
(様式第 10) 

 国際研セン発 301011002 号  

平成 30 年 10 月 11 日  

  厚生労働大臣        殿 

開設者名 国立研究開発法人     

国立国際医療研究センター 

     理事長 國土 典宏  （印） 

    

 

国立研究開発法人国立国際医療研究センター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 〒162-8655 東京都新宿区戸山1-21-1 

 氏   名  國土 典宏 

(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 

 国立研究開発法人国立国際医療研究センター病院 

 

3 所在の場所 

〒162-8655 

東京都新宿区1-21-1 電話(03)3202－7181 

 

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 

糖尿病内科、内分泌代謝内科、心療内科、新生児内科、内視鏡内科、人工透析内科、緩和ケア内

科、ペインプリニック内科、形成内科、頭頸部外科、リハビリテーション科、歯科口腔外科、病

理診断科 

(注) 標榜している診療科名について記入すること。 

 

5 病床数 

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

38床 4床 40床 0床 699床 781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         189人 177.4人  366.4人  看 護 補 助 者          35.9人 診療エックス線

技師 

     人 

 歯 科 医 師         4人   8.8人   12.8人  理 学 療 法 士          16.0人 臨床 

 

検査 

臨床検査技

師 

61.5人 

 薬 剤 師         47人 10.78人   57.7人  作 業 療 法 士           6.0人 衛生検査技

師 

     人 

 保 健 師          0人   0人      0人  視 能 訓 練 士           5.7人 そ の 他            人 

 助 産 師         30人   0人   30.0人  義 肢 装 具 士              人 あん摩マッサージ指圧師      人 

 看 護 師        821人 12.1人 833.1人  臨 床 工 学 士  12.0人 医療社会事業従

事者 

 15.0人 

 准 看 護 師           0人    0人      0人  栄  養  士             0人 その他の技術員         13.6人 

 歯科衛生士      1人   0.8人    1.8人  歯 科 技 工 士           1.0人 事 務 職 員         97.5人 

 管理栄養士      6人   4.8人   10.8人  診療放射線技師   47.2人 その他の職員         38.8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 38.4 人 眼 科 専 門 医 5.8 人  

外 科 専 門 医 32.4 人 耳鼻咽喉科専門医 5.0 人 

精 神 科 専 門 医 4.0 人 放射線科専門医 3.0 人 

小 児 科 専 門 医 18.8 人 脳神経外科専門医 6.0 人 

皮 膚 科 専 門 医 2.8 人 整形外科専門医 5.0 人 

泌尿器科専門医 3.0 人 麻 酔 科 専 門 医 7.0 人 

産婦人科専門医 8.8 人 救 急 科 専 門 医 10.0 人 

  合 計 150.0 人 

(注) 1 報告書を提出する年度の 10 月１日現在の員数を記入すること。 

2 人数には、非常勤の者を当該病院の常勤の従事者の通常の勤務時間により常勤換算した       

員数と常勤の者の員数の合計を小数点以下 1 位を切り捨て、整数で算出して記入すること。 

 

 

8 管理者の医療に係る安全管理の業務の経験 

管理者名（ 病院長 大西 真  ） 任命年月日 平成 28 年 4 月 1 日 

前勤務先（東京大学医学部附属病院）にて 

リスク分析小委員会（10年間以上） 

リスクマネジメント委員会委員長（2年間） 

医療安全担当副院長(1年間) 

当院の副院長時代におけるリスクマネジメント委員会メンバー（2 年間） 

 

  



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       632.4人               2.0人            634.4人 

 １日当たり平均外来患者数            1,704.1人          80.2人          1,784.3人 

 １日当たり平均調剤数                                                               1302剤 

必要医師数 164.25人  

必要歯科医師数 4人  

必要薬剤師数 22人  

必要（准）看護師数 377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 

 

 

     m 2 

206.34 

 

 

ＲＣ 

 

   病 床 数  10床  心  電  計 有 

   人工呼吸装置 有  心細動除去装置 有 

   その他の救急蘇生装置 有  ペースメーカー 有 

無菌病室等 

 

［固定式の場合］ 床面積  420.59m 2      病床数   30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 127.45m 2 

［共用室の場合］ 共用する室名 

化学検査室 250.41m 2    （主な設備）クリオスタット、全自動染色システム 

細菌検査室 295.86m 2    （主な設備）感染症対策解剖台、遺体冷蔵庫、フロースケー

ル 

病理検査室 134.67m 2    （主な設備）データ解析用ＰＣ 

病理解剖室 304.26m 2    （主な設備）解剖台 

研 究 室 277.06m 2    （主な設備）研究用ＰＣ 

講 義 室 368.83m 2     室数       1室  収容定員          600人 

図 書 室 131.96 m2     室数        1室  蔵 書 数   35,000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 ９１．４％ 逆 紹 介 率  ６２．１％ 

算

出

根

拠 

Ａ：紹 介 患 者 の 数                                               １３，６０７人 

Ｂ：他の病院又は診療所に紹介した患者の数                              １４，８１５人 

Ｃ：救急用自動車によって搬入された患者の数                                ８，１８６人 

Ｄ：初 診 の 患 者 の 数                                                 ２３，８４０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 

山本 知孝 東京大学医学

部附属病院環

境安全管理室

長 

○ 東京大学医学部

附属病院環境安

全管理室長とし

て長年にわたる

十分な経験を持

ち、併せて、国公

私立大学附属病

院医療安全セミ

ナーにおいて講

師を務めるなど

医療安全に関す

る知識や実績が

豊富なことから

適任とした。 

有・無 1 

細川 大輔 細川大輔法律

事務所弁護士 

 弁護士として多

くの医療事故に

関わっており、豊

富な経験に基づ

く十分な実績が

ある。併せて医療

問題弁護団の研

修責任者を務め

た経験から医療

過誤事件の処理

に必要な専門知

識が豊富なこと

から適任とした｡ 

有・無 1 

出口 桂太郎 （株）ユーラシ

ア旅行社取締

役管理部長 

 ユーラシア旅行

社で取締役管理

部長として企業

経営・管理に関し

て十分な経験を

持つのみならず、

併せて公認会計

士として幅広い

見識を持ち多大

有・無 2 

 

 

 



な人望を得てい

ることから適任

とした｡ 

難波 吉雄 国立国際医療

研究センター

病院企画戦略

局長 

 国立研究開発法

人国立国際医療

研究センター病

院医療安全監査

委員会細則によ

り役職指定で監

査委員会の委員

と定められてい

るため｡ 

有・無 3 

小須田 幸夫 国立国際医療

研究センター

病院統括事務

部長 

 国立研究開発法

人国立国際医療

研究センター病

院医療安全監査

委員会細則によ

り役職指定で監

査委員会の委員

と定められてい

るため｡ 

有・無 3 

（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 

ＨＰ掲載 

 

 

 

 

 

 

 

 



1  承認を受けている先進医療の種類（注１）及び取扱患者数

取扱患者数

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   

（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

9人　

0人　

0人　

42人　

23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   

FDGを用いたポジトロン断層・コンピューター断層複合撮影による不明熱の診断

腹膜偽粘液腫に対する完全減量切除術における術中のマイトマイシンC腹腔内投与及び術後のフルオロウ
ラシル腹腔内投与の併用療法

多血小板血漿を用いた難治性皮膚潰瘍の治療　褥瘡又は難治性皮膚潰瘍（美容等に係るものを除く。）

前眼部三次元画像解析

三次元形状解析による体表の形態

（様式第2）



3　その他の高度の医療

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

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）。

（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 56 ベーチェット病 33
2 筋萎縮性側索硬化症 2 57 特発性拡張型心筋症 35
3 脊髄性筋萎縮症 4 58 肥大型心筋症 12
4 原発性側索硬化症 59 拘束型心筋症
5 進行性核上性麻痺 5 60 再生不良性貧血 12
6 パーキンソン病 73 61 自己免疫性溶血性貧血 1
7 大脳皮質基底核変性症 4 62 発作性夜間ヘモグロビン尿症
8 ハンチントン病 1 63 特発性血小板減少性紫斑病 21
9 神経有棘赤血球症 64 血栓性血小板減少性紫斑病
10 シャルコー・マリー・トゥース病 65 原発性免疫不全症候群 8
11 重症筋無力症 30 66 IgＡ 腎症 14
12 先天性筋無力症候群 67 多発性嚢胞腎 10
13 多発性硬化症／視神経脊髄炎 12 68 黄色靱帯骨化症

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
2 69 後縦靱帯骨化症 7

15 封入体筋炎 1 70 広範脊柱管狭窄症 3
16 クロウ・深瀬症候群 71 特発性大腿骨頭壊死症 26
17 多系統萎縮症 3 72 下垂体性ADH分泌異常症 5
18 脊髄小脳変性症(多系統萎縮症を除く。) 7 73 下垂体性TSH分泌亢進症
19 ライソゾーム病 1 74 下垂体性PRL分泌亢進症
20 副腎白質ジストロフィー 75 クッシング病 1
21 ミトコンドリア病 2 76 下垂体性ゴナドトロピン分泌亢進症
22 もやもや病 8 77 下垂体性成長ホルモン分泌亢進症 3
23 プリオン病 78 下垂体前葉機能低下症 22
24 亜急性硬化性全脳炎 79 家族性高コレステロール血症（ホモ接合体）
25 進行性多巣性白質脳症 80 甲状腺ホルモン不応症
26 HTLV-1関連脊髄症 81 先天性副腎皮質酵素欠損症 7
27 特発性基底核石灰化症 82 先天性副腎低形成症
28 全身性アミロイドーシス 3 83 アジソン病 1
29 ウルリッヒ病 84 サルコイドーシス 61
30 遠位型ミオパチー 85 特発性間質性肺炎 34
31 ベスレムミオパチー 86 肺動脈性肺高血圧症 5
32 自己貪食空胞性ミオパチー 87 肺静脈閉塞症／肺毛細血管腫症
33 シュワルツ・ヤンペル症候群 88 慢性血栓塞栓性肺高血圧症 11
34 神経線維腫症 5 89 リンパ脈管筋腫症
35 天疱瘡 11 90 網膜色素変性症 11
36 表皮水疱症 1 91 バッド・キアリ症候群 2
37 膿疱性乾癬（汎発型） 92 特発性門脈圧亢進症
38 スティーヴンス・ジョンソン症候群 1 93 原発性胆汁性肝硬変 19
39 中毒性表皮壊死症 94 原発性硬化性胆管炎 3
40 高安動脈炎 14 95 自己免疫性肝炎 16
41 巨細胞性動脈炎 7 96 クローン病 63
42 結節性多発動脈炎 17 97 潰瘍性大腸炎 138
43 顕微鏡的多発血管炎 26 98 好酸球性消化管疾患
44 多発血管炎性肉芽腫症 9 99 慢性特発性偽性腸閉塞症
45 好酸球性多発血管炎性肉芽腫症 14 100 巨大膀胱短小結腸腸管蠕動不全症
46 悪性関節リウマチ 24 101 腸管神経節細胞僅少症
47 バージャー病 4 102 ルビンシュタイン・テイビ症候群
48 原発性抗リン脂質抗体症候群 103 CFC症候群
49 全身性エリテマトーデス 228 104 コステロ症候群
50 皮膚筋炎／多発性筋炎 85 105 チャージ症候群
51 全身性強皮症 59 106 クリオピリン関連周期熱症候群
52 混合性結合組織病 31 107 全身型若年性特発性関節炎 1
53 シェーグレン症候群 56 108 TNF受容体関連周期性症候群
54 成人スチル病 24 109 非典型溶血性尿毒症症候群
55 再発性多発軟骨炎 2 110 ブラウ症候群

4　指定難病についての診療

高度の医療の提供の実績
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4　指定難病についての診療

高度の医療の提供の実績
（様式第2）

疾　　　患　　　名 患者数 疾　　　患　　　名 患者数
111 先天性ミオパチー 161 家族性良性慢性天疱瘡
112 マリネスコ・シェーグレン症候群 162 類天疱瘡（後天性表皮水疱症を含む。） 2
113 筋ジストロフィー 4 163 特発性後天性全身性無汗症
114 非ジストロフィー性ミオトニー症候群 164 眼皮膚白皮症
115 遺伝性周期性四肢麻痺 165 肥厚性皮膚骨膜症
116 アトピー性脊髄炎 166 弾性線維性仮性黄色腫
117 脊髄空洞症 1 167 マルファン症候群
118 脊髄髄膜瘤 168 エーラス・ダンロス症候群
119 アイザックス症候群 169 メンケス病
120 遺伝性ジストニア 170 オクシピタル・ホーン症候群
121 神経フェリチン症 171 ウィルソン病
122 脳表ヘモジデリン沈着症 172 低ホスファターゼ症

123
禿頭と変形性脊椎症を伴う常染色体劣性

白質脳症
173 VATER症候群

124
皮質下梗塞と白質脳症を伴う常染色体優

性脳動脈症
174 那須・ハコラ病

125
神経軸索スフェロイド形成を伴う遺伝性び

まん性白質脳症
175 ウィーバー症候群

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

154
徐波睡眠期持続性棘徐波を示すてんかん

性脳症
204 エマヌエル症候群

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



4　指定難病についての診療

高度の医療の提供の実績
（様式第2）

疾　　　患　　　名 患者数 疾　　　患　　　名 患者数

211 左心低形成症候群 259
レシチンコレステロールアシルトランスフェ

ラーゼ欠損症
212 三尖弁閉鎖症 260 シトステロール血症
213 心室中隔欠損を伴わない肺動脈閉鎖症 261 タンジール病
214 心室中隔欠損を伴う肺動脈閉鎖症 262 原発性高カイロミクロン血症
215 ファロー四徴症 263 脳腱黄色腫症
216 両大血管右室起始症 264 無βリポタンパク血症
217 エプスタイン病 265 脂肪萎縮症
218 アルポート症候群 266 家族性地中海熱 8
219 ギャロウェイ・モワト症候群 267 高ＩｇＤ症候群
220 急速進行性糸球体腎炎 268 中條・西村症候群

221 抗糸球体基底膜腎炎 269
化膿性無菌性関節炎・壊疽性膿皮症・アク

ネ症候群
222 一次性ネフローゼ症候群 20 270 慢性再発性多発性骨髄炎
223 一次性膜性増殖性糸球体腎炎 271 強直性脊椎炎 7
224 紫斑病性腎炎 1 272 進行性骨化性線維異形成症
225 先天性腎性尿崩症 273 肋骨異常を伴う先天性側弯症
226 間質性膀胱炎（ハンナ型） 274 骨形成不全症
227 オスラー病 1 275 タナトフォリック骨異形成症
228 閉塞性細気管支炎 276 軟骨無形成症
229 肺胞蛋白症（自己免疫性又は先天性） 2 277 リンパ管腫症/ゴーハム病
230 肺胞低換気症候群 278 巨大リンパ管奇形（頚部顔面病変）

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

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

234
ペルオキシソーム病（副腎白質ジストロ

フィーを除く。）
282 先天性赤血球形成異常性貧血

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

258
ガラクトース－１－リン酸ウリジルトランス

フェラーゼ欠損症
306 好酸球性副鼻腔炎 8



4　指定難病についての診療

高度の医療の提供の実績
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疾　　　患　　　名 患者数 疾　　　患　　　名 患者数
307 カナバン病 319 セピアプテリン還元酵素（ＳＲ）欠損症

308 進行性白質脳症 320
先天性グリコシルホスファチジルイノシトー

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

315
ネイルパテラ症候群（爪膝蓋骨症候群）／Ｌ

ＭＸ１Ｂ関連腎症
327

特発性血栓症（遺伝性血栓性素因によるも
のに限る。）

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

（注）　「患者数」欄には、前年度の年間実患者数を記入すること。



5　届出が受理されている診療報酬制度における施設基準等（基本診療科）

　・

　・

　・

　・

　・精神疾患診療体制加算 　・

　・精神科身体合併症管理加算

　・無菌治療室管理加算１

　・無菌治療室管理加算２

　・緩和ケア診療加算

　・病棟薬剤業務実施加算1、2

　・

　・

　・

　・

　・

　・急性期看護補助体制加算25:1　看護補助者５割未満

　・看護職員夜間配置12対１配置加算2

　・感染防止対策加算1、感染防止対策地域連係加算、抗菌
薬適正使用支援加算

　・ハイリスク分娩管理加算

　・データ提出加算２イ、提出データ評価加算

　・入退院支援加算1、地域連携診療計画加算、入院時支援
加算

　・医師事務作業補助体制加算1　25：1

　・呼吸ケアチーム加算

　・重症者等療養環境特別加算

　・救急医療管理加算

　・超急性期脳卒中加算

　・妊産婦緊急搬送入院加算

　・診療録管理体制加算1

　・精神科急性期医師配置加算

　・精神科リエゾンチーム加算

　・認知症ケア加算1

　・栄養サポートチーム加算

　・医療安全対策加算１

　・臨床研修病院入院診療加算（基幹型）

　・患者サポート体制充実加算

　・褥瘡ハイリスク患者ケア加算

　・ハイリスク妊娠管理加算

　・療養環境加算

　・がん診療連携拠点病院加算（がん診療連携拠点病院）

　・後発医薬品使用体制加算1

　・ハイケアユニット入院医療管理料1

　・脳卒中ケアユニット入院医療管理料

　・新生児特定集中治療室管理料１

　・新生児治療回復室入院医療管理料

　・小児入院医療管理料２、プレイルーム加算

　・一類感染症患者入院医療管理料

施　設　基　準　の　種　類 施　設　基　準　の　種　類

　・特定機能病院　一般病棟入院基本料 7:1

　・特定機能病院　結核病棟入院基本料 10:1

　・特定機能病院　精神病棟入院基本料 7:1

　・救命救急入院料１、小児加算、 充実段階評価A加算

　・特定集中治療室管理料1、小児加算、早期離床・リハビリ
テーション加算

高度の医療の提供の実績

（様式第2）



6　届出が受理されている診療報酬制度における施設基準等（特掲診療科）

・検体検査管理加算（Ⅳ）

・国際標準検査管理加算

・内服・点滴誘発試験

・センチネルリンパ節生検（乳がんに限る）

 ・ＣＴ透視下気管支鏡検査加算

　・麻酔管理料（Ⅰ）

・小児食物アレルギー負荷検査

・神経学的検査

　・薬剤管理指導料

　・医療機器安全管理料２

　・医療機器安全管理料１ ・遺伝カウンセリング加算

・ロービジョン検査判断料

　・麻酔管理料（Ⅱ）

　・在宅血液透析指導管理料

　・持続血糖測定器加算

　・ニコチン依存症管理料

　・がん治療連携計画策定料

　・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

・遺伝学的検査

・時間内歩行試験及びシャトルウォーキングテスト

・ヘッドアップティルト試験

　・肝炎インターフェロン治療計画料

　・ハイリスク妊産婦連携指導料２

　・排尿自立指導料 ・皮下連続式グルコース測定

　・地域連携小児夜間・休日診療料2

　・外来リハビリテーション診療料

　・院内トリアージ実施料

・人工膵臓検査、人工膵臓療法

　・がん性疼痛緩和指導管理料

　・がん患者指導管理料イ、ロ

　・外来緩和ケア管理料

　・がん患者指導管理料ハ

・検体検査管理加算（Ⅰ）

・埋込型心電図検査

　・移植後患者指導管理料（造血幹細胞移植後） ・定位放射線治療呼吸性移動対策加算

　・糖尿病透析予防指導管理料

　・乳腺炎重症化予防ケア・指導料

施　設　基　準　の　種　類 施　設　基　準　の　種　類

  ・ウイルス疾患指導料 　・放射線治療専任加算

　・高度難聴指導管理料 ・外来放射線照射診療料

　・糖尿病合併症管理料 ・外来放射線治療加算

・直線加速器による定位放射線治療

・血液細胞核酸増幅同定検査

・ＨＰＶ核酸検出及びＨＰＶ核酸検出（簡易ジェノタイプ判定）

高度の医療の提供の実績

・高エネルギー放射線治療

・呼吸性移動対策加算

・画像誘導放射線治療加算（ＩＧＲＴ）

（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）

･処置の休日加算１、時間外加算１及び深夜加算１

･経皮的冠動脈形成術（特殊カテーテルによるもの）

施　設　基　準　の　種　類

･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。）

施　設　基　準　の　種　類

･画像診断管理加算２

･画像診断管理加算３

･ポジトロン断層撮影

･ポジトロン断層・コンピューター断層複合撮影

･造血器腫瘍遺伝子検査

･病理診断管理加算２

･悪性腫瘍病理組織標本加算

･口腔病理診断管理加算２

･保険医療機関間の連携による病理診断

･ＣＴ撮影及びＭＲＩ撮影

･集団コミュニケーション療法料

･がん患者リハビリテーション料

･画像診断管理加算１

･冠動脈ＣＴ撮影加算

･外傷全身ＣＴ加算

･心臓ＭＲＩ撮影加算

･緑内障手術(水晶体再建術併用眼内ドレーン挿入術

･乳房ＭＲＩ撮影加算

･小児鎮静下ＭＲＩ撮影加算

･無菌製剤処理料

･心大血管疾患リハビリテーション料（Ⅰ）

･脳血管疾患等リハビリテーション料（Ⅰ）

･経皮的冠動脈ステント留置術

･経皮的中隔心筋焼灼術

･運動器リハビリテーション料（Ⅰ）

高度の医療の提供の実績

･経皮的冠動脈形成術･抗悪性腫瘍剤処方管理加算

･頭部ＭＲＩ撮影加算

･外来化学療法加算１

･呼吸器リハビリテーション料（Ⅰ）

･救急患者精神科継続支援料

･認知療法・認知行動療法１

･医療保護入院等診療料

･人工腎臓　慢性維持透析を行った場合1

･導入期加算2

･一酸化窒素吸入療法

･乳腺悪性腫瘍手術（乳がんセンチネルリンパ節加算算定の
場合）

･ゲル充填人工乳房を用いた乳房再建術（乳房切除後）

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

･胸腔鏡下弁形成術

･胸腔鏡下弁置換術

･ペースメーカー移植術/交換術(電池交換含む)

･ペースメーカー移植術/交換術(リードレスペースメーカー)
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6　届出が受理されている診療報酬制度における施設基準等（特掲診療科）

･口腔粘膜血管腫凝固術

･ＣＡＤ／ＣＡＭ冠

高度の医療の提供の実績

施　設　基　準　の　種　類 施　設　基　準　の　種　類

･歯科外来診療環境体制加算２

･歯周組織再生誘導手術（ＧＴＲ）

･クラウンブリッジ維持管理料

･口腔粘膜処置

･輸血管理料Ⅰ

･腹腔鏡下子宮悪性腫瘍手術(子宮体がんに限る。)
･（歯科）上顎骨形成術（骨移動を伴う場合に限る。）、
下顎骨形成術（骨移動を伴う場合に限る。）

･輸血適正使用加算

･腹腔鏡下膵体尾部腫瘍切除術

･腹腔鏡下膵腫瘍摘出術

･生体部分肝移植術

･早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術

･人工尿道括約筋植込・置換術

･腹腔鏡下腎悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いる
もの)

･腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を
用いるもの)

･手術の休日加算１、時間外加算１及び深夜加算１

･胃瘻造設術

･医科点数表第２章第１０部手術の通則５及び６（歯科点数表
第２章第９部の通則４含む。）に掲げる手術

･人工肛門・人工膀胱増設術前処置加算

･バルーン閉塞下経静脈的塞栓術

･腹腔鏡下肝切除術(亜区域切除、１区域切除（外側区域切除
を除く。）、２区域切除及び３区域切除以上のもの)

･レーザー機器加算

･胃瘻造設時嚥下機能評価加算

･歯科治療総合医療管理料

･医療機器安全管理料（歯科）

･歯科技工加算

･地域歯科診療支援病院歯科初診料

･植込型心電図記録計移植術及び植込型心電図記録計摘出術

･大動脈バルーンパンピング法（IABP法）

･経皮的大動脈遮断術

･ダメージコントロール手術

･体外衝撃波腎・尿管結石破砕術

（様式第2）



7　診療報酬の算定方法に先進医療から採り入れられた医療技術

8　病理・臨床検査部門の概要

１．臨床検査部門と病理診断部門は別々である。

２．臨床検査部門と病理診断部門は同一部門にまとめられている。

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

臨床部門が病理診断部門或いは臨床検査部門と開催
した症例検討会の開催頻度

剖　検　の　状　況

　・

　・

剖検症例数　　　　　62例　　　／　　剖検率      　　12.4%

　・

　・ 　・

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

臨床検査及び病理診断を実施する部門の状況

　・

　・

　・

　・

　・

　・ 　・

　・

　・

　・

　・

　・

　・

高度の医療の提供の実績

施　設　基　準　等　の　種　類 施　設　基　準　等　の　種　類

　・ 　・

　・

　・

　・

　・

　・

　・

　・

　・

　・

　・

（様式第2）



1  研究費補助等の実績

研 究 課 題 名 研 究 者 氏 名 所  属  部  門 金   額

高病原性鳥インフルエンザ感染症の臨床病理学的
解析に基づく診断・治療に関する国際連携研究《中
島分担》

高崎　仁 病院 615,385
補
委

AMED

新規薬剤によるHIV感染症制御と合併症コントロール
のための研究 潟永 博之 ＡＣＣ 13,155,000

補
委

AMED

多剤耐性HIV変異株に強力で高い中枢神経系透過
性を有する新規抗HIV薬の開発《満屋分担》 岡 慎一 ＡＣＣ 2,000,000

補
委

AMED

カポジ肉腫関連疾患の発症機構の解明と予防および
治療法に関する研究《片野分担》 照屋 勝治 ＡＣＣ 1,128,921

補
委

AMED

ART早期化と長期化に伴う日和見感染症への対処に
関する研究 照屋 勝治 ＡＣＣ 4,181,819

補
委

AMED

原虫・寄生虫症の診断、疫学、ワクチン・薬剤開発に
関する総合的研究《野崎分担》 渡辺 恒二 ＡＣＣ 3,000,000

補
委

AMED

食-腸-医をつなぐ生活習慣病の新規メカニズムの解
明と腸内細菌叢やその代謝産物に着目した病態制
御法の開発《村上晴香班》

井上 博睦 病院 3,960,000
補
委

AMED（医薬基盤・健
康・栄養研究所）

国立国際医療研究センターにおける利活用基盤へ
の接続および診療録直結型全国糖尿病データベー
スにおける利活用基盤の利用に関する研究《山本隆
一分担》

美代 賢吾 病院 3,674,769
補
委

AMED（医療情報シス
テム開発センター）

重症型原発性アルドステロン症の診療の質向上に資
するエビデンス構築《成瀬分担》 田辺 晶代 病院 115,385

補
委

AMED（京都医療センター）

日米医学協力計画を基軸にしたアジアの栄養・代謝
に関する疫学・介入研究と人材育成《稲垣分担》 梶尾 裕 病院 384,616

補
委

AMED（京都大学）

CTL逃避変異が薬剤感受性に与える影響の解析《滝
口班》 潟永 博之 ＡＣＣ 1,900,000

補
委

AMED（熊本大学）

肝硬変患者の予後を含めた実態を把握するための
研究／症例の登録、臨床情報の解析《八橋班》 正木 尚彦 病院 200,000

補
委

AMED（長崎医療センター）

「ベトナムにおける感染症制御研究・開発プロジェク
ト」（ベトナムにおける薬剤耐性菌研究、ベトナムにお
けるエイズ研究、ベトナムで実装可能な薬剤耐性菌
対策を見据えた病原体の全ゲノム疫学解析）《森田
分担》

岡 慎一 ＡＣＣ 20,153,847
補
委

AMED（長崎大学）

「ベトナムにおける感染症制御研究・開発プロジェク
ト」（ベトナムにおける薬剤耐性菌研究、ベトナムにお
けるエイズ研究、ベトナムで実装可能な薬剤耐性菌
対策を見据えた病原体の全ゲノム疫学解析）《森田
分担》

大曲 貴夫 ＤＣＣ 11,000,000
補
委

AMED（長崎大学）

バイオマーカーを用いた川崎病急性期治療法選択
に関する研究《勝部班》 大熊 喜彰 病院 230,770

補
委

AMED（日本医科大学）

「抗菌薬３剤併用による難治性潰瘍性大腸炎の治療」
に係る医師主導治験実施《桂田班》 小早川 雅男 病院 400,000

補
委

AMED（北海道大学）

わが国における熱帯病・寄生虫症の最適な診断治療
体制の構築（国内未承認薬の輸入・管理・供給）《丸
山分担》

加藤 康幸 ＤＣＣ 4,230,770
補
委

AMED（宮崎大学）

高齢者の小細胞肺癌に対する新たな標準治療の確
立に関する研究《岡本浩明分担》 竹田 雄一郎 病院 153,847

補
委

AMED（横浜市民病院）

間葉系幹細胞を用いた術後癒着防止・肝再生療法
の開発・シーズＡ６１ 稲垣 冬樹 病院 1,800,000

補
委

AMED橋渡し
（東京大学）

ｻﾘﾄﾞﾏｲﾄﾞ胎芽病患者の健康、生活実態の生活実態
の諸問題に関する研究 日ノ下 文彦 病院 8,462,000

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
《白阪分担》 日ノ下 文彦 病院 1,154,000

補
委

厚生労働省

ＨＩＶ感染症の合併症に関する研究 岡 慎一 ＡＣＣ 8,793,000
補
委

厚生労働省

ＨＩＶ感染症の合併症に関する研究《岡班》 南本 亮吾 病院 9,000,000
補
委

厚生労働省

ＨＩＶ感染症の医療体制の整備に関する研究《横幕
能行分担》 岡 慎一 ＡＣＣ 6,500,000

補
委

厚生労働省

薬剤耐性（AMR）アクションプランの実行に関する研
究 大曲 貴夫 ＤＣＣ 7,300,000

補
委

厚生労働省

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）



国際保健規則（IHR）に基づく合同外部評価に向けた
実施体制と評価手法に関する研究 大曲 貴夫 ＤＣＣ 900,000

補
委

厚生労働省

一類感染症等の患者発生時に備えた臨床的対応に
関する研究 加藤 康幸 ＤＣＣ 1,947,000

補
委

厚生労働省

非加熱血液凝固因子製剤によるHIV感染血友病等
患者の長期療養体制の構築に関する患者参加型研
究《木村分担》

潟永 博之 ＡＣＣ 2,500,000
補
委

厚生労働省

非加熱血液凝固因子製剤によるHIV感染血友病等
患者の長期療養体制の構築に関する患者参加型研
究《木村分担》

今井 公文 病院 1,000,000
補
委

厚生労働省

非加熱血液凝固因子製剤によるHIV感染血友病等
患者の長期療養体制の構築に関する患者参加型研
究《木村分担》

照屋 勝治 ＡＣＣ 1,000,000
補
委

厚生労働省

非加熱血液凝固因子製剤によるHIV感染血友病等
患者の長期療養体制の構築に関する患者参加型研
究《木村分担》

藤谷 順子 病院 2,500,000
補
委

厚生労働省

非加熱血液凝固因子製剤によるHIV感染血友病等
患者の長期療養体制の構築に関する患者参加型研
究《木村分担》

大金 美和 病院 2,500,000
補
委

厚生労働省

HIV感染症の曝露前及び曝露後の予防投薬の提供
体制に対する研究 水島 大輔 ＡＣＣ 6,000,000

補
委

厚生労働省

再生内分泌組織の迅速応答を可能とする血流導入
型ユニバーサル移植プラットフォーム《酒井康行分
担》

稲垣 冬樹 病院 1,500,000
補
委

日本学術振興会基盤A（補助金）

ベトナムでのHIV感染者コホートを用いた治療・感染
予防戦略研究《滝口分担》 岡 慎一 ＡＣＣ 1,500,000

補
委

日本学術振興会基盤A（補助金）

生体メカニズムに基づく声質の音声学的分類《榊原
分担》 山内 彰人 病院 200,000

補
委

日本学術振興会基盤B（補助金）

EMAを用いたボディイメージと健康行動に関する実
証的研究《大森美香分担》 菊地 裕絵 病院 500,000

補
委

日本学術振興会基盤B（補助金）

川崎病の病態を制御する細胞外マトリックス分子の機
能解明《吉田分担》 大熊 喜彰 病院 300,000

補
委

日本学術振興会基盤B（補助金）

アジア・アフリカの開発途上国におけるウイルス肝炎
対策に関する実態調査 正木 尚彦 病院 1,200,000

補
委

日本学術振興会基盤B（補助金）

癌化学療法中の有害事象管理とセルフケアのための
双方向性モバイル通信システムの開発《外崎分担》 竹田 雄一郎 病院 300,000

補
委

日本学術振興会基盤B（補助金）

微細脳構造変化と脳機能障害に基づく認知症の高
精細臨床的サブタイプ評価法の確立 野口　智幸 病院 930,000

補
委

日本学術振興会基盤C（基金）

微細脳構造変化と脳機能障害に基づく認知症の高
精細臨床的サブタイプ評価法の確立《野口智幸分
担》

志多 由孝 病院 90,000
補
委

日本学術振興会基盤C（基金）

Assessment of HDL levels and Risk of a First
Myocardial Infarction Among Bangladeshi population:
A comparison with the data of Japanese population

岡崎　修 病院 630,000
補
委

日本学術振興会基盤C（基金）

食道手術前補助療法の奏効性に関与するエピゲノム
異常 山田　和彦 病院 550,000

補
委

日本学術振興会基盤C（基金）

メタゲノム解析からみた長期プロトンポンプ阻害薬使
用が消化管細菌叢に及ぼす影響 永田 尚義 病院 1,700,000

補
委

日本学術振興会基盤C（基金）

1型糖尿病におけるテーラーメイド制御性T細胞誘導
法の探索 中條 大輔 病院 1,100,000

補
委

日本学術振興会基盤C（基金）

腹膜播種成立に関与する腹腔内環境と免疫チェック
ポイント 相馬 大介 病院 650,000

補
委

日本学術振興会基盤C（基金）

一般市民・医師の抗菌薬の適正使用に影響する要
因の検討：知識・態度・行動に着眼して《土橋酉紀分
担》

具 芳明 病院 90,000
補
委

日本学術振興会基盤C（基金）

動物モデルを用いたサルコイドーシスの病態解明と
画期的な分子イメージングの開発《諸井分担》 廣江 道昭 病院 50,000

補
委

日本学術振興会基盤C（基金）

新規イムノオンコロジー分子であるB7-H3の可溶型分
子の機能解析《東剛司分担》 久米 春喜 病院 0

補
委

日本学術振興会基盤C（基金）

口腔外科臨床における免疫栄養療法の効果と免疫
応答動態の解明《平岡慎一郎分担》 島田 泰如 病院 50,000

補
委

日本学術振興会基盤C（基金）

深層学習を用いた非侵襲的マイクロイメージアナリシ
スによる超早期糖尿病眼障害予測 山本 裕香 病院 3,100,000

補
委

日本学術振興会挑戦的研究萌芽（基金）

調音運動の時間パタン分析に基づく音声言語に内在
する時間構造の解明《榊原分担》 山内 彰人 病院 100,000

補
委

日本学術振興会挑戦的萌芽（基金）

ウェアラブル端末を用いた心不全遠隔支援プログラ
ムの開発 梅田 亜矢 病院 600,000

補
委

日本学術振興会挑戦的萌芽（基金）



カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症の臨床疫
学的検討 早川　佳代子 ＤＣＣ 1,000,000

補
委

日本学術振興会若手B（基金）

新規PET製剤4DSTを用いた食道癌のDNA合成イ
メージングとバイオマーカー応用 堀田 昌利 病院 1,200,000

補
委

日本学術振興会若手B（基金）

カロリー制限に着目した声のアンチエイジングに関す
る分子生物学的研究 山内 彰人 病院 500,000

補
委

日本学術振興会若手B（基金）

アフリカでの皮膚症状を有する「顧みられない熱帯
病」の疫学的調査と新規疾病対策構築 四津 里英 病院 1,300,000

補
委

日本学術振興会若手B（基金）

ヒト膵臓組織を用いた糖尿病発症機序の解明に関す
る研究 坊内 良太郎 病院 1,000,000

補
委

日本学術振興会若手B（基金）

新たな二期的肝切除法：ALPPS/ALPTIPSの肝再生
機構の解明と臨床応用 稲垣 冬樹 病院 1,200,000

補
委

日本学術振興会若手B（基金）

心身症・摂食障害の治療プログラムと臨床マーカー
の検証“過敏性腸症候群の日常生活下での多面的
評価法の検証”

菊地 裕絵 病院 600,000
補
委

精神・神経疾患研究開発費

初回前立腺針生検陰性例に対するナフトピジルによ
る前立腺がん発生頻度の低下効果に関する前向き
無作為化比較研究

久米 春喜 病院 900,000
補
委

東京大学

International Study for Treatment of Standard Risk
Childhood Relapsed ALL 2010(IntReALL SR 2010)
第一再発小児急性リンパ性白血病標準リスク群に対
する第III相国際共同臨床研究

山中純子 病院 108,000
補
委

三重大学・名古屋医療センター 計63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。

(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。

　　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。



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

発表者氏名
筆頭著者の

特定機能病院におけ
る所属

題名 論文種別

1 Imbe K 消化器内科

Validation of the American Gastroenterological
Association guidelines on management of
intraductal papillary mucinous neoplasms: more

Eur Radiol. 2018 Jan 28(1) 170 178 Original Article

2 Yamazaki D 放射線診療部門

USEFULNESS OF SIZE-SPECIFIC DOSE
ESTIMATES IN PEDIATRIC COMPUTED
TOMOGRAPHY: REVALIDATION OF LARGE-
SCALE PEDIATRIC CT DOSE SURVEY DATA
IN JAPAN

Radiat Prot Dosimetry 2017 Dec 179(3) 254 262 Original Article

3 Ishii S 呼吸器内科

Use of 3DCT airway analysis software to
assess a patient with severe persistent
bronchial asthma treated with bronchial
thermoplasty.

Allergol Int. 2017 Jul 66(3) 501 503 Case report

4 Tsuzuki S 小児科
Two Siblings with Abnormal Findings of Head
MRI Born to an HIV-positive Woman.

Jpn J Infect Dis 2017 May 70(3) 352 353 Case report

5 Yakushiji Y 放射線診断科
Total Small Vessel Disease Score in
Neurologically Healthy Japanese Adults in the
Kashima Scan Study.

Internal medicine 2017 Original Article

6 Tsuboi M ACC 
Time to development of ocular syphilis after
syphilis infection.

J Infect Chemother. 2018 Jan 24(1) 75 77 Original Article

7 Yamamoto T 形成外科
Thirty-micron needle for precise
supermicrosurgery.

Microsurgery 2017  Sep; 37(6) 735 736 Letter

8 Davaalkham J ACC
The second molecular epidemiological study of
HIV infection in Mongolia between 2010 and
2016.

PLoS One. 2017 Dec 12(12) e0189605 Original Article

9 Matono T ACC

Substantially higher and earlier occurrence of
anti-tuberculosis drug-related adverse
reactions in HIV co-infected Tuberculosis
patients: A matched-cohort study.

AIDS Patient Care STDS 2017 Nov 31(11) 455 462 Original Article

10 Tsujimoto T 糖尿病内分泌代謝科
Statin Therapy in Patients With Low Serum
Levels of LowDensity Lipoprotein Cholesterol.

Am J Cardiol. 2017 Dec 120(11) 1947 1954 Original Article

11 Matsumoto S ACC
Social Support as a Key Protective Factor
against Depression in HIVInfected Patients:
Report from large HIV clinics in Hanoi, Vietnam.

Sci Rep. 2017 Nov 7(1) 15489. Original Article

12 Takahashi N 糖尿病内分泌代謝科
Slowly Growing Adrenal Mass: A 20Year
Incubation.

Am J Med. 2017 Nov 130(11) e479 e483. Original Article

13 Takasaki J 呼吸器内科

Sensitivity and specificity of QuantiFERONTB
Gold Plus compared with QuantiFERONTB Gold
InTube and TSPOT.TB on active tuberculosis
in Japan.

J Infect Chemother. 2018 Mar 24(3) 188 192 Original Article

14 Minamimoto R 放射線核医学科

Semiquantitative Assessment of 18F-FDG
Uptake in the Normal Skeleton: Comparison
Between PET/CT and Time-of-Flight
Simultaneous PET/MRI.

AJR. 2017 Nov 209(5) 1136 1142 Original Article

15 Takemura N 外科
Role of surgical resection for non-colorectal
non-neuroendocrine liver metastases.

World J Hepatol 2017 Feb 9(5) 242 251 Review

16 Matono T DCC
Role of classic signs as diagnostic predictors
for enteric fever among returned travellers:
Relative bradycardia and eosinopenia.

PLoS One. 2017 Jun 12(6) e0179814. Original Article

17 Tsujimoto T 糖尿病内分泌代謝科
Risk of Cardiovascular Events in Patients With
Diabetes Mellitus on Blockers.

Hypertension. 2017 Jul 70(1) 103 110 Original Article

18 Kutsuna S DCC

Risk factors of catheterrelated bloodstream
infection caused by Bacillus cereus:
Casecontrol study in 8 teaching hospitals in
Japan.

Am J Infect Control. 2017 Nov 45(11) 1281 1283 Original Article

19 Takemura N 外科
Risk factors for and management of
postpancreatectomy hepatic steatosis.

Scand J Surg. 2017 Sep 106(3) 224 229 Original Article

20 Kawamoto H 呼吸器内科
Readministration of abatacept for the control of
articular symptoms of rheumatoid arthritis
during antituberculous therapy.

Respir Med Case Rep. 2017 Apr 21 147 150 Case report

高度の医療技術の開発及び評価を行う能力を有することを証する書類

雑誌名・
出版年月等

（様式第3）



21 Satoshi Nagasaka 呼吸器外科
Rare localized extralobar sequestration with
congenital cystic adenomatoid malformation: a
case report.

Surg Case Rep. 2017 Dec Case report

22 Kinai E ACC
Protease inhibitorassociated bone mineral
density loss is related to hypothyroidism and
related bone turnover acceleration.

J Infect Chemother. 2017 May 23(5) 259 264 Original Article

23 Kutsuna S DCC
Primary and Secondary Syphilis as Chancre of
the Mouth with Rash.

Intern Med. 2018 Jan 57(1) 155. Original Article

24 Nishijima T ACC

Prevalence and factors associated with chronic
kidney disease and end-stage renal disease in
HIV-1-infected Asian patients at a large HIV
clinic in Tokyo.

Sci Rep 2017 Nov 7(1) 14565 Original Article

25 Sato K 神経内科
Prehospital predictor of tracheal intubation for
patients with convulsive seizure in the
emergency department

Intern Med 2017 56 2113 2118 Original Article

26 Katsuya Y 呼吸器内科

Predictive factors of severe toxicities of
pemetrexed-containing chemotherapy in
patients with non-squamous non-small cell lung
cancer

J Cancer Therapy 2017 Nov 8(11) 1030 1039 Original Article

27 Minamimoto R 放射線核医学科
Prediction of EGFR and KRAS Mutation in non-
small cell lung cancer using advanced
quantitative 18F FDG-PET/CT metrics.

Oncotarget. 2017 May 8(32) 52792 52801 Original Article

28 Kanamori K 糖尿病内分泌代謝科
Postprandial Glucose Surges after Extremely
Low Carbohydrate Diet in Healthy Adults.

Tohoku J Exp Med. 2017 Sep 243(1) 35 39 Original Article

29 Yamamoto T 形成外科
Possible optimal donor site for multiple lymph
node transfers.

J Am Coll Surg 2018 Feb; 226(2): 202 203 Others

30 Yamamoto T 形成外科
Pocketable ultrasonography for bedside flap
monitoring.

Microsurgery 2017  Sep; 37(6) 741 742 Letter

31 Shida Y 放射線診断科
Percutaneous Vertebroplasty for Acute
Osteoporotic Vertebral Fracture Contributes to
Restoration of Ambulation

Inteventional Radiology 2017 2(3) 74 78 Original Article

32 Kimiko INAOKA 看護部
Perceived issues in nursing practice among
nurses working at a neurosurgical care unit in
Vietnam

Japanese Journal of Nursing and Health Sciences 2018 16(1) 1 12 Case report

33 Shimada T 消化器内科

PCR detection of human herpesviruses in
colonic mucosa of individuals with inflammatory
bowel disease: Comparison with individuals with
immunocompetency and HIV infection.

PLoS One. 2017 Sep 12(9) e0184699. Original Article

34 Shimomura A 消化器内科
New predictive model for acute gastrointestinal
bleeding in patients taking oral anticoagulants:
A cohort study.

J Gastroenterol Hepatol. 2018 Jan 33(1) 164 171 Original Article

35 Hisada Y 消化器内科
Natural history of intraductal papillary mucinous
neoplasm and nonneoplastic cyst: longterm
imaging followup study.

J Hepatobiliary Pancreat Sci. 2017 Jul 24(7) 401 408 Original Article

36 Hotta M 放射線核医学科
Multicentric Reticulohistiocytosis Mimicking
Malignancy on 18FFDG PET/CT.

Clin Nucl Med. 2017 Jul 42(7) 567 568 Case report

37 Ainoda Y DCC
Multicenter Study of the Clinical Presentation
of Staphylococcus lugdunensis Bacteremia in
Japan.

Jpn J Infect Dis. 2017 Jul 70(4) 405 407 Original Article

38 Yamanaka J 小児科
Moyamoya syndrome in a pediatric patient with
congenital human immunodeficiency virus type
1 infection resulting in intracranial hemorrhage.

J Infect Chemother. 2018 Mar 24(3) 220 223 Case report

39 Matono T DCC
Molecular epidemiology of lactamase production
in penicillinsusceptible Staphylococcus aureus
under highsusceptibility conditions.

J Infect Chemother. 2018 Feb 24(2) 153 155 Original Article

40 Ogawa Y 放射線診断科
Minute Splenic Pseudoaneurysm Causing
Hemorrhage within a Pancreatic Pseudocyst:
The Utility of CT during Splenic Arteriography.

Journal of Case Reports 2017 7(1) 104 108 Case report

41 Watanabe K ACC
Microbiomemediated neutrophil recruitment via
CXCR2 and protection from amebic colitis.

PLoS Pathog. 2017 Aug 13(8) e1006513. Original Article

42 Kawamoto H 呼吸器内科
Massive Hemoptysis with a Fungus Balllike
Shadow in an Old Tuberculosis Cavity That Was
Shown to Be a Clot by Bronchoscopy.

Intern Med. 2018 Feb 57(3) 377 381 Case report

43 Nishihara M 放射線診断科

Magnetic Resonance (MR) Imaging Assessment
for Glossopharyngeal Neuralgia: Value of
Three-Dimensional T2-Reversed MR Imaging
(3D-T2R) in Conjunction with Other Modes of
3D MR Imaging.

Polish journal of radiology / Polish Medical Society of Radiology. 2017 82 638 644 Original Article



44 Tanuma J ACC

Longterm viral suppression and immune
recovery during firstline antiretroviral therapy: a
study of an HIVinfected adult cohort in Hanoi,
Vietnam.

J Int AIDS Soc. 2017 Dec 20(4). Original Article

45 Yamamoto T 形成外科
Localized leg volume index: a new method for
body type-corrected evaluation of localized leg
lymphedematous volume change.

Ann Plast Surg 2017 Jul Original Article

46 Yamamoto T 形成外科
Localized arm volume index: a new method for
body type-corrected evaluation of localized
arm lymphedematous volume change.

Ann Plast Surg 2017 Oct; 79(4) 390 392 Original Article

47 Mutoh Y DCC
Leptospirosis Cases in the Tokyo Metropolitan
Area, Japan.

Jpn J Infect Dis. 2017 Nov 70(6) 669 671 Original Article

48 Fuse Y 形成外科
Lateral approach to the deep branch o the
superficial circumflex iliac artery for harvesting
a SCIP flap.

Microsurgery 2018 Feb Letter

49 Kobayakawa M 消化器内科 Is it noninferiority? Gastrointest Endosc. 2018 Jan 87(1) 318. Letter

50 Uemura H ACC
Interferonfree therapy with direct acting
antivirals for HCV/HIV1 coinfected Japanese
patients with inherited bleeding disorders.

PLoS One. 2017 Oct 12(10) e0186255. Original Article

51 Kikuchi T 糖尿病内分泌代謝科
Insulinoma Presenting with Reactive
Hypoglycemia: Evaluating the Effect of Tumor
Resection via Continuous Glucose Monitoring.

Intern Med. 2017 Nov 56(22) 3067 3071 Case report

52 Otsuka J 神経内科

Improved 123IIoflupane Binding After
Immunotherapy in AntiNAE AntibodyPositive
Hashimoto Encephalopathy That Clinically
Mimicked Multiple System Atrophy.

Clin Nucl Med. 2017 Aug 42(8) e390 e391. Case report

53 Shimada Y 歯科口腔外科

Importance of eliminating potential dental focal
infection before the first cycle of
chemotherapy in patients with hematologic
malignancy.

Support Care Cancer. 2017 May 25(5) 1379 1381 Letter

54 Toyonaga Y 麻酔科
Impact of systemic inflammatory response
syndrome and surgical Apgar score on
postoperative acute kidney injury.

Acta Anaesthesiol Scand. 2017 Nov 61(10) 1253 1261 Original Article

55 Hayakawa K DCC

Impact of rapid identification of positive blood
cultures using the Verigene system on
antibiotic prescriptions: A prospective study of
communityonset bacteremia in a tertiary
hospital in Japan.

PLoS One. 2017 Jul 12(7) e0181548. Original Article

56 Tsuboi M ACC

Impact of prompt intervention in response to
positive blood culture results during weekends
by collaboration between infectious disease
specialists and microbiology laboratory staff.

Eur J Clin Microbiol Infect Dis. 2017 Oct 36(10) 1889 1897 Original Article

57 Nagata N 消化器内科

Impact of INR monitoring, reversal agent use,
heparin bridging, and anticoagulant interruption
on rebleeding and thromboembolism in acute
gastrointestinal bleeding.

PLoS One. 2017 Sep 12(9) e0183423. Original Article

58 Tsuchiya K ACC

Highperformance liquid chromatographytandem
mass spectrometry for simultaneous
determination of raltegravir, dolutegravir and
elvitegravir concentrations in human plasma
and cerebrospinal fluid samples.

Biomed Chromatogr. 2018 Feb 32(2). Letter

59 Takahashi N 糖尿病内分泌代謝科
High risk of renal dysfunction in patients with
fulminant type 1 diabetes.

J Diabetes Investig. 2018 Jan 9(1) 146 151 Original Article

60 Tsuchiya K ACC
High plasma concentrations of dolutegravir in
patients with ABCG2 genetic variants.

Pharmacogenet Genomics. 2017 Nov 27(11) 416 419 Letter

61 Tsujimoto T 糖尿病内分泌代謝科
Favourable changes in mortality in people with
diabetes: US NHANES 19992010.

Diabetes Obes Metab. 2018 Jan 20(1) 85 93 Original Article

62 Tsujimoto T 糖尿病内分泌代謝科
Favorable effects of statins in the treatment of
heart failure with preserved ejection fraction in
patients without ischemic heart disease.

Int J Cardiol. 2018 Mar 255 111 117 Original Article

63 Yamamoto T 形成外科
Factors associated with lymphosclerosis: an
analysis on 962 lymphatic vessels.

Plast Reconstr Surg 2017 Oct; 140(4) 734 741 Original Article

64 Yamada K 外科,消化器疾患研究部

Expression of the desmosome-related molecule
periplakin is associated with advanced stage
and poor prognosis of esophageal squamous
cell carcinoma.

Translational Cancer Res 2018 Mar 7(1) 79 87 Original Article

65 Kutsuna S DCC

Experiences of Response Measures against the
4 Suspected Cases of Ebola Virus Disease from
West Africa in the National Center for Global
Health and Medicine, Tokyo, Japan.

Jpn J Infect Dis. 2018 Jan 71(1) 62 64 Original Article



66 Fujimura T 泌尿器科
Estrogen and Androgen Blockade for Advanced
Prostate Cancer in the Era of Precision
Medicine.

Cancers (Basel). 2018 Jan 10(2). Original Article

67 Hayashida T ACC
Emergence of CXCR4tropic HIV1 variants
followed by rapid disease progression in
hemophiliac slow progressors.

PLoS One. 2017 May 12(5) e0177033. Original Article

68 Tsujimoto T 糖尿病内分泌代謝科
Effects of blockers on allcause mortality in
patients with type 2 diabetes and coronary
heart disease.

Diabetes Obes Metab. 2017 Jun 19(6) 800 808 Original Article

69 Takasaki Y 消化器内科
Effect of lowdose aspirin use on pancreatic
cancer development and morphological changes
on imaging in IPMN: A longterm cohort study.

United European Gastroenterol J. 2017 Nov 5(7) 1030 1036 Original Article

70 Kobayashi K 呼吸器内科

Earlyonset, Severe Chronic Obstructive
Pulmonary Disease with Pulmonary
Hypertension that was Likely Induced by
Toluene Exposure.

Intern Med. 2017 Sep 56(17) 2329 2334 Case report

71 Niimi A 泌尿器科
Diagnostic value of urinary CXCL10 as a
biomarker for predicting Hunner type interstitial
cystitis.

Neurourol Urodyn. 2018 Mar 37(3) 1113 1119 Original Article

72 Hotta M 放射線核医学科

Diagnostic performance of (18)FFDG PET/CT
using point spread function reconstruction on
initial staging of rectal cancer: a comparison
study with conventional PET/CT and pelvic
MRI.

Cancer Imaging. 2018 Jan 18(1) 4. Original Article

73 Katanami Y DCC
Detection of Zika virus in a traveller from
Vietnam to Japan.

J Travel Med. 2017 Sep 24(5). Original Article

74 Nishijima T ACC
Cumulative exposure of TDF is associated with
kidney tubulopathy whether it is currently used
or discontinued.

AIDS. 2018 Jan 32(2) 179 188 Original Article

75 Wada N 放射線診断科
Contribution of arterial spin-labelling MRI in a
case with immune reconstitution inflammatory
syndrome.

BMJ case reports. 2017 1 3 Case report

76 Hinoshita F 腎臓内科

Consideration of the Light and Dark Sides
ofMedicines: The Thalidomide
Example.

Adv Case Stud. 2017 Oct 1(1) 1 3 Others

77 Yamamoto K DCC

Comparison of the clinical and microbiological
characteristics of Campylobacter and
Helicobacter bacteremia: the importance of
time to blood culture positivity using the
BACTEC blood culture systems.

BMC Res Notes. 2017 Nov 10(1) 634. Original Article

78 Okahara K 消化器内科
Colonic cytomegalovirus detection by mucosal
PCR and antiviral therapy in ulcerative colitis.

PLoS One. 2017 Sep 12(9) e0183951. Original Article

79 Tsuboi M DCC

Clinical characteristics and epidemiology of
intestinal tapeworm infections over the last
decade in Tokyo, Japan: A retrospective
review.

PLoS Negl Trop Dis. 2018 Feb 12(2) e0006297. Original Article

80 Watanabe R 総合診療科
Chest pain without coronary artery obstruction
and calcification in young women may indicate
left ventricular diastolic dysfucntion.

Heart Res Open J 2017 Dec 4(3) 77 85 Original Article

81 Miyahara M 脳神経外科
Cerebral metastasis of malignant
pheochromocytoma 28 years after of disease
onset

Interdisciplinary Neurosurgery 2017 12 10 130 134 Case report

82 Yamamoto K DCC
Case Report: Reversible Cerebral
Vasoconstriction Syndrome in Cerebral Malaria.

Am J Trop Med Hyg. 2018 Feb 98(2) 505 507 Case report

83 Iikura M 呼吸器内科
Bronchial thermoplasty for severe uncontrolled
asthma in Japan.

Allergol Int. 2017 Jul Letter

84 Mawatari M DCC

Bacteraemic urinary tract infections in a
tertiary hospital in Japan: the epidemiology of
communityacquired infections and the role of
noncarbapenem therapy.

BMC Res Notes. 2017 Jul 10(1) 336. Original Article

85 Sato K 神経内科

Autoimmune cerebellar ataxia with initial
seronegativity and low-titer anti-glutamic acid
decarboxylase antibody in the cerebrospinal
fluid

Clinical and Experimental Neuroimmunology 2017 8 158 161 Case report

86 Kinai E ACC
Association of age and time of disease with
HIVassociated neurocognitive disorders: a
Japanese nationwide multicenter study.

J Neurovirol. 2017 Dec 23(6) 864 874 Original Article

87 Tsujimoto T 糖尿病内分泌代謝科

Association between hyperinsulinemia and
increased risk of cancer death in nonobese and
obese people: A populationbased observational
study.

Int J Cancer. 2017 Jul 141(1) 102 111 Original Article

88 Tsujimoto T 糖尿病内分泌代謝科
Association Between Caffeine Intake and
AllCause and CauseSpecific Mortality: Mayo Clin Proc. 2017 Aug 92(8) 1190 1202 Original Article



89 Yamamoto T 形成外科
Application of a multi-directional transformable
retractor for lymphatic supermicrosurgery using
SEKI method.

Microsurgery 2017  Sep; 37(6) 729 730 Letter

90 Hinoshita F 腎臓内科
Aging Problem of the Patient Population on
Maintenance Hemodialysis: An Important Issue
for Clinical Nephrology to Focus Upon

Med J Clin Trials Case Stud. 2017 Oct 1(3) 000114 Others

91 Nagata N 消化器内科
Acute Severe Gastrointestinal Tract Bleeding
Is Associated With an Increased Risk of
Thromboembolism and Death.

Clin Gastroenterol Hepatol. 2017 Dec 15(12) 1882 1889.e1. Original Article

92 Tsujimoto T 糖尿病内分泌代謝科
Abdominal Obesity Is Associated

Patients With HFpEF.
J Am Coll Cardiol. 2017 Dec 70(22) 2739 2749 Original Article

93 Yamamoto K DCC
A Traveler From Africa With Fever and
Aggravated Chronic Back Pain

Clinical Infectious Diseases 2018 Feb 66(5) 806 807 Case report

94 Kutsuna S DCC
A Retrospective Singlecenter Analysis of 16
Cases of Imported Chikungunya Fever in Japan.

Intern Med. 2018 Feb 57(3) 325 328 Original Article

95 Takako IWASAKI 看護部

A purposeful Yet Nonimposing Approach:How
Japanese HomeCare Nurses Establish
Relationships With Older Clients and Their
Families

Journal pf Family Nuesing 2017 23(4) 534 561 Case report

96 Katanami Y DCC
A fatal case of melioidosis with pancytopenia in
a traveler from Indonesia.

J Infect Chemother. 2017 Apr 23(4) 241 244 Original Article

97 Hashimoto T DCC
A case report of Vibrio furnissii bacteremia and
cellulitis in a malnourished patient without an
apparent site of entry.

J Infect Chemother. 2018 Jan 24(1) 65 67 Original Article

98 Funatsu A 呼吸器内科
A case of pulmonary cyst and pneumothorax
after bronchial thermoplasty.

Respirol Case Rep 2017 Dec 6(2) Case report

99 Hashimoto T DCC
A Case of Dengue Fever Imported from Burkina
Faso to Japan in October 2016.

Jpn J Infect Dis. 2017 Nov 70(6) 675 677 Original Article

100 Sugimori Y 膠原病科
A Case of Clinically Amyopathic
Dermatomyositis With Hoarseness Due to
Vocal Cord Necrosis.

J Clin Rheumatol. 2018 Jan 24(1) 50 51 Case report

101 Shimizu T 膠原病科
A case of aseptic pubic osteitis successfully
treated with infliximab.

Mod Rheumatol. 2017 Jul 27(4) 716 717 Case report

102 Hotta M 放射線核医学科
11C-4DST PET/CT Imaging of Cardiac
Sarcoidosis: Comparison with 18F-FDG and
Cardiac MRI.

Clin Nucl Med. 2018 Jun 43(6) 458 459 Original Article

103 Fujimura T 泌尿器科
 Robot-assisted radical prostatectomy
significantly reduced biochemical recurrence
compared to retro pubic radical prostatectomy.

BMC Cancer. 2017 Jun 17(1) 454 Original Article

104 Gatanaga H ACC

 International HIV Adaptation Collaborative.
Potential for immune-driven viral
polymorphisms to compromise antiretroviral-
based pre-exposure prophylaxis for prevention
of HIV-1 infection.

AIDS 2017 Sep 31(14) 1935 1943 Original Article

105 Kobayakawa M 消化器内科

ShortTerm Safety and Efficacy of
BalloonOccluded Retrograde Transvenous
Obliteration Using Ethanolamine Oleate:
Results of a Prospective, Multicenter,
SingleArm Trial.

J Vasc Interv Radiol. 2017 Aug 28(8) 1108 1115.e2. Original Article

106 Ueki K 糖尿病内科

Effect of an intensified multifactorial
intervention on cardiovascular outcomes and
mortality in type 2 diabetes (JDOIT3): an
openlabel, randomised controlled trial.

Lancet Diabetes Endocrinol. 2017 Dec 5(12) 951 964 Original Article 　計106件

(注) 1

2

3

4

5

6

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

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

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

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

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

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



(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

発表者氏名
筆頭著者の

特定機能病院におけ
る所属

題名 論文種別

1 Original Article

2 Case report

3

～ 　計　件

(注) 1

2

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

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

雑誌名・
出版年月等



(様式第 3) 

高度の医療技術の開発及び評価を行う能力を有することを証する書類 

 

3 高度の医療技術の開発及び評価の実施体制 

(1)倫理審査委員会の開催状況 

① 倫理審査委員会の設置状況 有・無 

② 倫理審査委員会の手順書の整備状況 有・無 

・ 手順書の主な内容 

倫理委員会規程には、倫理委員会の公正、開催要件、議決、結果の通知などに関する一般的事項

を記載、臨床研究に係る標準業務手順書には、研究者の実施する事項も含め、その詳細な手順を規

定。 

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 

利益相反マネジメントの基本的考え方、基づく法・指針等、利益相反の定義、利益相反の相談窓

口、利益相反に係る審査を行う委員会の設置など 

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１２回 

(注）前年度の実績を記載すること。 

 

(3)臨床研究の倫理に関する講習等の実施 

① 臨床研究の倫理に関する講習等の実施状況 年１回 

 ・研修の主な内容 

研究不正の事例、研究倫理審査の手続き、研究実施上配慮すべき倫理的事項 

(注）前年度の実績を記載すること。 



 

(様式第4) 

高度の医療に関する研修を行わせる能力を有することを証する書類 

 

1 研修の内容 

当院の高度の医療に関する研修（専門研修）では、救命救急センターの救急科および総合診療科に

おける未診断症例、各専門診療科における稀少症例を含む豊富な入院症例を教育資源として、各学

会の専門医及び指導医資格を有する熱心なスタッフの指導の下、専攻医は各専門分野の臨床能力を

高め、基本領域のみならずサブスペシャリティー領域の専門医資格を取得することが可能である。

さらに、症例集積的研究をバックアップする臨床研究センター、高水準の感染症臨床を誇るエイズ

治療･研究開発センターおよび国際感染症センター、日本の国際保健医療のメッカである国際医療協

力局、付設の研究所における基礎研究等、特徴ある教育資源を生かし、当院ならでの特色ある専門

研修プログラムを提供している。また、専門研修期間中には当院と連携する臨床系大学院に入学し

て研究を行い、学位を取得することも可能である。 

 

2 研修の実績 

  研 修 医 の 人 数  １５０人 

（注）前年度の研修医の実績を記入すること。 

 

3 研修統括者 

研修統括者氏名 診 療 科 役 職  等 臨床経験年数 特記事項 

栁瀬 幹雄 消化器内科 
消化器内科（消化管担当）

診療科長 
２７年  

秋山 純一 消化器内科 
消化器内科（肝臓等担当）

診療科長 
２５年  

廣井 透雄 循環器内科 循環器内科診療科長 ２９年  

杉山 温人 呼吸器内科 呼吸器内科診療科長 ３７年  

梶尾 裕 
糖尿病内分泌代謝

科 

糖尿病内分泌代謝科診療科

長 
３３年  

日ノ下 文彦 腎臓内科 腎臓内科診療科長 ３７年  

金子 礼志 膠原病科 膠原病科診療科長 ２９年  

中村 文彦 血液内科 血液内科診療科長 ２１年  

竹内 壯介 神経内科 神経内科診療科長 ２６年  

大曲 貴夫 感染症内科(DCC) 
国際感染症センター長(DCC

科長) 
２１年  

岡 愼一 感染症内科(ACC) 
エイズ治療・研究開発セン

ター長 
３６年  

七野 浩之 小児科 小児科診療科長 ２９年  



玉木 毅 皮膚科 皮膚科診療科長 ３１年  

加藤 温 精神科 精神科診療科長   ２４年  

田嶋 強 放射線科 放射線診断科診療科長 ２８年  

木村 昭夫 救急科 救命救急センター長 ３４年  

稲垣 剛志 総合診療科 総合診療科診療科長 １１年  

藤谷 順子 
リハビリテーショ

ン科 

リハビリテーション科診療

科長 
３１年  

猪狩 亨 病理科 病理科診療科長 ３０年  

山田 和彦 外科 食道胃外科診療科長 ２６年  

清松 知充 外科 大腸肛門外科診療科長 ２０年  

竹村 信行 外科 肝胆膵外科診療科長 １９年  

多田 敬一郎 外科 乳腺内分泌外科診療科長 ２７年  

宝来 哲也 心臓血管外科 心臓血管外科診療科長 ２０年  

喜納 五月 呼吸器外科 呼吸器外科診療科長 ２５年  

原 徹男 脳神経外科 脳神経外科診療科長 ３５年  

桂川 陽三 整形外科 整形外科診療科長 ３１年  

宮嵜 英世 泌尿器科 泌尿器科診療科長 ２１年  

永原 幸 眼科 眼科診療科長 ２８年  

大石 元 産婦人科 産婦人科診療科長 ２０年  

長田 理 麻酔科 麻酔科診療科長 ２９年  

田山 二朗 耳鼻咽喉科 耳鼻咽喉科診療科長 ３５年  

山本 匠 形成外科 形成外科診療科長 １１年  

山田 康秀 腫瘍内科 腫瘍内科診療科長 ２９年  

菊地 裕絵 心療内科 心療内科診療科長 １８年  

清水 千佳子 乳腺腫瘍内科 乳腺腫瘍内科診療科長 ２２年  



岡本 竜哉 集中治療科 集中治療科診療科長 ２８年  

正木 尚彦 臨床検査科 臨床検査科診療科長 ３７年  

丸岡 豊 歯科・口腔外科 歯科・口腔外科診療科長 ２８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 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 廣井 透雄  

  管理担当者氏名 須貝 和則 
 

 保 管 場 所 管 理  方  法 
診療に関
する諸記
録 

規
則
第
二
十
二
条
の
三
第
二
項

に
掲
げ
る
事
項 

病院日誌 総務課 電子媒体 
病院情報システム管理
者が行う。 
文書保存 
診療情報等は中央管理
とし、診療情報等に関す
る管理は、診療情報管理
室が行う。 
診療録等は院外へ持ち
出しを禁止する。 

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

電子カルテ 

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 電子媒体 
文書保存 高度の医療の提供の実績 医事管理課 

 
高度の医療技術の開発及び評価
の実績 

医事管理課 

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

医療連携室 

入院患者数、外来患者及び調剤
の数を明らかにする帳簿 

医事管理課、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 
 

電子媒体 
文書保存 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
 
 

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 

院内感染管理室 
電子媒体 

文書保存 
院内感染対策のための委員会の
開催状況  

院内感染管理室 

従業者に対する院内感染対策の
ための研修の実施状況  

院内感染管理室 

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

院内感染管理室 

医薬品安全管理責任者の配置状
況  

薬剤部 

従業者に対する医薬品の安全使
用のための研修の実施状況  

薬剤部 

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

薬剤部 

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

薬剤部 

医療機器安全管理責任者の配置
状況 

医療機器管理室 

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 

医療機器管理室 

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 

医療機器管理室 

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 

医療機器管理室 
 
 

  



 
 

 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
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 電子媒体 
文書保存 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

専任の院内感染対策を行う者
の配置状況 

院内感染管理室 

医薬品安全管理責任者の業務
実施状況 

薬剤部 

医療を受ける者に対する説明
に関する責任者の配置状況 

医療安全管理室 

診療録等の管理に関する責任
者の選任状況 

医療安全管理室 

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 

医事管理課 

未承認新規医薬品等の使用条
件を定め、使用の適否等を決
定する部門の状況 

薬剤部 

監査委員会の設置状況 医療安全管理室 
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 

医療連携室 

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

医療安全管理室 

職員研修の実施状況 医療安全管理室 
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 

管理者が有する権限に関する
状況 

総務課 

管理者の業務が法令に適合す
ることを確保するための体制
の整備状況 

総務課 

開設者又は理事会等による病
院の業務の監督に係る体制の
整備状況 

総務課 

(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               廣井 透雄 

 閲 覧 担 当 者 氏 名               須貝 和則 

 閲覧の求めに応じる場所              総務課、病歴管理室 

 閲覧の手続の概要 

 国立研究開発法人国立国際医療研究センター情報公開手続規程第5条(開示請求の手続)第1項に

基づき、様式法人文書開示請求書センターに提出することにより、開示（閲覧）請求を行う。 

 

 

 

 

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

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

する番号に〇印を付けること。 

 

 

〇病院の管理及び運営に関する諸記録の閲覧の実績 

   前 年 度 の 総 閲 覧 件 数    延         0件 
  閲 覧 者 別   医        師    延         0件 

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

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

 



 
 
 

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

 
 
① 医療に係る安全管理のための指針の整備状況 

 
     有・無 

 
・ 指針の主な内容： 
当院の医療事故防止について総合的に検討し、患者の立場に立ち、患者が安心
して医療を受けられる環境を整えるための基本姿勢を示している。 

 ・医療に係る安全管理のための基本的な考え方 
 ・安全管理のための組織及び委員会などに係る基本的事項 
 ・医療に係る安全管理のための職員研修に関する基本的事項 
 ・医療機関内における事故報告等の医療に係る安全管理を目的とした改善のた

めの方策に関する基本方針 
 ・医療事故等発生時の対応に関する基本方針 
 ・医療従事者と患者との間の情報共有に関する基本事項 
 ・患者からの相談への対応に関する基本方針 
 ・その他医療安全の推進のために必要な基本方針について 

 

 
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： 
・病院長の管轄下に、主要部門の責任者とメンバーとする決定機関として、
医療安全管理委員会を設置し、毎月開催している。 

・月2回実施しているリスク分析委員会にて、レベル3a以上のレポートの事例 
について、具体的な調査・分析を実施し、毎月の医療安全管理委員会にて結 

  果を報告している。医療安全管理委員会で議論し、レベル、方針を決定して 
  いる。 

  ・リスクマネージャー会議を毎月開催し、リスクマネージャー、ジュニアリ
スクマネージャーを全員招集し、レポート数、患者誤認、転倒転落、トラブ
ル事例など院内外の医療安全情報を周知するとともに、メンバーによる院内
パトロールの報告を行なっている。 

  ・他にも各委員会で検討し、決定した改善方法を医療安全管理室が中心とな
り実施し、会議・メールなどで発信周知する方法をとっている。それらに
ついても医療安全管理委員会で報告し、助言を受けている。 

  ・患者影響レベル3a～5、合併症、事例報告（30日以内の手術、治療、化学療
法後の死亡を含む）については病院運営企画会議内報告の上、院長、理事
長にも遅滞なく報告している。 

 

 
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）： 
平成29年度全職員研修；e-ラーニングを用いた研修 
・前期；患者確認・インシデントレポート    対象者1723人 100％実施 
・後期：記録                 対象者1693人 100％実施 
 
新採用者研修；座学 
・医師：対象者40名中40名 
・研修医：対象者36名中36名 
・看護師：対象者119名中119名 
・その他（コメディカル、事務など）：対象者83名中83名 
中途採用者研修；e-ラーニングを用いた研修と座学 
・医師：対象者32名中32名 
・看護師：対象者20名中20名 
・その他（コメディカル、事務など）：対象者103名中103名 
・復職者：対象者50名中50名（医師4名、看護師31名、その他15名） 
医療安全院内講演会：「徹底討論 患者さんと良好な関係を築くためにはー患者
側・医療者側双方の立場から」 
平成29年5月15日 
参加者数126名 

 



 
 
 

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

 
   ・ 医療機関内における事故報告等の整備 （ 有・無 ） 

・ その他の改善のための方策の主な内容：  
・ 診療科別の報告数の公表 
・ リスク分析委員への採用 
・ 薬剤疑義照会の全例チェック 
・ 他部門からの重複報告の奨励 
・ インシデントレポートシステムの改善 

 
 
 

 

(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．国立国際医療研究センターにおける院内感染防止の目的 
 ２．感染対策の基本的考え方 
 ３．感染対策防止対策委員会及び院内感染対策に係る組織に関する基本事項 
 ４．感染対策のために職員に対して行われる研修に関する基本方針 
 ５．感染症発生状況の報告に関する基本方針 
 ６．感染症発生時の対応に関する基本事項 
 ７．患者等に対する当該指針の閲覧に関する方針 
 ８．感染対策推進のために必要な基本方針 
 
 
② 院内感染対策のための委員会の開催状況 

 
1年 12 回 

 
  ・ 活動の主な内容： 
 
 １．微生物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．薬剤部からの抗菌薬使用状況報告による耐性菌検出状況の分析 
 ３．ICTから血液培養、耐性菌院内発生状況、感染対策遵守状況の報告により、院内動向の分析 
 ４．ASTから抗菌薬の使用状況の報告により、院内の適正使用状況の把握と分析 
 ５．結核の発生動向の把握、および感染防止対策上の対応 
 ６．ICTで検討した課題、提案事項などを審議、決定する 
 ７．マニュアル、規約等の最終決議 
 
 
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 2 回 

 
 ・ 研修の内容（すべて）： 
 
・平成29年前期：抗菌薬の適正使用 （e-ラーニング） 参加人数1723名 100％ 

 ・平成29年後期：インフルエンザ対策（e-ラーニング） 参加人数1696名 100％ 
・平成30年前期：抗菌薬の適正使用 （e-ラーニング） 参加人数1748名 100％ 

 
 
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．ICNによる毎日の病棟ラウンド、週1回のICTラウンド(火曜日)、感染管理室ラウンド(金曜日)

による感染対策の実施状況の確認、環境のチェック､指導､フォローアップ 
 ２．細菌検査室と協力し耐性菌等の発生状況を毎日確認、検出時は病棟へ連絡し対策を指導する 
 ３．診療科別、病棟別の耐性菌検出状況を1回／月集計、提示し、必要時介入を行う 
 ４．抗菌薬使用届出制度および許可制度を運用し、状況の確認、必要時介入を行う  
 ５．抗菌薬適正使用推進のための感染症科コンサルテーション、血液培養陽性患者のラウンドと 

広域抗菌薬長期使用患者への介入 
６．職員の手指衛生遵守状況サーベイランスの実施 

・感染リンクナース、感染リンクドクター、各部門の感染担当者によるチェック 
・ICTによる直接観察 

７．ICTによる個人防護具の遵守状況チェック実施 
８．マニュアルの見直し・改訂 

 
 
 

(注）前年度の実績を記入すること。 
 
 



 
 
 

 
規則第１条の 11第２項第２号に掲げる医薬品に係る安全管理のための体制の確保に係る

措置 
 
 
① 医薬品安全管理責任者の配置状況 

 
    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８回 

 
 ・ 研修の主な内容： 

・正しい処方せんの書き方（研修医） 
  ・薬剤の取り扱いについて（看護師） 
  ・正しいインスリン投与のために（医師・看護師・薬剤師） 

・静脈注射研修（看護師） 
  ・麻薬（医療用）の取り扱いについて（医師） 
  ・麻薬（医療用）の取り扱いについて（看護師） 
  ・医薬品安全管理研修（職員） 
  ・麻薬事故について（医師・看護師・薬剤師） 
 
 
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： 

・医薬品に関する研修の実施 
  ・医薬品の安全使用のための業務手順書の改正 
  ・医薬品業務手順書チェックリストの改正 
  ・向精神薬含む病棟配置薬の出納管理確認の実施 
  ・病棟等巡視状況報告書による定数等の確認など 
 
 
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： 
  ・パクリタキセル注を胃癌腹膜播種への腹腔内投与に使用 
  ・ジアグノグリーン注をリンパ循環障害に使用 
  ・ジアグノグリーン注を各組織欠損・機能障害など組織移行および組織移植による再建外科手術

を要する疾患に使用 
  ・レクチゾール錠をHIV感染者におけるニューモシスチス肺炎の予防に使用 
  ・テクネフチン酸キットをリンパ循環障害に使用 
  ・パクリタキセル注を大腸癌腹膜播種への腹腔内投与に使用 
  ・ジアグノグリーン注を術中血管造影・胆道造影・肝区域同定目的に使用 
  ・Roaccutane（13cisレチノイン酸）を神経芽腫に使用 
  ・Bexsero（髄膜炎菌B型ワクチン）を髄膜炎菌性髄膜炎の予防に使用 
  ・パクリタキセル注・カルボプラチン注を肺小細胞癌に使用 
  ・キイトルーダ注を節外性NK/T細胞リンパ腫（ENKTL）に使用 
  ・アラベル内用剤を消化器悪性腫瘍の腫瘍組織の可視化に使用 
  ・パクリタキセル注を小細胞肺癌に使用 
  ・ジスロマック錠をHIV感染者におけるトキソプラズマ脳炎に使用 
  ・カルボプラチン注・ゲムシタビン注を悪性中皮腫に使用 
  ・カルボプラチン注・アリムタ注を悪性中皮腫に使用 
  ・レンビマカプセルを切除不能な肝細胞癌に使用 
  ・ネオーラル内用液を川崎病に使用 
  ・ツルバダ配合錠をHIV感染症の予防に使用 
  ・ピシバニール注をガマ腫に使用 
  ・パクリタキセル注を腹膜悪性中皮腫への腹腔内投与に使用 
  ・バータプレックス骨セメント・ディスペンサを骨粗鬆症性有痛性脊椎骨折に使用 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
  ・ その他の改善のための方策の主な内容： 

・平成29年1月1日より、未承認新規医薬品等評価委員会を設置し、未承認新規医薬品等を用いた
医療を提供する場合にあっては診療科長が申請を行い、同委員会において審議し、審議結果を
院長及び理事長に報告し、承認されたものだけが使用できることになっている。 

  ・医薬品情報管理室において、院内の医薬品の使用状況を月一回程度定期的に確認し、その結果
を踏まえて添付文書情報（禁忌等）、緊急安全性情報、未承認医薬品の使用時又は医薬品の適
応外使用時等の医薬品安全管理に係る情報を整理し、医薬品安全管理責任者に報告。医薬品安
全管理責任者は医薬品安全管理委員会へ報告を行っている。 

  ・PMDA、製薬企業等からの添付文書改訂情報、緊急安全性情報等は医薬品情報管理室で管理され
、院内にオールメール、薬剤部ホームページへの掲載、医療安全ニュースへ掲載し全職員への
周知を図っている。 

  ・ハーボニー配合錠の自主回収のお知らせ 
  ・薬剤名称の表記変更（50％ブドウ糖液20ml）について 
  ・薬剤名称の表記変更（リフキシマ錠、リクシアナ錠）について 
  ・薬剤名称の表記変更（ザイティガ錠、ザルティア錠）について 

・医薬品添加物としてダイズ/大豆、卵黄を含む医薬品について 
・化学療法に関する院内の取り決めについて 
・アセトアミノフェン原薬の一部報道について 

  ・アナフィラキシー再発防止に向けた提言について 
  ・抗インフルエンザ薬の処方オーダー方法について 
  ・投与間隔に注意が必要な薬剤について 
  ・病棟薬剤師の業務として、カルテ確認、患者ベッドサイドでの確認を通して、医薬品の適正使

用、安全使用、副作用確認等に努めている。 
  ・病棟薬剤師によるヘパリン使用状況確認（組成、流量、検査）と確認内容のカルテ記載を行っ

ている。 
  ・化学療法に関する院内の取り決めにより、抗がん剤投与日には、投与前の診察、検査結果確認

後、医師が抗がん剤投与の可否を判断しカルテ記載する。薬剤師が抗がん剤投与可のカルテ記
載を確認できた場合にのみ薬剤が払い出されることとしている。 

 

(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 

 
    １年２５回 

 
 ・ 研修の主な内容： 
 病院内全体で使用することが予想される人工呼吸器（TPPV・NPPV）及び除細動器における使用予定
従業者に対するe-Learningによる取扱研修の実施（３機種２回） 

 新生児集中治療室を担当する従業者に対する、閉鎖式保育器及び新生児用人工呼吸器（TPPV・NPPV
）の取扱研修及び操作実施研修（各２回・計６回） 

 集中治療室を担当する従業者に対する、補助循環装置である大動脈内バルーンパンピング装置およ
び経皮的心肺補助装置の取扱研修及び操作実施研修（各２回・計４回） 

 人工心肺操作者及び心臓血管外科医に対する人工心肺装置の取扱研修及びトラブルシューティング
を含む操作実施研修（２回） 

 透析室および集中治療室を担当する従業者に対する、血液透析・浄化装置の取扱研修（２回） 
 新採用看護師に対する、輸液ポンプ・シリンジポンプ ・心電図モニター・12誘導心電計の座学及び
操作実施研修（２回） 

 新規導入した医療機器を使用することが予想される部署及び職種に対する取扱研修（７機種７回） 
 
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： 
 特定８機種の６機種に対する定期点検計画の策定及び実施、毎月開催される医療機器安全管理委員
会での医療安全管理責任者への実施状況の報告と２ヶ月毎の承認 

 特定８機種に準ずる、全身麻酔器・体外式ペースメーカー・血液成分分離装置の定期点検計画の策
定と実施 

 輸液ポンプ・シリンジポンプ などの一般医療機器に対する添付文書に記載されている保守管理の項
目を遵守した院内での定期点検及びパーツやバッテリーの定期交換 

 医療機器管理システムへの点検項目の入力及びメーカ点検結果のスキャンによる紐付けと保管 
 
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： 
 医療機器安全管理委員会および医療安全管理委員会における責任者及び病院幹部との情報共有 
 リスクマネージャー会議でのリスクマネ－ジャーへの情報及び方策の周知（プレゼン・配布資料） 
 JQ及びPMDAからの安全情報に関連する部署に対するポスターの掲示 
 院内ホームページ内にある医療機器安全管理スペースへの医療安全情報などの掲載 
 特に継続的な方策の実施が必要な場合には、医療安全ポケットマニュアルへの掲載 

(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 

 
・責任者の資格（医師・歯科医師） 

  平成28年4月1日 配置 
医療安全担当副院長 廣井 透雄 

・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 

 ・院内発生アクシデント、インシデント、有害事象を把握し医療安全管理室と共有している。 
 ・インシデントレポートを全例チェックし、必要に応じて返信、転送している。 
 ・医薬品の疑義紹介を全例チェックしている。 
 ・院外の医療安全に関する情報の収集を行っている。 
 ・医療安全に係る各会議、委員会に出席し、必要な報告や職員への周知を行っている。 
 ・医療安全に係る研修の実施、職員教育を行っている。 
 ・他の特定機能病院との立ち入り検査の企画、運営、報告を行っている。 
 
 
 
② 専任の院内感染対策を行う者の配置状況 

 
 有 （２名）・無 

③ 医薬品安全管理責任者の業務実施状況 

・医薬品に係る院内発生アクシデント、インシデント、有害事象を把握し薬剤部と共有している。 
 ・院外の医薬品安全に関する情報収集を行っている。 
 ・医薬品の疑義照会を全例チェックしている。 
 ・病棟薬剤師の業務記録をチェックしている。 

・医薬品に関する情報の整理・周知に関する業務の状況 

・医薬品情報管理室において、院内の医薬品の使用状況を月一回程度定期的に確認し、その結果を
踏まえて添付文書情報（禁忌等）、緊急安全性情報、未承認医薬品の使用時又は医薬品の適応外
使用時等の医薬品安全管理に係る情報を整理し、医薬品安全管理責任者に報告。医薬品安全管理
責任者は医薬品安全管理委員会へ報告を行っている。 

・PMDA、製薬企業等からの添付文書改訂情報、緊急安全性情報等は医薬品情報管理室で管理され、
院内にオールメール、薬剤部ホームページへの掲載、医療安全ニュースへ掲載し全職員への周知
を図っている。 

・未承認等の医薬品の使用に係る必要な業務の実施状況 

・平成29年1月1日より、未承認新規医薬品等評価委員会を設置し、未承認新規医薬品等を用いた医
療を提供する場合にあっては診療科長が申請を行い、同委員会において審議し、審議結果を院長
及び理事長に報告し、承認されたものだけが使用できることになっている。 

  ・平成29年1月～3月に委員会を3回開催 
  ・平成29年4月～平成30年3月に委員会を10回開催 

・担当者の指名の有無（有） 

・担当者の所属・職種：（所属：薬剤部 ，職種 医薬品情報管理室長） 

 

 

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



 
 
 

 

： 

 

 

⑤ 診療録等の管理に関する責任者の選任状況 有・無 

・診療録等の記載内容の確認、及び指導の主な内容： 

診療情報及び診療記録の点検及び疑義があった場合に報告、診療情報及び診療記録の質的・量的監査

の実施、診療情報等の提供、管理、作成等、診療情報管理室の業務を統括する。 

 

⑥ 医療安全管理部門の設置状況 有・無 

・所属職員：専従（ 4）名、専任（ ）名、兼任（ 4）名 

 うち医師：専従（ 1）名、専任（ ）名、兼任（ 4）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 

他臨床工学技士長 1名、非常勤事務員 1名 

（注）報告書を提出する年度の 10月１日現在の員数を記入すること 

・活動の主な内容： 

 ・医療安全管理責任者を配置し、医療安全管理部門、医療に係る安全管理のための委員会、医薬品

及び医療機器安全管理責任者を統括している。 

・インシデント、アクシデント事例の収集、分析、具体的な改善策の提案、分析結果の現場へのフ

ィードバックを実施している。 

・インシデントレポート提出推進。 

・全死亡事例の把握。 

・医療安全に係る規程の改訂、マニュアルの見直し。 

・医療安全管理室より発信した情報や改善内容、医療安全マニュアルの遵守状況について、定着度 

を日々の院内ラウンドや抜き打ちチェックにおいて確認している。 

・医療安全に係る各種会議、委員会での報告、情報発信。 

・医療安全のための教育研修の企画と運営、リスクマネージャー、ジュニアリスクマネージャーへ 

の教育と指導。 

・リスクマネージャー、ジュニアリスクマネージャーによる院内パトロールの企画と運営。 

・未承認新規医薬品等評価委員会の運営。 

・医療を受ける者に対する説明に関する責任者を配置し、当院の ICに関する指針の遵守状況、指 



 
 
 

 

針の遵守に当たって必要な教育、研修を行っている。 

・診療録等の管理に関する責任者を配置し、診療情報管理室と連携し、質的量的監査の点検及び疑 

義があった場合に報告を受けている。 

・特定機能病院との立ち入り検査の企画と運営。 

・医療安全監査委員会の企画と運営。 

・日本医療評価機構医療事故情報収集等事業への参加。 

・医療事故発生時の対応。 

・患者相談窓口、危険予知投稿との連携（医療連携室ミーテイングへの参加及び報告）。 

 

※ 平成二八年改正省令附則第四条第一項及び第二項の規定の適用を受ける場合には、専任の医療に
係る安全管理を行う者が基準を満たしていることについて説明すること。 

※ 医療安全管理委員会において定める医療安全に資する診療内容及び従事者の医療安全の認識に
ついての平時からのモニタリングの具体例についても記載すること。 

⑦ 高難度新規医療技術の提供の適否等を決定する部門の状況 

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

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

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

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

・活動の主な内容： 

 ・委員会は高難度新規医療技術を安全に導入することを目的とする。 

 ・申請案件の倫理的・科学的妥当性、実現性について提供の適否、実施を認める場合の条件などに

ついて、当該診療科に意見を求める。 

 ・検討結果、適応に当たってのプロセス、進捗状況、症例数、実施報告を監視する。 

・規程に定められた事項の遵守状況の確認の有無（ 有・無 ） 

・高難度新規医療技術評価委員会の設置の有無（ 有・無 ） 

 

⑧ 未承認新規医薬品等の使用条件を定め、使用の適否等を決定する部門の状況 

・前年度の未承認新規医薬品等を用いた医療の申請件数（26件）、及び許可件数（26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安全に使用することを目的とする。 

・申請案件の倫理的・科学的妥当性、及び適切な使用方法、有効性や安全性の検証など未承認新規

医薬品等の適否を検討し、定められた期間その進捗を監視する。 

・規程に定められた事項の遵守状況の確認の有無（ 有・無 ） 

・未承認新規医薬品等評価委員会の設置の有無 （ 有・無 ） 

⑨ 入院患者が死亡した場合などの医療安全管理部門への報告状況 

・入院患者が死亡した場合の医療安全管理部門への報告状況：年  501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  １件 

・上記に関する医療安全管理委員会の活動の主な内容 

・医療安全管理室にて、院内における死亡全症例について、カルテチェックを行っている。 

・死亡カンファランス後に退院時要約の提出が義務付けられており、またインシデントレポート 

の事例報告（死亡）も入力することになっている。デスカンファレンス、死亡診断書の確認を行 

っている。 

 ・また診療情報管理室とも連携しており、内容に疑義があった場合に報告を受けている。必要があ

れば事例検討会、外部委員を入れた事故調査委員会を実施し、医療安全管理委員会で報告し、必

要時、医療事故・調査支援センターへ報告している。 

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

・他の特定機能病院等への立入り（ 有（病院名： 東邦大学医療センター大森病院）・無） 

・他の特定機能病院等からの立入り受入れ（ 有（病院名：東邦大学医療センター大森病院）・無） 

・技術的助言の実施状況 

① 高難度新規医療技術評価は､平成 29年 4月より医療安全部門で担当していた 

が、平成 29年 9月の医療監視に基づき、新規部門設置及び規程・委員会細則改訂を実施し運用を

開始した。 

② 医療安全管理委員会には全ての部門のトップが参加し、医療安全に係る報告を受け、議論し、方 

針を決定し、その下で医療安全管理室が組織横断的に業務を行えるように、医療安全体制を再度

改訂した。 

⑪ 当該病院内に患者からの安全管理に係る相談に適切に応じる体制の確保状況 



 
 
 

 

・体制の確保状況 

 患者相談窓口（外来運営・相談支援室）の設置。 

 月～金曜日  8：30 ～ 17：15 

 看護師 3名、医療ソーシャルワーカー（MSW）6名、薬剤師 1名、 事務職員 2名（計 12名） 

 

 

⑫ 職員研修の実施状況 

①全職員研修 

②医療安全講演会 

「徹底討論 患者と良好な関係を築くためには‐患者側・医療者双方に立場から‐」 

③新採用者研修 

④中途採用者研修 

【実施時期】 

①平成 28年 6月 1日～7月 31日 

平成 28年 12月 1日～平成 29年 1月 31日 

②平成 29年 4月 16日開催、5月 15日ホームページに 2か月ビデオを掲載 

③研修医：平成 29年 3月 28日 

看護師、その他の職種：平成 29年 4月 3日 

④平成 29年 9月 4日、11 月 20日、 

平成 30年 1月 29日、3月 19日 

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

日の員数を記入すること） 

 

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

の実施状況 

・研修の実施状況 

管理者： 

平成 30年 2月 21-22日 

「平成 29年度特定機能病院管理者研修（2日間）」 

公益財団法人日本医療機能評価機構主催 

医療安全管理責任者及び医療機器安全管理責任者： 

平成 29年 9月 26日 



 
 
 

 

「明日の医療の質向上をリードする医師養成プログラム (ASUISHI)」 

明日の医療の質向上をリードする医師養成プログラム事業責任者 名古屋大学大学院医学系研究科

長 門松健治主催 

 

平成 30年 9月 17‐18日 

「平成 30年度特定機能病院管理者研修（2日間）」 

公益財団法人日本医療機能評価機構主催 

 

医薬品安全管理責任者： 

平成 30年 2月 21‐22日 

「平成 29年度特定機能病院管理者研修（2日間）」 

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 

 

１ 日本国の医師免許を有していること。 

２ 組織規程（平成２２年規程第２号）第１０４条に定める国立国際医療研究センター病院（

以下「センター病院」という。）又はセンター病院以外の病院において、以下のいずれかの

業務に従事した経験及び医療安全管理に関する十分な知見を有するとともに、患者安全を第

一に考える姿勢及び指導力を有していること。 

① 医療安全管理責任者、医薬品安全管理責任者、医療機器安全管理責任者の業務 

② 医療安全管理委員会の構成員としての業務 

③ 医療安全管理部門における業務 

④ その他上記に準じる業務 

３ センター病院又はセンター病院以外の病院において、病院長又は副院長及びそれらに準ず

る職のいずれかでの組織管理経験があり、高度の医療の提供、開発及び評価等を行う特定機

能病院の管理運営上必要な資質及び能力を有していること。 

４ センター病院の理念及び基本方針を十分に理解し、高い使命感を持って継続的かつ確実に

職務を遂行する姿勢と指導力を有していること。 

 

・ 基準に係る内部規程の公表の有無（ 有・無 ） 

・ 公表の方法  ホームページへの掲載 

 

 

 
 

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

 
    有・無 

 

 ・ 選考を実施した場合、委員会の設置の有無（ 有・無 ） 

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

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

・ 公表の方法 

 

 ※管理者の選考は実施していないが、平成30年7月に当該委員会に係る規程を整備している。 

  （規程はホームページへ掲載済み。） 
 

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 



 
 
 

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

設置及び運営状況 
 
 
 合議体の設置の有無 

 
    有・無 
   

 

・合議体の主要な審議内容 

 病院運営の方針、計画その他病院運営に必要と認める事項。 

 

・審議の概要の従業者への周知状況 

部科長会議やセンター管理会議、ALL-Mailを活用して周知。 

 

・合議体に係る内部規程の公表の有無（ 有・無 ） 

・公表の方法 

  

・外部有識者からの意見聴取の有無（ 有・無 ） 

 
 

合議体の委員名簿 

氏名 委員長 

（○を付す） 

職種 役職 

國土 典宏  医師 理事長 

大西 真 ○ 医師 病院長 

原 徹男  医師 副院長 

玉木 毅  医師 副院長 

廣井 透雄  医師 副院長 

大曲 貴夫  医師 副院長 

木村 昭夫  医師 救命救急センター長 

岡 慎一  医師 
エイズ治療・研究開発セン
ター長 

山田 和彦  医師 消化器外科診療部門長 

美代 賢吾  事務職員 病院医療情報管理部門長 

寺門 浩之  薬剤師 薬剤部長 

木村 弘江  看護師 看護部長 

難波 吉雄  事務職員 企画戦略局長 

柳澤 武  事務職員 事務局長 

草野 弘和  事務職員 財務経理部長 

 
 
 



 
 
 

 
規則第１５条の４第１項第１号に掲げる管理者が有する権限に関する状況 

 
 
 管理者が有する病院の管理及び運営に必要な権限  

  

 
 ・ 管理者が有する権限に係る内部規程の公表の有無（ 有・無 ） 
 ・ 公表の方法  ホームページへの掲載 
 
 
 ・ 規程の主な内容 
 
   ●人事委員会規程（抄） 
    第３条 委員会の審議事項は次のとおりとする。 
      四 特定機能病院としての機能を確保するために病院長が認めた人事に関すること。 
 
   ●理事会規程（抄） 
    第１０条 理事会において、組織規程第１０４条に定める国立国際医療研究センター病院の

運営に関する人員配置、施設設備の投資その他の重要事項が審議される際には、病院長が
出席して意見を述べることができる。理事会は、その意見について十分審議した上で決定
しなければならない。 

 

 ・ 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人を配置、それぞれを①総務・手術・広報等担当、②診療・医療連携・保険等担

当、③医療安全・情報・研究等担当、④感染・国際・教育・労務等担当に振り分け
管理者をサポートしている。 

   ●企画経営課長：病院運営企画会議の庶務として、センター病院の運営方針の決定等をサポー
トしている。 

   ●医事管理課長：診療部科長会議の庶務として、センター病院の診療方針の決定等をサポート
している。 

 

 ・ 病院のマネジメントを担う人員についての人事・研修の状況 
 
   人員の配置については、その能力・経験等を十分に勘案のうえ行っているが、他の医療関係の

法人等との人事交流や合同研修への参加、幹部職員については公募による選考等も併せて行い
、病院のマネジメントを担う人員の確保に努めている。 

 

 
 
  



 
 
 

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

状況 

 

監査委員会の設置状況 有・無 

・監査委員会の開催状況：年 2 回 

・活動の主な内容：医療の安全確保を図るため、資料に基づき医療安全管理部門から直接、以下につ

いての業務内容の報告を受け、是正措置が必要な場合は意見表明し、その後の監査で確認を行う 

医療安全監査委員会規程の確認                          

医療安全にかかわる規程の変更について                   

医療安全管理体制、報告体制の変更について                 

インシデントレポート年間の総数等、報告件数の推移。3b以上事例、事例検討会について    

有害事象報告、事例検討会、日本医療機能評価機構への報告について   

医療事故調査委員会の開催について                   

医療事故調査支援センターへの報告事例について 

医療安全に係る研修実施状況について                 

重点的に取り組んだ事項について                    

医療安全管理に係る他施設との連携について 

その他、医療安全にかかる報告事項               

  

・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：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 

山本 知孝 東京大学医学

部附属病院環

境安全管理室

長 

○ 東京大学医学部

附属病院環境安

全管理室長とし

て長年にわたる

十分な経験を持

ち、併せて、国公

私立大学附属病

院医療安全セミ

ナーにおいて講

師を務めるなど

有・無 1 



 
 
 

 
医療安全に関す

る知識や実績が

豊富なことから

適任とした。 

細川 大輔 細川大輔法律

事務所弁護士 

 弁護士として多

くの医療事故に

関わっており、豊

富な経験に基づ

く十分な実績が

ある。併せて医療

問題弁護団の研

修責任者を務め

た経験から医療

過誤事件の処理

に必要な専門知

識が豊富なこと

から適任とした 

有・無 1 

出口 桂太郎 （株）ユーラシ

ア旅行社取締

役管理部長 

 ユーラシア旅行

社で取締役管理

部長として企業

経営・管理に関し

て十分な経験を

持つのみならず、

併せて公認会計

士として幅広い

見識を持ち多大

な人望を得てい

ることから適任

とした 

有・無 2 

 

難波 吉雄 国立国際医療

研究センター

病院企画戦略

局長 

 国立研究開発法

人国立国際医療

研究センター病

院医療安全監査

委員会細則によ

り役職指定で監

査委員会の委員

と定められてい

るため｡ 

有・無 3 

小須田 幸夫 国立国際医療

研究センター

病院統括事務

部長 

 国立研究開発法

人国立国際医療

研究センター病

院医療安全監査

委員会細則によ

り役職指定で監

査委員会の委員

と定められてい

るため｡ 

有・無 3 

（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 
  センター内に内部統制委員会を設置し、内部統制に関して必要な事項を審議している。 
  平成29年度は委員会を5回開催した。 
 
 
 ・ 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 センターのホームページで公表している。 
    
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

  



 
 
 

 
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 
 
   理事会において、予算、施設設備整備計画、決算（月次決算を含む）、人事、組織、事業年度

計画、業務実績報告等について審議している。 
 
 
 ・ 会議体の実施状況（ 年１２回 ）（平成29年度実績） 
 
 ・ 会議体への管理者の参画の有無および回数（ 有・無 ）（ 年１１回 ）（平成29年度実績） 
 
 ・ 会議体に係る内部規程の公表の有無（ 有・無 ） 
 
 ・ 公表の方法  ホームページへの掲載 
 
 

病院の管理運営状況を監督する会議体の名称： 理事会 

会議体の委員名簿 

氏名 所属 委員長 

（○を付す） 

利害関係 

國土 典宏 国立国際医療研究センター理事

長 

○ 有・無 

満屋 裕明 国立国際医療研究センター研究

所長 

 有・無 

宮園 浩平 東京大学大学院教授  有・無 

中村 安秀 甲南女子大学教授 

大阪大学名誉教授 

 有・無 

中谷 比呂樹 慶應義塾大学特任教授  有・無 

村山 利栄 前ゴールドマン・サックス証券株

式会社 

マネージング・ディレクター 

 有・無 

水嶋 利夫 公認会計士  有・無 

石井 孝宜 公認会計士  有・無 

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

 

 

  



 
 
 

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

等の情報提供を受け付ける窓口の状況 

 

窓口の状況 

・情報提供を受け付けるための窓口の設置の有無（ 有・無 ） 

・通報件数（年 21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 

ホームページ上で示している。 

 


