder Cancer

Eur Urol. 2017 Dec;72(6):1026. 原著

95 Hashimoto T 泌尿器科
Clinical significance of preoperative renal function and gross
hematuria for intravesical recurrence after radical
nephroureterectomy for upper tract urothelial carcinoma

Int J Urol. 2017 Feb;24(2):111-
116.

原著

96 Gondo T 泌尿器科
Preoperative determinant of early postoperative renal function
following radical cystectomy and intestinal urinary diversion.

Int Urol Nephrol. 2017
Feb;49(2):233-238.

原著

97 Hirasawa Y 泌尿器科
Development of a Nomogram for Predicting Severe Neutropenia
Associated With Docetaxel-Based Chemotherapy in Patients With
Castration-Resistant Prostate Cancer.

Clin Genitourin Cancer. 2017
Feb;15(1):176-181.

原著

98 Jimi, S 形成外科
Effect of chymase activity on skin thickness in the Clawn miniature
pig hypertrophic scarring model.

J Plast Surg Hand Surg 51(6):
446-452, 2017

原著

99 Gondo, H 形成外科
Clinical application of subdermal areolar tissue and superficial fascia
graft as a new material for coverage of small exposure of bone cortex
or orthopaedic fixation device

J Plast Surg Hand Surg.
51(4):223-7, 2017

原著

100 Shotaro Jimi 形成外科
Effect of chymase activity on skin thickness in the Clawn miniature
pig hypertrophic scarring model

Journal of Plastic Surgery and
Hand Surgery
 51(6):446-452, 2017.

原著
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101 Akihiro Sato 感染制御部
Peripheral venous catheter-related bloodstream infection is
associated with severe complications and potential death: a
retrospective observational study

BMC Infect Dis・17(1)・434・
2017

原著

102 Watanabe H 感染制御部
Solitary pulmonary caseating granulomas: A 5-year retrospective
single-center analysis.

Mol Clin Oncol.6(6):839-845,
2017

原著

103 Nakamura I 感染制御部
Positive Fecal occukt blood test as a diagnostic cue for Schistosoma
mansoni infection in a developed country

Idcases. 2017 Oct20;10:108-
109.doi:10.1016/j

原著

104 Nakamura I 感染制御部
Fatal sepsis caused by multidrug-resistant Bacteroides fragilis,
harboring a cfiA gene and an upstream insertion sequence element,
in Japan

Anaerobe.2017Apr;44:36-
39.doi:10.1016/j.anaerobe.2017.
01

原著

105 Furuichi Y 内視鏡センター
Dual red imaging (novel advanced endoscopy) can increase visibility
and can predict the depth in diagnosing esophageal varices

J Gastroenterol 52(5): 568-
576, 2017

原著

106 Kawai T 内視鏡センター Gastric atrophy prevent from incidence of duodenal tumor?
J Clin Biochem Nutr 60(3): 219,
2017

その他  短報・レ
ター・図説・臨床治
験・プロシーディン

グなど

107 Hirasawa Y ロボット手術支援センター

No clinical significance of the time interval between biopsy and
robotic-assisted radical prostatectomy for patients with clinically
localized prostate cancer on biochemical recurrence: a propensity
score matching analysis.

Jpn J Clin Oncol. 2017 Nov
1;47(11):1083-1089

原著

108 Hashimoto T ロボット手術支援センター
Clinical significance of preoperative renal function and gross
hematuria for intravesical recurrence after radical
nephroureterectomy for upper tract urothelial carcinoma

Int J Urol. 2017 Feb;24(2):111-
116.

原著

109 Hirasawa Y ロボット手術支援センター
Development of a Nomogram for Predicting Severe Neutropenia
Associated With Docetaxel-Based Chemotherapy in Patients With
Castration-Resistant Prostate Cancer.

Clin Genitourin Cancer. 2017
Feb;15(1):176-181.

原著

110 Sugihara T, ロボット手術支援センター
 Accessibility to surgical robot technology and prostate-cancer
patient behavior to prostatectomy.

Jpn J Clin Oncol 2017 13:1-5. 原著

111 Takeuchi H, ロボット手術支援センター
 Clinical significance of the prostate-specific antigen doubling time
prior to and following radical prostatectomy to predict the outcome
of prostate cancer.

Mol Clin Oncol. 2017 6(2):249-
254.

原著

112 Shinji Fukushima 渡航者医療センター

Immunogenicity of aluminum-adsorbed hepatitis A vaccine (Havrix®)
administered as a third dose after primary doses of Japanese
aluminum-free hepatitis A vaccine (Aimmugen®) for Japanese
travelers to endemic countries.

Vaccine.35:6412-6415. 2017 原著

113
Shigeru

Masuyama
渡航者医療センター

Measuring impacts of introducing communicative robots with infra-
red radiation monitoring system on workload of night shifts in nursing
care facilities

Age and Ageing, Volume 46,
Issue Suppl_3, 1 September
2017, Pages iii13–iii59,
https://doi.org/10.1093/ageing
/afx144.62

その他  短報・レ
ター・図説・臨床治
験・プロシーディン

グなど

114 Kurata A. 分子病理学
Case report of 2 sudden deaths after surgery for bone fracture:
Usefulness of immunohistochemical analysis of coronary artery for
identifying acute myocardial infarction.

Medicine (Baltimore) 96 e7006,
2017

症例報告

115
Hongo-Kohama

M.
分子病理学

Vascular smooth muscle cell maturation stage and Ki-67 index are
diagnostic biomarkers for pathologic grade of ovarian teratoma.

Int J Gynecol Pathol 36 582-
592, 2017

原著

116
Watanabe N.

分子病理学 A pathologist's perspective on induced pluripotent stem cells
Lab Invest 2017
Oct;97(10):1126-1132, doi: 10
1038/labinvest, 2017

総説

117 Makino Y, 分子病理学
Repression of Smad3 by Stat3 and c-Ski/SnoN induces gefitinib
resistance in lung adenocarcinom

Biochem Biophys Res
Commun. 484(2):269-277,doi:
10.1016/j.bbrc.2017.01.093,
2017

原著

118 Yamada Y. 分子病理学
Novel form of miR-29b suppresses bleomycin-induced pulmonary
fibrosis

PLoS One 12(2): e0171957,
2017

原著

119 Basturk O 人体病理病理学
Pancreatic intraductal tubulopapillary neoplasm is genetically distinct
from intraductal papillary mucinous neoplasm and ductal
adenocarcinoma

Mod Pathol 2017
Dec;30(12):1760-1772

原著

120 Shimura T 人体病理病理学
Prognostic and histogenetic roles of gene alteration and the
expression of key potentially actionable targets in salivary duct
carcinomas

Oncotarget 9:1852-1867, 2017 原著
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121 Takase, S 人体病理病理学
Biomarker immunoprofile in salivary duct carcinomas:
Clinicopathological and prognostic implications with evaluation of the
revised classification

Oncotarget 8:59023-59035,
2017

原著

122 Kawakita D 人体病理病理学
Impact of hematological inflammatory markers on clinical outcome in
patients with salivary duct carcinoma: A multi-institutional study in
Japan

Oncotarget 8:1083-1091, 2017 原著

123 Hosogoe S 人体病理病理学
Contrast media enhancement reduction predicts tumor response to
presurgical molecular-targeting therapy in patients with advanced
renal cell carcinoma

Oncotarget   8(30) 49749-
49756   2017

原著

124 Ikawa H 人体病理病理学
Prognostic factors of adenoid cystic carcinoma of the head and neck
in carbon-ion radiotherapy: The impact of histological subtypes

Radiother Oncol 123:387-393,
2017

原著

125 Kujiraoka S 人体病理病理学
Establishment and characterization of a clear cell odontogenic
carcinoma cell line with EWSR1-ATF1 fusion gene

Oral Oncol 69:46-55, 2017 原著

126 Yamamoto K 人体病理病理学
Evaluation of novel slim biopsy forceps for diagnosis of biliary
strictures: Single-institutional study of consecutive 360 cases (with
video)

World J Gastroenterol. 2017
Sep 21;23(35):6429-6436

原著

127 Willen K 人体病理病理学
Heterogeneous Association of Alzheimer's Disease-Linked Amyloid-
β and Amyloid-β Protein Precursor with Synapses.

J Alzheimers Dis. 2017; 60(2):
511-524.

原著

128 Oide T 人体病理病理学
Mucoepidermoid carcinoma with extensive spindled morphology and
melanocytic marker expression

Hum Pathol 67:181-186, 2017 症例報告

129 Fukuda T 人体病理病理学
A selected reaction monitoring mass spectrometric assessment of
biomarker candidates diagnosing large-cell neuroendocrine lung
carcinoma by the scaling method using endogenous references

PLoS One 12:e0176219, 2017 原著

130 Harada K 人体病理病理学
N-Ras mutation in vemurafenib-associated expanding melanocytic
nevus.

J Dermatol 44:e101-e102,
2017

症例報告

131 Lee J 人体病理病理学
Prognostic factors for primary central nervous system lymphomas
treated with high-dose methotrexate-based chemo-radiotherapy

Japanese Journal of Clinical
Oncology,2017 47(10): 925-934

原著

132 Miura T 人体病理病理学
Prognostic Impact of CD163+ Macrophages in Tumor Stroma and
CD8+ T-Cells in Cancer Cell Nests in Invasive Extrahepatic Bile
Duct Cancer

Anticancer Research   37(1)
183-190   2017

原著

133 Ueda S 人体病理病理学
Immunophenotypic profiles for distinguishing orbital
mucosaassociated lymphoid tissue lymphoma from benign
lymphoproliferative tumors

Jpn J Ophthalmol 61:354-360,
2017

原著

134 Takahashi RH 人体病理病理学
Plaque formation and the intraneuronal accumulation of β-amyloid
in Alzheimer's disease

Pathol Int 67:185-193, 2017 総説

135 Watanabe Y 人体病理病理学
A case of aggressive solid pseudopapillary neoplasm: Comparison of
clinical and pathologic features with non-aggressive cases

Pathol Int. 2017 Apr;67(4):202-
207

症例報告

136 Sato H 人体病理病理学
DEC2 expression antagonizes cisplatin induced apoptosis in human
esophageal squamous cell carcinoma

Molecular Medicine Reports
16(1) 43-48, 2017

原著

137
Hongo-Kohama

M
人体病理病理学

Vascular smooth muscle cell maturation stage and Ki-67 index are
diagnostic biomarkers for pathological grade of ovarian teratoma

Int J Gynecol Pathol 36:582-
592, 2017

原著

138 Satomi T 人体病理病理学
Adenosquamous carcinoma of the tongue: clinicopathologic study and
review of the literature

Odontology 105:127-135, 2017 症例報告

139 Nibu KI 人体病理病理学 Japanese Clinical Practice Guideline for Head and Neck Cancer
Auris Nasus Larynx 44:375-
380, 2017

総説

140 Yamada T 人体病理病理学
Efficacy of ADC histogram analysis for differentiating thymic cancer
from thymoma

OMICS J Radiol 6:252, 2017 原著
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141 Nishiyama S 人体病理病理学 Fingolimod-associated PML with mild IRIS in MS
Neurol Neuroimmunol
Neuroinflamm 5(1):e415, 2017

症例報告

142 Kikuchi K 人体病理病理学
Palatal polymorphous adenocarcinoma with high-grade
transformation: A case report and literature review

Head Neck Pathol. 2018 Mar
29.doi:10.1007/s12105-018-
0916-4.[Epub ahead of print]

原著

143 Tando S 人体病理病理学
High-grade transformation/ dedifferentiation of an adenoid cystic
carcinoma of the minor salivary gkand to myoepithelial carcinoma

Pathol Int. 2018 Feb;68(2):133-
138.
doi:10.1111/pin.12624.Epub
2017Dec 29.

原著

144 Kawamoto A 人体病理病理学
Sonographic classification of testicular tumors by tissue harmonic
imaging: experience of 58 cases

J Med Ultrason (2001). 2018
Jan;45(1):103-111.
doi:10.1007/s10396-017-
0783-8.Epub 2017 Mar 20

原著

145 Pezzotti G
骨・関節バイオマテリアル

研究寄附講座
In Vitro versus In Vivo Phase Instability of Zirconia-Toughened
Alumina Femoral Heads: A Critical Comparative Assessment.

Materials (Basel) 28;10(5) :
E466, 2017

原著

146 Itoi T. 低侵襲医療開発総合センター Serum Metabolomic Profiles for Human Pancreatic Cancer Discrimin. Int J Mol Sci, 18(4): e76, 2017 原著

147 Suzuki H 神経皮膚連携分子医学講座
hnRNPA1 autoregulates its own mRNA expression to remain non-
cytotoxic.

Mol Cell Biochem. 2017
Mar;427(1-2):123-131. doi:
10.1007/s11010-016-2904-x.
Epub 2016 Dec 20.

原著

148 Hashimoto Y 神経皮膚連携分子医学講座
Calmodulin-like skin protein is downregulated in human cerebrospinal
fluids of Alzheimer's disease patients with apolipoprotein E4; a pilot
study using postmortem samples.

Neurol Res. 2017
Sep;39(9):767-772. doi:
10.1080/01616412.2017.13354
58. Epub 2017 Jun 7.

原著

149 Suzuki H 薬理学
hnRNPA1 autoregulates its own mRNA expression to remain non-
cytotoxic.

Mol Cell Biochem. 2017
Mar;427(1-2):123-131. doi:
10.1007/s11010-016-2904-x.
Epub 2016 Dec 20.

原著

150 Hashimoto Y 薬理学
Calmodulin-like skin protein is downregulated in human cerebrospinal
fluids of Alzheimer's disease patients with apolipoprotein E4; a pilot
study using postmortem samples.

Neurol Res. 2017
Sep;39(9):767-772. doi:
10.1080/01616412.2017.13354
58. Epub 2017 Jun 7.

原著

151 Seki M. 分子予防医学寄附講座
Functional analysis of choline transporters in rheumatoid arthritis
synovial fibroblasts

Mod Rheumatol 27, 995-1003,
2017

原著

152 Nagashima M. 分子予防医学寄附講座
Molecular and Functional Characterization of Choline Transporter-
Like Proteins in Esophageal Cancer Cells and Potential Therapeutic
Targets

Biomol Ther
doi:10.4062/biomolther.2017.11
3. 2017

原著

153 Seki M. 医学総合研究所
Functional analysis of choline transporters in rheumatoid arthritis
synovial fibroblasts

Mod Rheumatol 27, 995-1003,
2017

原著

154 Nagashima M. 医学総合研究所
Molecular and Functional Characterization of Choline Transporter-
Like Proteins in Esophageal Cancer Cells and Potential Therapeutic
Targets

Biomol Ther
doi:10.4062/biomolther.2017.11
3. 2017

原著

155 Yamane M. 医学総合研究所
Visualization of ceramide channels in lysosomes following
endogenous palmitoyl-ceramide accumulation as an initial step in the
induction of necrosis

Biochem Biophys Rep 11:174-
181, 2017

原著

156 Chiba Y. 医学総合研究所
Interleukin-27 exerts its antitumor effects by promoting
differentiation of hematopoietic stem cells to M1 macrophages

Cancer Res 78(1): 182-194,
2018

原著

157 Mizoguchi I. 医学総合研究所
Prediction of chemical respiratory and contact sensitizers by OX40L
expression in dendritic cells using a novel 3D co-culture system

Front Immunol 8: 929, 2017 原著

158 Orii N. 医学総合研究所
Protective effects against tumors and infection by IL-27 through
promotion of expansion and differentiation of hematopoietic stem
cells into myeloid progenitors

Oncoimmunology,7(5):
e1421892, 2018

総説

159 Chiba Y. 医学総合研究所
Regulation of myelopoiesis by proinflammatory cytokines in infectious
diseases

Cell Mol Life Sci 5(8): 1363-
1376, 2018

総説

160 Aratani S. 医学総合研究所 Inhibitory effects of ubiquitination of synoviolin by PADI4
Mol Med Rep 9: 9203-9209,
2017

原著
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161 Doki N. 医学総合研究所
Clinical impact of pre-transplant gut microbial diversity on outcomes
of allogeneic hematopoietic stem cell transplantation

 96: 1517-23, 2017 原著

162 Enomoto A. 医学総合研究所
Intraepithelial CD8 (+) Lymphocytes as a Predictive Diagnostic
Biomarker for the Remission of Oral Lichen Planus

Hum Pathol, 2017 原著

163 Igari F. 医学総合研究所
Diagnostic Significance of Intratumoral CD8+ Tumor Infiltrating
Lymphocytes in Medullary Carcinoma

Hum Pathol, 2017 原著

164 Mori M. 医学総合研究所
Lack of XAGE-1b and NY-ESO-1 in metastatic lymph nodes may
predict the potential survival of stage III melanoma patients

J Dermatol 44: 671-80, 2017 原著

165 Nagase H. 医学総合研究所
 ICOS+ Foxp3+ TILs in gastric cancer are prognostic markers and
effector regulatory T cells associated with Helicobacter pylori

Int J Cancer 140: 686-95, 2017 原著

166 Takamochi K. 医学総合研究所
 DNA mismatch repair deficiency in surgically resected lung
adenocarcinoma: Microsatellite instability analysis using the Promega
panel

Lung Cancer 110: 26-31, 2017 原著

167 Takeoka T. 医学総合研究所
NY-ESO-1 Protein Cancer Vaccine With Poly-ICLC and OK-432:
Rapid and Strong Induction of NY-ESO-1-specific Immune
Responses by Poly-ICLC

J Immunother, 2017 原著

168 Ohyashiki JH. 医学総合研究所
Extracellular vesicle-mediated cell-cell communication in
haematological neoplasms

Philos Trans R Soc Lond B Biol
Sci 2018 373(1737) pii:
20160484

原著

169 Asano M. 医学総合研究所
pregulated exosomal miRNA-140-3p in CML patients with
musculoskeletal pain associated with discontinuation of tyrosine
kinase inhibitors

Int J Hematol 105(4): 419,
2017

原著

170 Umezu T. 医学総合研究所
Replenishing exosomes from older bone marrow stromal cells with
miR-340 inhibits myeloma-related angiogenesis

Blood Adv 1(13): 812, 2017 原著

171 Imanishi S. 医学総合研究所
Teriflunomide restores 5-azacytidine sensitivity via activation of
pyrimidine salvage in 5-azacytidine-resistant leukemia cells

Oncotarget 8(41): 69906, 2017 原著

172 Azuma K. 医学総合研究所
Genetic variations of bone marrow mesenchymal stromal cells
derived from acute leukemia and myelodysplastic syndrome by
targeted deep sequencing

Leuk Res 62: 23, 2017 原著

173 Katagiri S. 医学総合研究所
Hidden FLT3-D835Y clone in FLT3-ITD-positive acute myeloid
leukemia that evolved into very late relapse with T-lymphoblastic
leukemia

Leuk Lymphoma (Published
online at Oct 3, 2017)

原著

174 Hayashi T. 公衆衛生学
Organizational justice and insomnia: a prospective cohort study
examining insomnia onset and persistence

Int Arch Occup Environ Health
90(1): 133-140, 2017

原著

175 Komada Y. 公衆衛生学
Relationship between self-reported dietary nutrient intake and self-
reported sleep duration among Japanese adults

Nutrients 9(2): 134, 2017 原著

176 Amagasa S. 公衆衛生学
Types of social participation and psychological distress in Japanese
older adults: A five-year cohort study

PLoS ONE 12(4): e0175392,
2017

原著

177 Amagasa S. 公衆衛生学
Sociodemographic, biological, psychological, and behavioral correlates
of cycling in community-dwelling Japanese older adults: a cross-
sectional study

J Phys Fitness Sports Med
6(3): 175-182, 2017

原著

178 Amagasa S. 公衆衛生学
Light and sporadic physical activity overlooked by current guidelines
makes older women more active than older men

Int J Behav Nutr Phys Act
14(1): 59, 2017

原著

179 Kikuchi H. 公衆衛生学
Social participation among older adults not engaged in full- or part-
time work is associated with more physical activity and less
sedentary time

Geriatr Gerontol Int 17(11):
1921-1927, 2017

原著

180 Shimura M. 遺伝子診察センター
Clinical, pathological, and genetic study of three cases of
erythropoietic protoporphyria diagnosed in childhood

J Tokyo Med Univ 75(4): 432-
441, 2017

原著
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181 Kashiwagi Y. 遺伝子診察センター
Efficacy of intravenous immunoglobulin in a case of Emanuel
syndrome

Open Journal of Pediatrics 7:
32-36, 2017

症例報告

182 Kimura M. 遺伝子診察センター
Recurrent aterile arthritis with co-mutations of PSTPIP1 and MEFV
in girl

J Tokyo Med Univ 75(3): 327-
331, 2017

症例報告

183 Abe Y 免疫学
Role of interleukin-25 in development of spontaneous arthritis in
interleukin-1 receptor antagonist-deficient mice

Biochem Biophys Rep  Aug
(12):62-65,2017

原著

184 Machiyama H 免疫学
The use of a genetically encoded molecular crowding sensor in
various biological phenomena

Biophys Physicobiol  Aug
19;14:119-125,2017

原著

185 Machiyama H 免疫学
A novel c-Src recruitment pathway from the cytosol to focal
adhesions

FEBS Lett  Jul;591(13):1940-
1946,2017

原著

186 Okada M, 免疫学
Blockage of Core Fucosylation Reduces Cell-Surface Expression of
PD-1 and Promotes Anti-tumor Immune Responses of T Cells

Cell Rep Aug 1;20(5):1017-
1028,2017

原著

187
Hashimoto-Tane

A*,
免疫学 Analyzing the Dynamics of Signaling Microclusters

Methods Mol Biol 2017 1584:
51-64 doi: 10.1007/978-1-
4939-6881-7_4.

総説

188
Sasai-Sakuma

T.
睡眠学寄附講座

Pareidolias in REM Sleep Behavior Disorder: A Possible Predictive
Marker of Lewy Body Diseases?

Sleep 40(2)
doi:10.1093/sleep/zsw045,
2017

原著

189 Morita Y. 睡眠学寄附講座
Effects of acute morning and evening exercise on subjective and
objective sleep quality in older individuals with insomnia

Sleep Med 34: 200-208, 2017 原著

190 Narisawa H. 睡眠学寄附講座
Prevalence, symptomatic features, and factors associated with sleep
disturbance/insomnia in Japanese patients with type-2 diabetes

Neuropsychiatr Dis Treat 13:
1873-1880, 2017

原著

191 Kogure T. 睡眠学寄附講座
Validation of a sheet-shaped body vibrometer for screening of
obstructive sleep apnea

Drug Discov Ther 11(3): 126-
132, 2017

原著

192 Nakamura M. 睡眠学寄附講座
Brain microstructural alterations in patients with severe obstructive
sleep apnea: a preliminary diffusion tensor imaging study

Sleep Biol Rhythms 15(4): 331-
335, 2017

原著

193 Aratani S. 未来医科学研究寄附講座 Inhibitory effects of ubiquitination of synoviolin by PADI4
Mol Med Rep 9: 9203-9209,
2017

原著

194 Aratani S.
バイオミメティクスシンパシーズ
（BM-S)肝細胞治療学研究講座

Inhibitory effects of ubiquitination of synoviolin by PADI4
Mol Med Rep 9: 9203-9209,
2017

原著

195 Wada, E. 病態生理学
Treatment with the anti-IL-6 receptor antibody attenuates muscular
dystrophy via promoting skeletal muscle regeneration in dystrophin-
/utrophin-deficient mice

Skelet Muscle 7(1):23, 2017 原著

196 Kawahara, G. 病態生理学
The psychoactive drug 25B-NBOMe recapitulates rhabdomyolysis in
zebrafish larvae

Forensic Toxicol 35:369-375,
2017

原著

197 Hiramoto M. 生化学
A type 2 diabetes-associated SNP in KCNQ1 (rs163184) modulates
the binding activity of the locus for Sp3 and Lsd1/Kdm1a, potentially
affecting CDKN1C expression.

International Journal of
Molecular Medicine 41(2)717-
728, 2017

原著

198 Iriyama N*. 生化学
The cyclin-dependent kinase 4/6 inhibitor, abemaciclib, exerts dose-
dependent cytostatic and cytocidal effects and induces autophagy in
multiple myeloma cells.

Leukemia and Lymphoma
59(6):1439-1450, 2017

原著

199 Yamane M. 生化学
Visualization of ceramide channels in lysosomes following
endogenous palmitoyl-ceramide accumulation as an initial step in the
induction of necrosis.

Biochemistry and Biophysics
Reports V11 174-181, 2017

原著

200 Kuramoto J*. 生化学
Genome-wide DNA methylation analysis during non-alcoholic
steatohepatitis-related multistage hepatocarcinogenesis: Comparison
with hepatitis virus-related carcinogenesis.

Carcinogenesis 38(3): 261-270,
2017

原著
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201 Mari Izuhara*
血液凝固異常症遺伝子

研究寄附講座

Genotyping analysis of the facor V Nara mutation, Hong Kong
mutation, and 16 shingle-nucleotide, polymorphisms, including the R2
haplotype, and the involvement of factor V activity in patients with
recurrent miscarriage

Blood Coagulation and
Fibrinolysis 28(4)323-328,2017

原著

202 Hiroshi Inaba
血液凝固異常症遺伝子

研究寄附講座

Identification of deep intronic individual variants in patients with
hemophilia A by next-generation sequencing of the shole factor VIII
gene

Res Pract Thromb Haemost 1
264-274,2017

原著

203 Aratani S. 医師・学生・研究者支援センター Inhibitory effects of ubiquitination of synoviolin by PADI4
Mol Med Rep 16: 9203-9209,
2017

原著

204 Fukunaga M. 医師・学生・研究者支援センター
Erythema gyratum repens-like purpura in a patient with Sjögren
syndrome

Case Rep Dermatol 9: 40-43,
2017

原著

205 Usui K. 医師・学生・研究者支援センター

Vitamin D3 derivatives, alone or in combination with glucocorticoids,
suppress streptococcal pyrogenic enterotoxin A-stimulated
proliferation of peripheral blood mononuclear cells in patients with
psoriasis

J Dermatol 44: 567-572, 2017 原著

206 Makino Y, 医師・学生・研究者支援センター
Repression of Smad3 by Stat3 and c-Ski/SnoN induces gefitinib
resistance in lung adenocarcinom

Biochem Biophys Res
Commun. 484(2):269-277,doi:
10.1016/j.bbrc.2017.01.093,
2017 (IF = 2.59)

原著

207 Nagaoka Y. 医師・学生・研究者支援センター
The effect of small dose of topiroxostat on serum uric acid in
patients receiving hemodialysis

Hemodial Int Dec(11): 2017 原著

208 Aratani S 医師・学生・研究者支援センター Inhibitory effects of ubiquitination of synoviolin by PADI4
Mol Med Rep 9: 9203-9209,
2017

原著

209 Makino Y. 細胞外小胞創薬研究講座
Repression of smad3 by stat3 and c-ski/snon induces gefitinib
resistance in lung adenocarcinoma

Biochem Biophys Res Commun
484(2): 269-277, 2017

原著

210 Kurata A. 細胞外小胞創薬研究講座
Case report of 2 sudden deaths after surgery for bone fracture:
Usefulness of immunohistochemical analysis of coronary artery for
identifying acute myocardial infarction

Medicine (Baltimore) 96 e7006,
2017

症例報告
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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 

  委員会の運用、各種報告、研究者・研究責任者の資格、事務局に関する事項 

 

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 

職員等が研究活動及び業務活動を行う上での利益相反の審査、判定を行うための運用に 

ついて定めている。 

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1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6回 

 ・研修の主な内容 

  臨床研究法に関する最新の情報と今後の対応 等 

(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 

【資料2参照】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（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     131.0  人 

（注）前年度の研修を受けた医師の実績を記入すること。 

 

3 研修統括者 

研修統括者氏名 診 療 科 役 職  

等 

臨床経験年数 特 記 事 項        

平山陽示 総合診療科 臨床教授      34年  

大屋敷一馬 血液内科 主任教授      40年  

阿部信二 呼吸器内科 主任教授      25年  

近森大志郎 循環器内科 主任教授      36年  

小田原雅人 糖尿病・代謝・内分泌内科 主任教授      38年  

沢田哲治 リウマチ・膠原病内科 教授      30年  

糸井隆夫 消化器内科 主任教授      27年  

菅野義彦 腎臓内科 主任教授      27年  

相澤仁志 脳神経内科 主任教授      36年  

羽生春夫 高齢診療科 主任教授      37年  

井上 猛 メンタルヘルス科 主任教授      34年  

池田徳彦 呼吸器外科・甲状腺外科 主任教授      32年  

荻野 均 心臓血管外科 主任教授      36年  

土田明彦 消化器外科・小児外科 主任教授      36年  

石川 孝 乳腺科 主任教授      31年  

河野道宏 脳神経外科 主任教授      31年  

山本謙吾 整形外科 主任教授      35年  

松村 一 形成外科 主任教授      30年  

西 洋孝 産科・婦人科 主任教授      24年  

河島尚志 小児科 主任教授      37年  

後藤 浩 眼科 主任教授      34年  

塚原清彰 耳鼻咽喉科・頭頚部外科 主任教授      20年  

大野芳正 泌尿器科 主任教授      28年  

内野博之 麻酔科 主任教授      31年  



齋藤和博 放射線科 主任教授      28年  

福武勝幸 臨床検査医学科 主任教授      39年  

織田 順 救命救急センター 主任教授      25年  

上野竜一 リハビリテーション科 臨床講師      28年  

坪井良治 皮膚科 主任教授      38年  

渡邉秀裕 感染症科 教授      32年  

長尾俊孝 病理診断部 主任教授      26年  

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

診療科については、必ず記載すること。 

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

てのサブスペシャルティ領域について研修統括者を記載すること。 

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

てのサブスペシャルティ領域について研修統括者を記載すること。 























































































































































































































 

(様式第 4) 

高度の医療に関する研修を行わせる能力を有することを証する書類 

 

4 医師、歯科医師以外の医療従事者等に対する研修 

①  医師、歯科医師以外の医療従事者に対する研修の実施状況（任意） 

 1・研修の主な内容：「がん看護シリーズ」全10回 

がん手術療法看護、がん放射線看護、抗がん薬の薬剤アセスメント、 

副作用とマネジメント、乳がん看護、がん疼痛、意思決定支援、 

がん看護の倫理Ⅰ・Ⅱ、がん看護の家族看護 

 ・研修の期間：平成29年5月26日、6月28日、7月21日、8月30日、9月15日、10月13日、 

平成30年1月16日、1月25日、1月26日、2月7日 

・実施回数：10回 

  ・研修の参加人数：111名（看護師） 

 2・研修の主な内容：「慢性心不全看護」全3回  

慢性心不全急性憎悪、呼吸管理、退院支援・多職種連携 

  ・研修の期間：平成29年12月19日、平成30年2月9日、3月2日 

・実施回数：3回 

  ・研修の参加人数：41名（看護師） 

3・研修の主な内容：「皮膚・排泄ケア」全4回  

創傷管理、ストマケア、ストマケア アプライアンス、排尿自立指導 

 ・研修の期間：平成29年6月29日、10月12日、10月20日、12月14日 

・実施回数：4回 

  ・研修の参加人数：35名（看護師） 

 4・研修の主な内容：「救急看護」全5回  

フィジカルアセスメント、呼吸・気道編、循環編、意識編、 

リーダーのための急変時対応 



 ・研修の期間：平成29年5月19日、7月20日、9月8日、11月28日、平成30年1月12日 

・実施回数：5回 

 ・研修の参加人数：93名（看護師） 

5・研修の主な内容：「摂食・嚥下障害看護」全4回  

栄養管理、口腔ケア方法・評価、摂食・嚥下障害とは、 

安全な食事方法と食事介助 

 ・研修の期間：平成29年9月1日、10月6日、11月24日、平成30年1月5日 

・実施回数：4回 

  ・研修の参加人数：41名（看護師） 

 6・研修の主な内容：「がん看護」 抗がん薬の曝露対策、口腔ケア、緩和ケア 

  ・研修の期間：平成29年11月30日 

・実施回数：1回 

  ・研修の参加人数：10名（看護師） 

 7・研修の主な内容：「家族看護」 家族看護のアセスメント、事例検討 

  ・研修の期間：平成29年6月26日 

・実施回数：1回 

  ・研修の参加人数：26名（看護師） 

 8・研修の主な内容：「指導のスキルを高めよう」アクティブラーニングの効果的な指導方法 

 ・研修の期間：平成29年10月3日 

・実施回数：1回 

  ・研修の参加人数：8名（看護師） 

 9・研修の主な内容：「シミュレーションで看護の実践力を高めよう」 

 ・研修の期間：平成29年9月8日、9月14日 

・実施回数：2回 

  ・研修の参加人数：25名（看護師） 



10・研修の主な内容：「看護ケアの質向上につながるベッドサイドコミュニケーション」 

           対人援助とコミュニケーション、基本的コミュニケーション 

  ・研修の期間：平成29年9月1日 

・実施回数：1回 

  ・研修の参加人数：19名（看護師） 

11・研修の主な内容：「看護倫理Ⅰ～Ⅳ」 

看護倫理とは、倫理原則、患者の権利、臨床倫理の4分割法、 

症例カンファレンス 

  ・研修の期間：平成29年6月19日、8月24日、10月2日、10月26日、平成30年2月16日   

・実施回数：5回 

  ・研修の参加人数：303名（看護師） 

12・研修の主な内容：CT テクノロジー「心大血管」 

・研修の期間：平成 30 年 3 月 20 日 

・実施回数：1 回 

・研修の参加人数：24 名（放射線技師） 

13・研修の主な内容：CT 造影剤および MRI 用造影剤 

・研修の期間：平成 29 年 5 月 23 日 

・実施回数：1 回 

・研修の参加人数：19 名（放射線技師・看護師） 

14・研修の主な内容：造影剤副作用 急変時シミュレーション 

・研修の期間：平成 29 年 7 月 26 日 

・実施回数：1 回 

・研修の参加人数：１７名（放射線技師・看護師） 

15・研修の主な内容：ヨード造影剤のリスクマネージメント 

・研修の期間：平成 29 年 8 月 8 日 



・実施回数；1 回 

・研修の参加人数：18 名（放射線技師・看護師） 

16・研修の主な内容：MDCT での造影法（造影理論の ABC） 

・研修の期間：平成 29 年 9 月 12 日 

・実施回数：1 回 

・研修の参加人数：18 名（放射線技師） 

17・研修の主な内容：肝臓のダイナミック CT の基礎 

・研修の期間：平成 29 年 11 月 14 日 

・実施回数：1 回 

 ・研修の参加人数：18 名（放射線技師） 

18・研修の主な内容：造影剤に関する安全性情報（造影剤静脈注射と血管外漏出） 

・研修期間：平成 29 年 12 月 13 日 

・実施回数：1 回 

・研修の参加人数：31 名（放射線技師・看護師） 

 

②  業務の管理に関する研修の実施状況（任意） 

 1・研修の主な内容：「看護管理Ⅰ～Ⅳ」 

所属の看護上の問題の明確化、問題解決技法、 

アクションプラン立案、目標管理の運用 

 ・研修の期間：平成29年6月8日、7月28日、8月31日、12月15日、平成30年2月1日 

・実施回数：5回 

 ・研修の参加人数：362名 

2・研修の主な内容：「安全Ⅰ～Ⅳ」 

医療事故の分析、安全対策の立案、部署のリスクマネージメント、 



施設の医療安全管理体制 

  ・研修の期間：平成29年7月3日、7月20日、11月24日、12月14日、平成30年1月12日 

・実施回数：5回 

  ・研修の参加人数：281名 

3・研修の主な内容：「中堅看護師リーダーシップ」 

リーダーの役割、コミュニケーションスキル、 

自己のリーダーシップ実践報告 

 ・研修の期間：平成29年7月6日、10月5日～6日、平成30年1月22日 

  ・実施回数：3回 

  ・研修の参加人数：18名 

4・研修の主な内容：「臨床指導者育成コース」 指導の基礎、効果的な指導方法 

・研修の期間：平成29年8月25日、12月18日 

  ・実施回数：2回 

  ・研修の参加人数：10名 

5・研修の主な内容：「重症度、医療・看護必要度」 重症度、医療・看護必要度の監査 

  ・研修の期間：平成29年9月7日、11月20日 

 ・実施回数：2回 

  ・研修の参加人数：54名 

 

③  他の医療機関に所属する医療関係職種に対する研修の実施状況 

 1・研修の主な内容：「訪問看護師と病院看護師の交流会」 

           病院と地域の連携強化、認知症患者の意思決定支援、事例検討 

  ・研修の期間：平成29年9月13日 

 ・実施回数：1回 



  ・研修の参加人数：80名（院内32名、院外48名） 

2・研修の主な内容：「訪問看護師と病院看護師の交流会 周産期・小児領域」 

           小児科医「気道疾患の診断および管理」、情報共有・意見交換、 

事例検討 

  ・研修の期間：平成29年11月22日 

 ・実施回数：1回 

  ・研修の参加人数：58名（院内27名、院外31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 三木 保（病院長） 

  管理担当者氏名 山本謙吾（副院長、総合相談・支援センター長） 

糸井隆夫（副院長、診療部長） 

菅野義彦（副院長、医療安全管理責任者、中央病歴室長） 

清田朝子（副院長、看護部長） 

三島史朗（医療安全管理室室長） 

前 彰 （医薬品安全管理責任者、薬剤部長） 

内野博之（医療機器安全管理責任者、臨床工学部長） 

渡邉秀裕（感染制御部長） 

竹山邦彦（臨床研究支援センター長） 

平山陽示（卒後臨床研修センター長、生涯教育センター長） 

藤澤雅之（事務部長） 

龍崎之彦（総務課長） 

清水敬一郎（人事課長） 

篠崎 功（医事課長） 

市原克彦（法人事務局長）  

吉岡 博（内部監査室長） 

 
 

 保 管 場 所 管 理  方  法 
診療に関
する諸記
録 

規
則
第
二
十
二
条
の
三
第
二
項
に
掲
げ
る

事
項 

病院日誌 総務課  日誌等はファイルに
より保管。診療に関する
諸記録は電子カルテに
て保管管理しており、時
系列的な情報の一元化
で他科・多職種の診療情
報の共有化を図り、紙に
記載した診療記録はス
キャン取り込みし、タイ
ムスタンプ・電子認証を
行い保管管理している。 
なお、原則、診療録の

病院外への持ち出しは
禁止。 
 

各科診療日誌 総務課 
処方せん 薬剤部 
手術記録 中央病歴室 
看護記録 中央病歴室 
検査所見記録 中央病歴室 
エックス線写真 中央病歴室 
紹介状 中央病歴室 
退院した患者に係る入院期間中
の診療経過の要約及び入院診療
計画書 

中央病歴室 

病院の管
理及び運
営に関す
る諸記録 

規
則
第
二
十
二
条
の
三
第

三
項
に
掲
げ
る
事
項 

従業者数を明らかにする帳簿 人事課  担当する各部門にお
いて、コンピューター又
はファイル等により保
管管理している。 
 
 
 
 
 
 

高度の医療の提供の実績 各診療科、医事課 
高度の医療技術の開発及び評価
の実績 

各診療科 
研究支援課 

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

医事課 

入院患者数、外来患者及び調剤
の数を明らかにする帳簿 

医事課 
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 

医療安全管理室 
 

 担当する各部門にお
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  

医療安全管理室 
 



 
 

  
 
 
 
 
 
 

医療に係る安全管理のための職
員研修の実施状況 

医療安全管理室 
生涯教育センター 

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 

医療安全管理室 
 

 
 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 担当する各部門にお
いて、コンピューター又
はファイル等により保
管管理している。 

 

院内感染対策のための委員会の
開催状況  

感染制御部 

従業者に対する院内感染対策の
ための研修の実施状況  

感染制御部 

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

感染制御部 

医薬品安全管理責任者の配置状
況  

薬剤部 

従業者に対する医薬品の安全使
用のための研修の実施状況  

薬剤部 

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

薬剤部 

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

薬剤部 

医療機器安全管理責任者の配置
状況 

臨床工学部 

従業者に対する医療機器の安全
使用のための研修の実施状況 

臨床工学部 

医療機器の保守点検に関する計
画の策定及び保守点検の実施状
況 

臨床工学部 
放射線部 

医療機器の安全使用のために必
要となる情報の収集その他の医
療機器の安全使用を目的とした
改善のための方策の実施状況 

臨床工学部 
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 

医療安全管理室 担当する各部門にお
いて、コンピューター
又はファイル等により
保管管理している。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

専任の院内感染対策を行う者
の配置状況 

感染制御部 

医薬品安全管理責任者の業務
実施状況 

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 

中央病歴室 

診療録等の管理に関する責任
者の選任状況 

中央病歴室 

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

臨床研究支援センタ
ー 

未承認新規医薬品等の使用条
件を定め、使用の適否等を決
定する部門の状況 

臨床研究支援センタ
ー 

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 

医療安全管理室 

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 

医療安全管理室 

当該病院内に患者からの安全
管理に係る相談に適切に応じ
る体制の確保状況 

総合相談・支援セン
ター 

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 

内部監査室 

職員研修の実施状況 医療安全管理室 
生涯教育センター 

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

医療安全管理室 
薬剤部 
臨床工学部 
総務課 

管理者が有する権限に関する
状況 

法人人事課 
法人会計課 

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 

内部監査室 

開設者又は理事会等による病
院の業務の監督に係る体制の
整備状況 

穂人総務課 

(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              三木 保（病院長） 

 閲 覧 担 当 者 氏 名              山本謙吾（副院長、総合相談・支援センター長） 

糸井隆夫（副院長、診療部長） 

菅野義彦（副院長、医療安全管理責任者、中央病歴室長） 

清田朝子（副院長、看護部長） 

三島史朗（医療安全管理室室長） 

前 彰 （医薬品安全管理責任者、薬剤部長） 

内野博之（医療機器安全管理責任者、臨床工学部長） 

渡邉秀裕（感染制御部長） 

竹山邦彦（臨床研究支援センター長） 

平山陽示（卒後臨床研修センター長、生涯教育センター長） 

藤澤雅之（事務部長） 

龍崎之彦（総務課長） 

清水敬一郎（人事課長） 

篠崎 功（医事課長） 

市原克彦（法人事務局長） 

吉岡 博（内部監査室長） 

 

 閲覧の求めに応じる場所              本館6階会議室 

 閲覧の手続の概要 

 

医療法の定めに基づき、当院に患者を紹介しようとする医師からの文書又は厚生労働大臣及

び都道府県知事などが必要と認めた検査実施の公文書をもって通知を受けたときに閲覧に供す

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        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．目的 
   この指針は、学校法人東京医科大学における医療安全に関する基本指針の趣旨に基づき、東京

医科大学病院における医療の安全を確保するために必要な体制並びに医療事故及びインシデン
ト発生時の対応方法を示し、もって良質で安全な医療提供に寄与することを目的とする。 

 
２．基本的な考え方 

1）質の高い医療を持続して提供するためには、安全管理体制のより一層の充実を目指す姿勢が重
要である。この姿勢の確保は、全ての医療従事者の責務であり、全職員が医療の質の向上と安
全の推進に取り組まなければならない。 

２）病院長は、個人の努力に依拠する安全管理には限界があることを認識し、組織を挙げた安全管
理体制の構築に努める必要がある。 

 
３．組織及び体制 
１）病院長は、「学校法人東京医科大学における医療安全に関する基本指針」第２条第２項各号に

従い、次に掲げる者を任命し、又は部門を設置する。 
（１）医療安全管理責任者 
（２）医療安全管理委員会 
（３）医療安全管理室 
（４）医療安全管理者 
（５）感染制御部 
（６）医薬品安全管理責任者 
（７）医療機器安全管理責任者 
（８）総合相談・支援センター 
（９）臨床研究支援センター 
２）病院長は、前項各号に掲げる者又は部門の運営に係る事項を定める。 
３）病院長は、第１項第１号に定める者に係る事項を定めるにあたっては、以下に掲げる業務を含

むように努めなければならない。 
（１）安全管理体制の構築 
（２）医療安全に関する職員への教育及び研修の実施 
（３）医療事故等を防止するための情報収集、分析、対策立案、フィードバック、評価 
（４）医療事故等への対応 
（５）安全文化の醸成 
 

４．職員研修 
１）病院長は、医療安全への意識、多職種との連携業務の認識、業務の技能向上を目的として、医

療に係る安全管理のための基本的な事項及び具体的な方策について、職員に対する研修を実施
する。 

２）病院長は、医療法施行規則第９条の２３第１４号に規定する職員研修を実施する。 
３）病院長は、定期的に医療安全管理に係る研修を受講する。 
４）病院長は、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に、定期

的に医療安全管理に係る研修を受講させる。 
 

５．報告等に基づく安全管理体制 
   全職員は、患者に望ましくない事象が発生した場合、又はその可能性を発見した場合には、別

に定める規程に基づく報告をしなければならない。 
 
６．医療事故等発生時の対応 
１）全職員は、患者に医療事故等が発生した場合、患者の回復並びに患者及び家族等に対する情報

提供に努める。 
２）病院長は、患者に医療事故等が発生した場合の対応に係る事項を定め 

る。 
 

 
７．医療従事者と患者との情報共有等 
１）全職員は、患者等の個人情報を保護する義務を有する。 
２）病院長は、個人情報保護に係る事項を定める。 
３）全職員は、患者が疾病や診療内容等を十分理解し医療上の意思決定がで 



きるように、情報提供と説明を行う。 
４）全職員は、患者との情報共有に努める。 
５）病院長は、患者その他の病院利用者及び全職員がこの指針を閲覧可能とすること。 
 

８．患者からの相談への対応 
   病院長は、患者からの相談に対応する部門を設置し、及び相談に関する手続きを定める。 
 
９．高難度新規医療技術及び未承認新規医薬品等を用いた医療の提供に関する安全管理体制 
１）病院長は、高難度新規医療技術を用いた医療及び未承認新規医薬品等を用いた医療の提供の適

否等を決定する部門を設置する。 
２）病院長は、高難度新規医療技術を用いた医療及び未承認新規医薬品等を用いた医療を提供する

場合に、職員が遵守すべき事項及び前項の部門が確認すべき事項等を定めた規程を作成する。 
 

１０．特定機能病院間の監査 
１）病院長は、他の特定機能病院の管理者と連携し、年に１回以上他の特定機能病院に従業者を立

ち入らせ、必要に応じ、医療に係る安全管理の改善のための技術的助言を行わせなければなら
ない。 

２）病院長は、年に１回以上他の特定機能病院の管理者が行う前項に規定する従業者の立入りを受
け入れ、技術的助言を受けなければならない。 

 
 
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．医療事故等を防止するための体制を確立すること 
２．医療事故等についての対応、情報収集、調査及び分析を指揮監督すること 
３．職員に対して医療事故等に関する情報を提供すること 
４．職員に対して医療事故等防止及び医療安全管理に関する教育をすること 
５．医療事故等が医療事故調査制度における医療事故調査・支援センターへの報告を要するものか否

かを判断すること 
６．院内病因死因（Morbidity and Mortality）検討会（以下「M&M検討会」という。）に対して、前

号の判断のために必要な情報を取りまとめて、報告書の作成を指示すること 
７．医療安全管理委員会の所掌する下部の委員会等から報告を受けること 
８．医療事故等が発生した際、事象の事実及び発生前の状況について、職員に医療安全管理室へ報告

させること 
９．前号の規定による報告の実施状況を確認すること 
10．前号の規定による確認結果を病院長へ報告すること 
11．第８号に規定する実施の状況が不十分な場合、適切な報告のための職員への研修及び指導を行う

こと 
12．重大な問題その他医療安全管理委員会において取り扱うべき問題が発生した場合、速やかな原因

究明のための調査及び分析を行うこと 
13．前号の分析結果を活用し、医療安全の確保のための方策の立案、実施、職員への周知を行うこと 
14．前号の医療安全の確保のための方策の実施状況の調査及び必要に応じた方策の見直しを行うこと 
15．その他医療安全一般に関すること 
 
 
③ 医療に係る安全管理のための職員研修の実施状況 

 
     年 2回 

 
 ・ 研修の内容（すべて）： 
１）医療法に定められた医療安全研修 
   6月と11月に実施。対象は全職員であり、常勤・非常勤問わず必須としている。研修は直接講

義を聴講することが最良と考えるが、職員全員を収容する研修場がないため、5日間にわたり（
月～金）連日同じ内容で研修会を開催している。5日間開催しても、育児時間、夜勤、当直、緊
急手術など諸々の理由で参加できなかった職員に対しては、その後ＤＶＤ上映会を複数回開催し
、受講できるようにしている。平成29年度は各5回のライブ講演と各13回のＤＶＤ上映会を合わ
せて計36回開催した。 

 
 ２）中途採用・帰任者研修 
    院内の医療安全・感染・個人情報についてのルールなどを周知、共有する目的で中途採用者

・帰任者に対し、研修を実施している。研修はe-learningを活用し、受講状況・理解度につい
て、卒後臨床研修センターと協力し、情報の共有・管理を行っている。 



 
 ３）初期臨床研修医研修（年12回） 
    総合診療科ラウンド中の初期臨床研修医に対し、医療安全管理室での研修を1日設け、医療

安全の基礎、院内の医療安全に関する取り組み、薬剤の知識の講義及び院内巡視を実施してい
る。 

 
 
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）イントラネットでのインシデントの報告 

 ２）日本医療機能評価機構への報告 
 ３）医療事故防止および医療の質確保に関する活動 
 ４）医療安全推進委員会（多職種混成チーム）による定期院内巡視と評価、および医療安全管理室

の院内巡視（毎月1回） 
 ５）情報の一元化（職員が知っておくべき共有ファイルの指定と管理） 
 ６）職場安全会議を活用した多職種による合同カンファレンスの推進 
 ７）インフォームドコンセント時の複数立ち合いの推奨（看護師の立ち合いの推奨） 
 ８）医療安全管理室ニュースレター、医療安全情報の配信による職員への周知 
 ９）医療安全マニュアル、医療安全マニュアルポケット版の改定作業 
 10）三施設間医療安全相互ラウンドの実施：東京医科大学には三施設の病院がある。同系列病院と

して安全管理の質向上と相互理解、情報共有などを図る目的で、三病院医療安全相互ラウンド
を実施している。三病院共有のマニュアル、報告制度などの検討を行っている。 

 

(注）前年度の実績を記入すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



規則第１条の 11第２項第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.院内感染対策の基本的な考え方を示して、感染症発生防止に留意し、発生時には速やかな制圧を 

全職員で図る。 

2.病院長直属の中心的な組織、感染制御部を設ける。 

3.対策の病院全体への周知・実施を行っていくため、感染症対策委員会と感染対策小委員会の設置 

感染リンクドクター・リンクナースを配備する。 

4.病院職員に対しては基本的な考え方や具体的な方策に関する研修会を開催する。 

5.感染症に関する注意情報を随時発するとともに、院内における耐性菌の検出状況を感染症対策委員

会・診療合同会議等にて報告する。 

6.感染症発生時には、職員はすみやかに感染制御部へ報告し、感染制御部は原因究明・改善策を検討

する。検討した内容は感染症対策委員会で協議の上、各種会議等を通じ全職員に周知徹底する。 

7.指針は患者その家族が閲覧できる．患者・家族にも感染防止の意義や手技を説明し、協力を求め 

る。 

8.職員はマニュアルを遵守するとともに、自らの健康管理に留意する。 
 
 
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.微生物検査室からの耐性菌分離レポートの集計結果による発生動向の把握と分析。 

2.感染制御部病棟ラウンド状況の報告（対象：広域抗菌薬長期間投与例、耐性菌分離例、 

アウトブレイク事例等）。 

3.感染制御部立案の具体的対策案について、各種職種代表者による審議。 

4.対策案・注意喚起情報の職員への周知（診療合同会議・科長会議・師長会議・総医局会・ 

中央診療部門の各部署での会議や院長通達、サイボウズや書面等による委員会からの情報発信

など）。 

5.マニュアル・ガイドラインなど院内全般に渡る規約の最終決議。 

 
 
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 40回 

 
 ・ 研修の内容（すべて）： 
 

（1）新採用者オリエンテーション：院内感染対策組織・マニュアル、標準予防策、感染経路別予防 



策、針刺し・血液曝露、手指衛生・個人防護具着脱演習 

（2）医療安全研修会：「各病棟における手指衛生目標回数とアウトブレイク値の設定について」・ 

「海外から持ち込まれる病原体への感染対策」 

（3）定例研修会：「手指衛生による手荒れの現状と対策」・「手術部位感染症対策」 

（4）感染リンクナース研修：標準予防策、感染経路別予防策、手指消毒、PPE着脱、耐性菌検出時 

の感染拡大防止対策、季節性流行疾患の予防と対策、感染リンクナースの役割、年間目標・活 

動計画、速乾性擦式アルコール製剤使用量報告、環境ラウンド、グループディスカッション 

（5）臨床研修医のためのレクチャー：感染症診療のフレームワーク、血液培養、微生物・抗菌薬 

培養検査とその解釈、感染症治療の評価  

（6）委託業者への勉強会：病院清掃における感染対策 

（7）中途採用・帰任者医療安全研修会：医療安全、感染対策、個人情報 

（8）その他：感染対策シミュレーション研修、SSI予防のための抗菌薬投与、PPE選択・着脱トレー 
ニング、看護助手研修 

 
 
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）耐性菌発生を減らすための広域抗菌薬一定期間使用者リストアップ・血液培養陽性者/耐性菌 

検出者リストアップに対する現場のラウンドによる指導 

（2）院内感染対策ラウンドによる基本手技、医療行為、病院環境のチェックと指導  

（3）マニュアルの見直し・検討・改訂 

（4）感染リンクナースの年間活動計画に基づくグループ活動の実施  

（5）感染リンクナースによる自己チェック表を用いた自己評価と改善活動報告  

（6）各部署における耐性菌アウトブレイク値の設定に基づく早期介入 

（7）人事課との協同によるワクチン接種プログラムの計画立案・実施・評価     

（8）サイトビジットを含む感染防止対策地域連携加算に関する連携医療機関とのカンファレンス  

（実施回数：4回） 
 

(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： 
 
（1）新入職員研修 

医薬品管理について（麻薬・向精神薬・特定生物由来製品等） 
 

（2）医薬品に関する研修 
①“正しい薬剤（Right Drug）”の話（オーダ薬剤間違い、薬剤禁忌情報への注意喚起） 

    ②“正しい用量（Right Dose）”の話（適切な投与量、単位、指示の確認） 
 
 
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： 
 

手順書に基づくチェックシートを作成した。チェックシートによる業務の確認は病院全体 
及び薬剤部については年２回、病棟・外来については月１回行い、期限切迫医薬品の回収 
も併せて行っている。採用医薬品については医療安全の観点からも検討している。 

 
 
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 ） 
 
 ・ 未承認等の医薬品の具体的な使用事例（あれば）： 

 
（適応外） 
一般名：トラゾドン（商品名：デジレル） 不眠症に対して使用 
一般名：アセナピン（商品名：シクレスト）双極性障害に対して使用 など 

 
  ・ その他の改善のための方策の主な内容： 

1） 医薬情報室には専任薬剤師を3名配置している。 
 

2） 医薬品の安全使用に関する情報は厚生労働省ホームページ、インターネット、新聞、雑
誌、製薬企業等から入手し、必要に応じて加工し、イントラネット（薬剤部ニュース）
、薬事ニュース、各種会議で解説・周知している。また、特に周知が必要な情報につい
ては、職場安全管理者会議で報告し、院内各職場安全会議で周知している。 

 
3） 外観変更医薬品の画像を薬事ニュースに掲載、また、院内で発生した医薬品副作用報告

を薬事ニュースに掲載している。 
 

4） 未承認薬等の院内の使用の情報においては、調剤業務・病棟薬剤師業務・医薬品安全使
用のための業務手順書のチェックシート等より、情報を収集し、医薬情報室にて管理し
、医薬品安全管理責任者等に報告している。 

 
5） 院内全ての病棟に加えて手術室、ICU･CCUにも薬剤師を配置し、医薬品の適正な使用、在

庫管理をしている。 
 

6） インシデントレポート等を分析して、診療科、各部署に必要な情報を提供している。 
(注）前年度の実績を記入すること。 
 

 



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

 
 
① 医療機器安全管理責任者の配置状況 

 
  ○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 223回 

 
 ・ 研修の主な内容： 
 

人工呼吸器をはじめ特定管理医療機器の7機種(粒子線照射装置は保有しない)等及び新規導入時

の機器に対しての説明会や研修会を、関係する医療従事者に対して、有効性・安全性・使用方法

・保守点検に関する事項、その他不具合が発生した場合の対応、使用に際し法令上、遵守すべき

事項などについて実施している。(人工呼吸器、人工心肺と補助循環、除細動器、血液浄化装置、

閉鎖式保育器、高エネルギー放射線装置、放射線照射装置、輸液ポンプ、シリンジポンプなど) 

また、臨床試用(デモ)機器についても同様としている。 
 
 
③ 医療機器の保守点検に関する計画の策定及び保守点検の実施状況 
 
 ・ 医療機器に係る計画の策定        （ ○有・無 ） 
 ・ 機器ごとの保守点検の主な内容： 
 

人工呼吸器、人工心肺と補助循環、除細動器、血液浄化装置、閉鎖式保育器、高エネルギー

放射線装置、放射線照射装置、輸液ポンプ、シリンジポンプなどに対して、年度計画にもとづ

きメーカによる年1～2回の定期保守点検のほか、使用前･使用中･使用後点検等を、臨床工学部

内及び現場の医師・看護師・技士(師)により実施している。また、臨床工学部では中央管理業

務の業務委託を導入し、医療機器管理の質の向上を図っている。 
 
 
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）：なし 
  ・ その他の改善のための方策の主な内容： 
 

メーカや日本医療機能評価機構、ＰＭＤＡ等から出される情報の収集は、関連部署はもとより

医療安全管理室・臨床工学部・事務部資材課(SPD含む)にて行われており、部門対象の機器につい

ては、当該部署の関係者へメーカ等より報告、加えて職場安全管理者会議に於いても、医療機器

安全管理責任者(実務者)より回収情報や安全情報、注意喚起などを行っている。また重要度に応

じて、医療安全管理室より緊急情報として院内全体に発信される。 

未承認等の機器使用については、医療法改正にともない当該機器を使用した医療の提供に対し

て、臨床研究支援センターが窓口となり、その申請に対して評価をおこなう委員会を組織されて

いるが、平成29年度は申請がなかった。 

機器の安全使用を目的とした改善の実施については、耐用年数を超えたシリンジポンプがリー

スアップとなったため、操作方法などが著しく変わらない同メーカの後継機種に更新した。また

、AEDについても、時刻同期機能の搭載した機種へ一斉更新とした。 
 

(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が、医薬品安全管理責任者、医療安全機器安全管理責任者医、医療安全管理

部門の出席する医療安全管理委員会に出席し、全体の業務を把握している。また、懸案となる事案
があれば、適宜報告を受けている。 

 
 
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 

  医薬品の安全使用に関する情報は厚生労働省ホームページ、インターネット、新聞、雑誌、製薬

企業等から入手し必要に応じて加工し、イントラネット（薬剤部ニュース）、薬事ニュース、各種

会議で解説・周知している。また、特に周知が必要な情報については、緊急周知文書、職場安全管

理者会議で報告し、院内各職場安全会議で周知を行い、その結果を議事録で確認している。 

 

・未承認等の医薬品の使用に係る必要な業務の実施状況 

未承認薬等の院内の使用の情報においては、調剤業務・病棟薬剤師業務・医薬品安全使用のため

の業務手順書のチェックシート等より、情報を収集し、医薬情報室にて管理をし、医薬品安全管理

責任者等に報告している。また、必要に応じて医師等に指導することとしている。 

 

・担当者の指名の有無（○有・無） 

・担当者の所属・職種： 

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

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



④ 医療を受ける者に対する説明に関する責任者の配置状況 ○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

：院内診療記録監査、量的点検において確認している。指導の主な内容は、署名・同席者・説明内容 

 の十分な記載、共通フォーマットの使用等について、各診療科、病歴委員会等へ報告し指導してい

る。 

 

⑤ 診療録等の管理に関する責任者の選任状況 ○有・無 

・診療録等の記載内容の確認、及び指導の主な内容： 

院内診療記録監査、量的点検（医師退院時要約、手術記録、死亡診断書、剖検報告書）において

確認している。指導の主な内容は、未作成・診療記録の十分な記載等について、各診療科、病歴委

員会等へ報告し指導している。 

 

⑥ 医療安全管理部門の設置状況 ○有・無 

・所属職員：専従（ 9 ）名、専任（ ）名、兼任（ 1 ）名 

 うち医師：専従（ 3 ）名、専任（ ）名、兼任（ 1 ）名 

 うち薬剤師：専従（ 1 ）名、専任（ ）名、兼任（ ）名 

 うち看護師：専従（ 2 ）名、専任（ ）名、兼任（ ）名 

（注）報告書を提出する年度の 10月１日現在の員数を記入すること 

・活動の主な内容： 

１）医療安全に関わる会議の所掌業務 

   医療安全管理委員会・医療安全推進委員会・病院死因検討会・職場安全管理者会議・ 

ＣＶライン管理部会・ＶＴＥ管理部会等 

２）事故等の発生時の対応 

 ・診療録の確認、情報の収集 

 ・患者への説明等の適切な対応、調整 

 ・原因の分析、改善策の立案、職員への周知、改善策の実施状況の確認等 

３）死亡患者の確認 

 ・死亡の事実確認、及び死亡に至るまでの状況の確認（定期的な病院長への報告） 

４）他の特定機能病院との連携 



 ・都内私大病院安全連絡会議 

 ・私立医科大学病院 医療安全相互ラウンド 

５）職員研修の実施 

 

※ 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（ 0件）、及び許可件数（ 0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を用いた医療の提供に関する審査資料の受付、評価委員会への審査依頼、評

価委員会の意見に基づく使用の適否・使用条件等の決定及び申請者に対する通知、資料等の保管、

適正な手続きに基づいて提供されていたかの確認、提供の適否等を決定した際等の病院長への報

告。 

 

・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（ 1件）、及び許可件数（ 1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を用いた医療の提供に関する審査資料の受付、評価委員会への審査依頼、評

価委員会の意見に基づく使用の適否・使用条件等の決定及び申請者に対する通知、資料等の保管、

適正な手続きに基づいて提供されていたかの確認、提供の適否等を決定した際等の病院長への報

告。 



 

・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 858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 9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）医療事故及び有害事象を防止するための体制の確立 

２）医療事故等についての対応、情報収集、調査及び文責を指揮監督する 

３）職員に対して医療事故に関する情報を提供する 

４）職員に対して医療事故等防止及び医療安全管理に関する教育をする 

５）医療事故が医療事故調査制度における医療事故調査・支援センターへ報告を要するものか否かの

判断 

６）院内病院死因検討会に対して５）の判断のために必要な情報を取りまとめて、報告書の作成を指

示する 

７）委員会が所掌する下部の委員会から報告を受ける 

８）医療事故が発生した際、事象の事実及び発生前の状況について、職員に医療安全管理室へ報告さ

せる 

９）８）の規定による実施状況を確認する 

10）８）の規定による確認結果を管理者へ報告する 

11）８）に規定する実施状況が不十分な場合、適切な報告のための職員への研修及び指導を行う 

12）重大な問題その他医療安全管理委員会に於いて取り扱うべき問題が発生した場合、速やかな原因

究明のための調査及び分析を行う 

13）分析結果を活用し、医療安全確保のための方策の立案、実施、職員への周知を行う 

14）改善のための方策の実施状況の調査と必要に応じた方策の見直しを行う 

15）その他医療安全全般 

 

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：産業医科大学病院 ）・無） 



・他の特定機能病院等からの立入り受入れ（ ○有（病院名：産業医科大学病院 ）・無） 

・技術的助言の実施状況 

 １）病棟の定数配置されている医薬品の種類、数量ともに多い印象があるとの助言に対し、見直し

を検討する。 

２）日本医療機能評価機構への報告は月 2例を目標とする。 

  

⑪ 当該病院内に患者からの安全管理に係る相談に適切に応じる体制の確保状況 

・体制の確保状況 

・専門の担当者が対応している。（窓口を設置している旨、院内に掲示している） 

 ・毎日の朝のミーティングのうち、毎週火曜及び水曜については医療安全管理室所属の副センター 

  長が担当しており、安全管理に係る直近情報の共有を図っている。 

 

 

⑫ 職員研修の実施状況 

・研修の実施状況 

１）医療法に定められた医療安全研修 

    6月と 11月に実施。対象は全職員であり、常勤・非常勤問わず必須としている。研修は直接

講義を聴講することが最良と考えるが、職員全員を収容する研修場がないため、5日間にわたり

（月～金）連日同じ内容で研修会を開催している。5日間開催しても、育児時間、夜勤、当直、

緊急手術など諸々の理由で参加できなかった職員に対しては、その後ＤＶＤ上映会を開催し（10

～15回）、受講できるようにしている。平成 29年度は各 5回のライブ講演とＤＶＤ上映会を合

わせて計 36回開催した。 

２）中途採用・帰任者研修 

   院内の医療安全・感染・個人情報についてのルールなどを周知、共有する目的で中途採用者・

帰任者に対し、研修を実施している。研修は e-learningを活用し、受講状況・理解度について、

卒後臨床研修センターと協力し、情報の共有・管理を行っている。 

３）初期臨床研修医研修（年 12回） 

   総合診療科ラウンド中の初期臨床研修医に対し、医療安全管理室での研修を 1日設け、医療安

全の基礎、院内の医療安全に関する取り組み、薬剤の知識の講義及び院内巡視を実施している 

 

（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 5月  医療安全管理者要請研修（医療安全セミナー）第 2クール❶「医療事故調査制度

（8時間）」主催：日本臨床医学リスクマネジメント学会 

 

医療安全管理責任者：今年度中に実施予定 

 

医薬品安全管理責任者： 

・平成 29年 6月 30日    平成 29年度医薬品安全管理責任者等講習会 

・平成 29年 11月 14・15日  平成 29年度特定機能病院管理者研修 

 

医療機器安全管理責任者： 
 

・平成 29年 11月 17日 特定機能病院 安全管理責任者研修 

(公益社団法人 医療･病院管理研究協会 主催) 

・平成 30年１月 9,10日 平成 29年度特定機能病院管理者研修 

(公益財団法人 日本医療機能評価機構 主催) 

 

（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 

    東京医科大学病院長、茨城医療センター病院長及び八王子医療センター病院長選出規

程第５条で、病院長の要件を規定し、選考委員会が具体的な選考基準(病院長に求めら

れる資質・能力)を策定し、公表するものとしている。この度の病院長選出にあたって

は、下記を具体的基準として掲げ、病院長候補者調書では、管理職の経験、医療安全管

理者の経験、医療安全講習会の研修実績等を記載させている。 

 

1.日本国の医師免許を有していること 

2.心身ともに健全であること 

3.人格が高潔で、病院の管理運営に識見を有すると認められること 

4.医療安全確保のための必要な資質・能力、危機管理に関する資質・能力を有すること

5.特定機能病院の役割である高難度医療や新規医療技術等の経験を有し、これらを推進

 する姿勢と指導力を有すること 

6.東京医科大学・東京医科大学病院の理念を実行する能力を有するとともに、大学病院

の将来の在り方に明確な展望を持ち、リーダーシップを発揮できること 

 

・ 基準に係る内部規程の公表の有無（ ○有・無 ） 

・ 公表の方法 

    ホームページ 

 

 

 
 
 

規則第７条の３第１項各号に掲げる管理者の選任を行う委員会の設置及び運営状況 
 
 
 前年度における管理者の選考の実施の有無 

 
    有・〇無 

 

 ・ 選考を実施した場合、委員会の設置の有無（ 有・無 ） 

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

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

・ 公表の方法 
 

管理者の選任を行う委員会の委員名簿及び選定理由 

氏名 所属 委員長 

（○を付す） 

選定理由 特別の関

係 

    有・無 

    有・無 

    有・無 

    有・無 

 
 
 



 
 

規則第９条の２３第１項及び第２項に掲げる病院の管理及び運営を行うための合議体の
設置及び運営状況 

 
 
 合議体の設置の有無 

 
   ○有・無 
  

 

・合議体の主要な審議内容 

理事会：予算及び事業計画並びに決算及び実績報告をはじめ、法人の管理運営に関わる重要 

事項全般について審議される。 

業務連絡会：病院の予算執行状況について、マネジメントシート等により管理監督している。 

 

・審議の概要の従業者への周知状況 

学内広報誌（東京医科大学報） 

 
・合議体に係る内部規程の公表の有無（ ○有・無 ） 

 

・公表の方法 

大学ホームページ 

 
・外部有識者からの意見聴取の有無（ ○有・無 ） 

  外部理事３名、外部監事２名が出席している。 
 

合議体の委員名簿 

氏名 委員長 

（○を付す） 

職種 役職（学内） 

唐沢 昌敬    〇 理事 理事長職務代理 

行岡 哲男  理事 常務理事 

三木  保  理事 常務理事 

東京医科大学病院

病院長 

池田 寿昭      理事   八王子医療センター 

病院長 

池田 徳彦  理事 主任教授 

池田 治彦  理事   

大井 綱郎  理事  

清田 朝子  理事 東京医科大学病院 

看護部長 

小林 正貴  理事 茨城医療センター 

病院長 

木南 英紀      理事  

永井 秀三  理事  

長田 省一  理事  

新妻 知行  理事  

水巻 中正  理事  

宮澤  豊  監事 常任監事 

黒田  稔  監事  

長坂 敏史      監事  



 
 

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 

 
ホームページ、規程集、学報 

 
 ・ 規程の主な内容 
 
  （人事） 

  東京医科大学病院就業規則、学校法人東京医科大学職員任免規程等で、管理者が、病院の

管理・運営に必要な指導力を発揮するために、管理者(病院長)が推薦・申請を行い、理事長

(理事会)の承認または理事長(理事会)への報告により昇任、異動等を実施している。また、

理事長が任免権を施設の長(病院長)に委任することで、管理者による必要な人事を実施して

いる。 

教育職員の採用、異動等は、各病院長の参加する人事審査会で、各病院の診療科の人員構成、

定員の充足状況を思慮しながら、円滑な業務が遂行できるよう審議のうえ決定している。 

（財務・会計） 

 病院長が経理管理者として当該経理単位における会計経理事務を監督管理することとなっ 

ている。経理規程第10条に基づく職務権限委任に伴う代決権により、経理管理者である病院 

長は、200万円以上1,000万円未満の決裁権限である。 

 また、予算の策定においては、予算編成方針、予算案の作成、予算の配分に関すること等、 

予算の適正化を図ることを目的として法人本部に予算委員会を設置している。その組織には 

各施設長(病院長)が委員として任命されている。 

 他に、「学校法人東京医科大学理事長・学長・３病院長会議規程」があり、附属病院の 

管理運営及び経営状況を総合的な観点に立って審議することを目的とし、毎月１回開催され 

各施設の管理運営状況、経営状況を審議している。 
 

 ・ 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 
 

  ・副院長 4名 … 病院長を補佐（医療連携、経営企画、危機管理・教育、多職種連携） 

  ・診療部長 … 診療部門の統括 

  ・経営企画室長 … 病院経営に係る企画・調査・分析 

  ・診療管理室長 … 病院診療科別収支の調査・分析 

(学校法人東京医科大学組織及び職制並びに職員規則 第 15条、第 29条、第 33条の 2、 

第 33条の 3)  



 
 

 

 ・ 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 
 

多職種合同研修、階層別研修（新人、主任、係長、管理職）、医療安全研修 
コンプライアンス研修、ハラスメント防止研修、接遇研修 

 
 
 
 

  



 
 

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

 

監査委員会の設置状況 ○有・無 

・監査委員会の開催状況：年 2回 

・活動の主な内容： 

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

医療機器安全管理責任者等の業務の状況について病院長等から報告を求め、又は必要に応

じて自ら確認を実施すること。 

(２) 必要に応じて、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

よう意見を上申すること。 

(３) （1）、（2）に掲げる業務について、その結果を公表すること。 

 

・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： 

  大学・病院のホームページ。 

 

 

 

監査委員会の委員名簿及び選定理由（注） 

氏名 所属 委員長 

（○を付す） 

選定理由 利害関係 委員の要件 

該当状況 

児玉安司 新星総合法律

事務所 弁護

士・医師 

○ 弁護士として法

律に関する識見

を有する者のた

め 

有・〇無 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 

池谷のぞみ 慶應義塾大学

文学部人文社

会学科  図書

館・情報学専攻 

教授 

 大学教授として

学識経験を有す

る者のため 

有・〇無 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 

木村ひろみ 社会医療法人

一成会  常務

理事 

 他病院の常務理

事の視点から、当

院の安全管理体

制を監査する能

力を有する者の

ため 

有・〇無 医療を受ける

者その他の医

療従事者以外

の者 

坂本憲枝 消費生活アド

バイザー 

 消費生活アドバ

イザーの視点か

ら、当院の安全管

理体制を監査す

る能力を有する

者のため 

有・〇無 医療を受ける

者その他の医

療従事者以外

の者 

野口英一 戸田中央医科

グループ  災

害対策特別顧

問 

 災害対策の視点

から、当院の安全

管理体制を監査

する能力を有す

る者のため 

有・〇無 医療を受ける

者その他の医

療従事者以外

の者 

長谷川聖治 読売新聞東京

本社  編集局

局次長 

 マスメディアの

視点から、当院の

安全管理体制を

監査する能力を

有する者のため 

有・〇無 医療を受ける

者その他の医

療従事者以外

の者 

（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 
 

法人監事による業務監査において、毎年度の期末監査では、必ず病院長の出席を求め、法人監
事からの病院業務に関する質問、指摘、意見等に対して、関係部署の責任者のみならず、病院長
からも直接、回答、説明等を求め、管理者である病院長の業務が法令等に違反することなく適正
、公正であるか確認を行っている。 
法人に設置されている内部監査室は法人監事による業務監査を補佐するとともに、法人監事と

月２回（原則第２、第４火曜）の定例会議を開催し、病院業務を含む法人全般に関する情報共有
を図っている。また、法人監事・内部監査室・公認会計士による三様監査部門会議を年４回（原
則６、９、１２、３月）開催し、それぞれの監査状況の報告、問題点の確認、改善策の検討を行
っている。また、法人監事は毎年度の期末監査に関する監事意見書を作成し、病院業務における
課題、改善に向けた意見、提言等を提示している。 

 
 
 
 ・ 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 
 

   ホームページに規程集のデータベースがアップされている。 
 
 

 

 
  



 
 

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 
    

理事会・業務連絡会ともに理事・監事の同一構成員により組織され、それぞれ原則月1回定例 
に開催、また必要に応じ臨時にも開催される。  

    理事会は、法人における最高議決機関と位置付けられており、予算･決算等に代表される法人 
内の管理運営に関わる重要事項全般を審議している。 

 業務連絡会においては、病院の予算執行状況について、マネジメントシート等により管理監督 
している。 

 
 
 
 ・ 会議体の実施状況（ 平成29年度 29回 ） 
 
 ・ 会議体への管理者の参画の有無および回数（ ○有・無 ）（平成29年度 29回 ） 
 
 ・ 会議体に係る内部規程の公表の有無（ ○有・無 ） 
 
 ・ 公表の方法 
    大学ホームページ 
 

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 【内部監査室】 

 

窓口の状況 

・情報提供を受け付けるための窓口の設置の有無（ ○有・無 ） 

・通報件数（年 0件） 

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

策その他窓口の設置に関する必要な定めの有無（ ○有・無 ） 

・窓口及びその使用方法についての従業者への周知の有無（ ○有・無 ） 

・周知の方法 

ホームページ、学報、医療安全マニュアルへの掲載。院内での掲示。講演会での案内。 

 

 



(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 日本医療機能評価機構 平成29年7月13・14日 

 

(注)医療機能に関する第三者による評価については、日本医療機能評価機構等による評価があるこ

と。 

 

 

2  果たしている役割に関する情報発信 

① 果たしている役割に関する情報発信の有無 ○有・無 

 ・情報発信の方法、内容等の概要 

（1）ホームページ 

【患者向け】 

 ・先進医療一覧の掲載 

 ・がん診療拠点病院に関する当院の役割、院内登録データ、がん相談窓口の掲載 

 ・手術支援ロボット「ダヴィンチ」手術の説明と対象疾患の掲載 

【医療機関向け】 

 ・研究会・セミナーの案内 

 

（2）市民公開講座 

 ・毎月（1月・8月を除く）、病院の医師が講師となる市民公開講座で、最先端の医療情報から

生活に即した実用的な医学情報までを講演。 

 

 

 

 



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 

（1）脳卒中センター 

   脳卒中に関連する診療科（救命救急センター・脳神経外科・脳神経内科・高齢診療科）が

連 

携し、あらゆるタイプの脳血管障害に迅速に対応する体制を整えている。ひとつのチームと

して定期的に合同会議を行い、脳卒中患者の情報を共有して総合的に治療にあたります。 

 

（2）口唇口蓋裂センター 

   口唇口蓋裂に関連する診療科（産科・小児科・耳鼻咽喉科・形成外科・歯科口腔外科・矯

正歯科）が連携して対応している。ひとつのチームとして定期的にカンファレンスを行い、

患者さんの情報を共有しながら治療にあたります。 

 

（3）認知症疾患医療センター 

   認知症疾患に関連する診療科（高齢診療科、脳神経内科、メンタルヘルス）の認知症専門

医が問診、神経心理検査、血液検査、画像診断、時に脳脊髄液検査などを施行し、認知症の

早期診断と鑑別を行います。 

 

 

 

 


