
(様式第 10) 

附総 第 7708 号  

平成 30 年 10 月 4 日  

  厚生労働大臣        殿 

開設者名 公立大学法人 横浜市立大学     

理事長 二見 良之  (印) 

 

公立大学法人横浜市立大学附属病院の業務に関する報告について 

 

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

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

す。 

記 

1 開設者の住所及び氏名 

 住   所 〒236-0027 横浜市金沢区瀬戸22-2 

 氏   名  公立大学法人横浜市立大学 

(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 

 公立大学法人横浜市立大学附属病院 

 

3 所在の場所 

〒236-0004 横浜市金沢区福浦3-9 

                               電話(045)787－2800    

 

4 診療科名 

4-1 標榜する診療科名の区分 

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

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

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

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

 

4-2 標榜している診療科名 

(1)内科 

内科 有 ・ 無 

 内科と組み合わせた診療科名等 

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

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

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

 診療実績 

 

 

 

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

けること。 

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

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

ること。 



 

(2)外科 

外科 有 ・ 無 

 外科と組み合わせた診療科名 

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

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

 診療実績 

 

 

 

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

ること。 

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

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

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

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

と）。 

 

(3)その他の標榜していることが求められる診療科名 

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

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

14放射線治療科  15麻酔科  16救急科 

(注） 標榜している診療科名の番号に〇印を付けること。 

 

(4)歯科 

歯科 有 ・ 無 

歯科と組み合わせた診療科名 

  1小児歯科   2矯正歯科  3口腔外科 

 歯科の診療体制 

 

 

 

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

号に〇印を付けること。 

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

ている診療科名として「歯科」を含まない病院については記入すること。 

 

(5)(1)～(4)以外でその他に標榜している診療科名 

 1 呼吸器科  2 循環器科  3 消化器科  4 整形外科  5 リハビリテーション科 6 形成外科 

7 病理診断科 8        9         10          11          12           13          14 

15          16         17          18          19           20          21 

(注) 標榜している診療科名について記入すること。 

 

5 病床数 

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

26床 0床 16床 0床 632床    674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        435人   81人  447.3人  看 護 補 助 者           53人 診療エックス線

技師 

    0人 

 歯 科 医 師        16人   1人   16.4人  理 学 療 法 士           14人 臨床 

 

検査 

臨床検査技

師 

   71人 

 薬 剤 師          45人    8人     52人  作 業 療 法 士             7人 衛生検査技

師 

    0人 

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

 助 産 師          31人    2人   32.8人  義 肢 装 具 士             0人 あん摩マッサージ指圧師     0人 

 看 護 師         716人   49人  750.9人  臨 床 工 学 士 15人 医療社会事業従

事者 

    9人 

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

 歯科衛生士      2人    3人      5人  歯 科 技 工 士            1人 事 務 職 員          159人 

 管理栄養士      9人    3人   11.8人  診療放射線技師     46人 その他の職員            4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 64 人 眼 科 専 門 医 9 人  

外 科 専 門 医 34 人 耳鼻咽喉科専門医 9 人 

精 神 科 専 門 医 11 人 放射線科専門医 13 人 

小 児 科 専 門 医 12 人 脳神経外科専門医 9 人 

皮 膚 科 専 門 医 6 人 整形外科専門医 14 人 

泌尿器科専門医 8 人 麻 酔 科 専 門 医 31 人 

産婦人科専門医 15 人 救 急 科 専 門 医 5 人 

  合 計 240 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（ 相原 道子   ） 任命年月日 平成 28 年 4 月 1 日 

医療安全管理責任者（統括安全管理者）の経験を有する。 

 

 

 

 

 

  



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     506人              13人     519人 

 １日当たり平均外来患者数              1,814人               101人            1,916人 

 １日当たり平均調剤数                                                     591     剤 

必要医師数  154 人  

必要歯科医師数 2 人  

必要薬剤師数 18 人  

必要（准）看護師数 323 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 

 

 

195m 2 

 

 

鉄骨造 

 

 

   病 床 数  ８ 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 11.55～13.43 m 2      病床数   11   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  m 2 

［共用室の場合］ 共用する室名 

化学検査室 

（検体検査

室） 

1,278 m 2 鉄骨造   （主な設備）生化学多項目自動分析装置 

       検体前処理・搬送システム 

細菌検査室 

（医生物検

査室） 

  145m 2 鉄骨造   （主な設備）自動最近検査装置、全自動血液培養装置 

病理検査室   312m 2 鉄骨造   （主な設備）自動免疫染色装置、電子顕微鏡 

病理解剖室   183m 2 鉄骨造   （主な設備）局所排気装置付解剖台、プッシュプル排気 

装置 

研 究 室 14,749m 2 鉄骨造   （主な設備）動物実験センター、RI研究センター、 

臨床研究棟 

講 義 室   227m 2 鉄骨造    室数   2   室  収容定員       180  人 

図 書 室  2,398m 2 鉄骨造    室数        室  蔵 書 数 15万2000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 ８５．５％ 逆 紹 介 率 ６２．１％ 

算

出

根

拠 

Ａ：紹 介 患 者 の 数                                                １８，２５１人 

Ｂ：他の病院又は診療所に紹介した患者の数                             １３，９０５人 

Ｃ：救急用自動車によって搬入された患者の

数 

                                  ８８６人 

Ｄ：初 診 の 患 者 の 数                                                ２２，３７３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 

相馬 孝博 

千葉大学医学

部 附 属 病 院 

医療安全管理

部 

 

  〇 
医療に係る安全

管理に識見を有

する者 

有・無 １ 

水地 啓子 森法律事務所 

 医療に係る法律

に識見を有する

者 

有・無 １ 

足立 雅子 

病院ボランテ

ィア  

ランパスの会 

 
医療を受ける立

場の者 

有・無 ２ 

井上登美夫 本学医学部長 

 その他の学識経

験を有する者（内

部委員） 

有・無 １ 

下澤 明久 
法人事務局副

局長 

 その他の医療従

事者以外の者（内

部委員） 

有・無 ２ 

    有・無  

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

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

2. 医療を受ける者その他の医療従事者以外の者（1.に掲げる者を除く。） 

   3. その他 

 

13 監査委員会の委員名簿及び委員の選定理由の公表の状況 

委員名簿の公表の有無  有・無 

委員の選定理由の公表の有無  有・無 

 公表の方法 

病院のホームページ上で公開 

 

 

 

 



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

0人　

0人　

0人　

1人　

人　

人　

人　

人　

人　

人　

人　

人　

人　

人　

人　

人　

人　

人　

人　

人　

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

　　　　　第百二十九号）第二各号に掲げる先進医療について記入すること。

(注） 2　「取扱患者数」欄には、前年度の年間実患者数を記入すること。

高度の医療の提供の実績

先　進　医　療　の　種　類   

多焦点眼内レンズを用いた水晶体再建術

定量的CTを用いた有限要素法による骨強度予測評価

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

腹腔鏡下広汎子宮全摘術

（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

2人　

9人　

3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 不明熱（画像検査、血液
検査及び尿検査により診断が困難なものに限る。）

LDLアフェレシス療法　閉塞性動脈硬化症（薬物療法に抵抗性を有するものであり、かつ、血行再建術及
び血管内治療が困難なものであって、フォンタン分類ⅡB度以上のものに限る。）

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 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 6 56 ベーチェット病 197
2 筋萎縮性側索硬化症 51 57 特発性拡張型心筋症 23
3 脊髄性筋萎縮症 1 58 肥大型心筋症 2
4 原発性側索硬化症 0 59 拘束型心筋症 1
5 進行性核上性麻痺 20 60 再生不良性貧血 30
6 パーキンソン病 211 61 自己免疫性溶血性貧血 0
7 大脳皮質基底核変性症 15 62 発作性夜間ヘモグロビン尿症 1
8 ハンチントン病 6 63 特発性血小板減少性紫斑病 41
9 神経有棘赤血球症 0 64 血栓性血小板減少性紫斑病 1
10 シャルコー・マリー・トゥース病 1 65 原発性免疫不全症候群 15
11 重症筋無力症 96 66 IgＡ 腎症 8
12 先天性筋無力症候群 1 67 多発性嚢胞腎 16
13 多発性硬化症／視神経脊髄炎 98 68 黄色靱帯骨化症 3

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
20 69 後縦靱帯骨化症 34

15 封入体筋炎 2 70 広範脊柱管狭窄症 4
16 クロウ・深瀬症候群 0 71 特発性大腿骨頭壊死症 73
17 多系統萎縮症 34 72 下垂体性ADH分泌異常症 11
18 脊髄小脳変性症(多系統萎縮症を除く。) 87 73 下垂体性TSH分泌亢進症 0
19 ライソゾーム病 2 74 下垂体性PRL分泌亢進症 10
20 副腎白質ジストロフィー 0 75 クッシング病 2
21 ミトコンドリア病 11 76 下垂体性ゴナドトロピン分泌亢進症 0
22 もやもや病 23 77 下垂体性成長ホルモン分泌亢進症 6
23 プリオン病 0 78 下垂体前葉機能低下症 29
24 亜急性硬化性全脳炎 0 79 家族性高コレステロール血症（ホモ接合体） 1
25 進行性多巣性白質脳症 0 80 甲状腺ホルモン不応症 0
26 HTLV-1関連脊髄症 1 81 先天性副腎皮質酵素欠損症 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 6 83 アジソン病 1
29 ウルリッヒ病 0 84 サルコイドーシス 87
30 遠位型ミオパチー 0 85 特発性間質性肺炎 9
31 ベスレムミオパチー 0 86 肺動脈性肺高血圧症 14
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 36
34 神経線維腫症 19 89 リンパ脈管筋腫症 0
35 天疱瘡 36 90 網膜色素変性症 29
36 表皮水疱症 0 91 バッド・キアリ症候群 1
37 膿疱性乾癬（汎発型） 11 92 特発性門脈圧亢進症 3
38 スティーヴンス・ジョンソン症候群 1 93 原発性胆汁性肝硬変 40
39 中毒性表皮壊死症 0 94 原発性硬化性胆管炎 3
40 高安動脈炎 33 95 自己免疫性肝炎 17
41 巨細胞性動脈炎 4 96 クローン病 28
42 結節性多発動脈炎 15 97 潰瘍性大腸炎 100
43 顕微鏡的多発血管炎 28 98 好酸球性消化管疾患 0
44 多発血管炎性肉芽腫症 12 99 慢性特発性偽性腸閉塞症 12
45 好酸球性多発血管炎性肉芽腫症 18 100 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 18 101 腸管神経節細胞僅少症 0
47 バージャー病 18 102 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 5 103 CFC症候群 0
49 全身性エリテマトーデス 303 104 コステロ症候群 0
50 皮膚筋炎／多発性筋炎 140 105 チャージ症候群 0
51 全身性強皮症 128 106 クリオピリン関連周期熱症候群 0
52 混合性結合組織病 54 107 全身型若年性特発性関節炎 10
53 シェーグレン症候群 25 108 TNF受容体関連周期性症候群 3
54 成人スチル病 11 109 非典型溶血性尿毒症症候群 1
55 再発性多発軟骨炎 3 110 ブラウ症候群 0

4　指定難病についての診療

高度の医療の提供の実績
（様式第2）



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 0 161 家族性良性慢性天疱瘡 0
112 マリネスコ・シェーグレン症候群 0 162 類天疱瘡（後天性表皮水疱症を含む。） 0
113 筋ジストロフィー 8 163 特発性後天性全身性無汗症 0
114 非ジストロフィー性ミオトニー症候群 0 164 眼皮膚白皮症 0
115 遺伝性周期性四肢麻痺 0 165 肥厚性皮膚骨膜症 0
116 アトピー性脊髄炎 0 166 弾性線維性仮性黄色腫 0
117 脊髄空洞症 0 167 マルファン症候群 0
118 脊髄髄膜瘤 0 168 エーラス・ダンロス症候群 0
119 アイザックス症候群 0 169 メンケス病 0
120 遺伝性ジストニア 0 170 オクシピタル・ホーン症候群 0
121 神経フェリチン症 0 171 ウィルソン病 0
122 脳表ヘモジデリン沈着症 0 172 低ホスファターゼ症 0

123
禿頭と変形性脊椎症を伴う常染色体劣性

白質脳症
0 173 VATER症候群 0

124
皮質下梗塞と白質脳症を伴う常染色体優

性脳動脈症
0 174 那須・ハコラ病 0

125
神経軸索スフェロイド形成を伴う遺伝性び

まん性白質脳症
0 175 ウィーバー症候群 0

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

154
徐波睡眠期持続性棘徐波を示すてんかん

性脳症
0 204 エマヌエル症候群 0

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



4　指定難病についての診療

高度の医療の提供の実績
（様式第2）

疾　　　患　　　名 患者数 疾　　　患　　　名 患者数

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

ラーゼ欠損症
0

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

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

ネ症候群
0

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

231 α1－アンチトリプシン欠乏症 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 0

234
ペルオキシソーム病（副腎白質ジストロ

フィーを除く。）
0 282 先天性赤血球形成異常性貧血 0

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

258
ガラクトース－１－リン酸ウリジルトランス

フェラーゼ欠損症
0 306 好酸球性副鼻腔炎 0



4　指定難病についての診療

高度の医療の提供の実績
（様式第2）

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

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

ル（GPI）欠損症
0

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

315
ネイルパテラ症候群（爪膝蓋骨症候群）／Ｌ

ＭＸ１Ｂ関連腎症
0 327

特発性血栓症（遺伝性血栓性素因によるも
のに限る。）

0

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

（注）　「患者数」欄には、前年度の年間実患者数を記入すること。



5　届出が受理されている診療報酬制度における施設基準等（基本診療科）

　・

　・

　・

　・

　・ 　・

　・

　・

　・

　・

　・新生児特定集中治療室管理料１

　・入院時食事療養／生活療養（Ⅰ）

　・

　・

　・

　・

　・小児入院医療管理料３

　・

　・褥瘡ハイリスク患者ケア加算

　・ハイリスク分娩管理加算

　・病棟薬剤業務実施加算１

　・データ提出加算

　・精神疾患診療体制加算

　・特定集中治療室管理料１

　・歯科外来診療環境体制加算

　・超急性期脳卒中加算

　・医師事務作業補助体制加算１

　・看護職員夜間配置加算（看護職員夜間12対1配置加算1）

　・重症者等療養環境特別加算

　・無菌治療室管理加算２

　・精神科身体合併症管理加算

　・摂食障害入院医療管理加算

　・感染防止対策加算１

　・

　・

　・

　・病棟薬剤業務実施加算２

　・退院支援加算

　・精神科急性期医師配置加算

　・ハイケアユニット入院医療管理料１

　・緩和ケア診療加算

　・精神科リエゾンチーム加算

　・医療安全対策加算１

　・患者サポート体制充実加算

　・ハイリスク妊娠管理加算

　・呼吸ケアチーム加算

高度の医療の提供の実績

施　設　基　準　の　種　類 施　設　基　準　の　種　類

　・地域歯科診療支援病院歯科初診料

　・特定機能病院入院基本料（一般病棟７対１、結核病棟7対
1、精神病棟7対1）

　・診療録管理体制加算１

　・急性期看護補助体制加算（50対1）

　・療養環境加算

　・無菌治療室管理加算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）

　・呼吸器リハビリテーション料（Ⅰ） 　・がん患者リハビリテーション料

　・乳房ＭＲＩ撮影加算 　・抗悪性腫瘍剤処方管理加算

　・外来化学療法加算１ 　・無菌製剤処理料

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

　・画像診断管理加算１ 　・ポジトロン断層撮影

　・冠動脈ＣＴ撮影加算 　・心臓ＭＲＩ撮影加算

　・ポジトロン断層・コンピューター断層複合撮影 　・ＣＴ撮影及びＭＲＩ撮影

　・神経学的検査 　・補聴器適合検査

　・内服・点滴誘発試験 　・ＣＴ透視下気管支鏡検査加算

　・ロービジョン検査判断料 　・コンタクトレンズ検査料１

　・心臓カテーテル法による諸検査の血管内視鏡検査加算 　・胎児心エコー法

　・人工膵臓検査、人工膵臓療法 　・長期継続頭蓋内脳波検査

　・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

　・遺伝学的検査
　・ＨＰＶ核酸検出およびＨＰＶ核酸検出（簡易ジェノタイプ判
定）

　・国際標準検査管理加算 　・遺伝カウンセリング加算

　・検体検査管理加算（Ⅰ） 　・検体検査管理加算（Ⅳ）

　・薬剤管理指導料 　・医療機器安全管理料１

　・歯科治療総合医療管理料（Ⅰ）及び（Ⅱ） 　・持続血糖測定器加算及び皮下連続式グルコース測定

　・医療機器安全管理料２ 　・医療機器安全管理料（歯科）

　・がん患者指導管理料３ 　・外来緩和ケア管理料

　・移植後患者指導管理料（造血幹細胞移植後） 　・糖尿病透析予防指導管理料

　・がん治療連携計画策定料 　・肝炎インターフェロン治療計画料

　・外来放射線照射診療料 　・ニコチン依存症管理料

施　設　基　準　の　種　類 施　設　基　準　の　種　類

　・ウイルス疾患指導料 　・高度難聴指導管理料

　・糖尿病合併症管理料 　・がん性疼痛緩和指導管理料

　・がん患者指導管理料１ 　・がん患者指導管理料２

高度の医療の提供の実績

　・歯科口腔リハビリテーション料２ 　・児童思春期精神科専門管理加算

（様式第2）



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

　・医療保護入院等診療料 　・硬膜外自家血注入

　・エタノールの局所注入（甲状腺） 　・エタノールの局所注入（副甲状腺）

　・透析液水質確保加算２ 　・下肢末梢動脈疾患指導管理加算

　・ＣＡＤ／ＣＡＭ冠 　・悪性黒色腫センチネルリンパ節加算

　・組織拡張器による再建手術（乳房（再建手術）の場合に限
る。）

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

　・骨移植術（軟骨移植術を含む）（自家培養軟骨移植術に
限る。）

　・脳刺激装置植込術（頭蓋骨内電極植込術を含む。）及び
脳刺激装置交換術

　・脊髄刺激装置植込術及び脊髄刺激装置交換術
　・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）〕

　・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）

　・網膜再建術

　・人工内耳植込術，植込型骨導補聴器移植術および植込
型骨導補聴器交換術

　・内視鏡下鼻・副鼻腔手術Ｖ型（拡大副鼻腔手術）

　・乳がんセンチネルリンパ節加算１及びセンチネルリンパ節
生検（併用）

　・乳がんセンチネルリンパ節加算２及びセンチネルリンパ節
生検（単独）

　・乳腺悪性腫瘍手術(乳頭乳輪温存乳房切除術(腋窩郭清
を伴わないもの)及び乳頭乳輪温存乳房切除術(腋窩郭清を
伴うもの))

　・ゲル充填人工乳房を用いた乳房再建術（乳房切除後）

　・経皮的冠動脈形成術（特殊カテーテルによるもの） 　・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
　・両心室ペースメーカー移植術及び両心室ペースメーカー
交換術

　・植込型除細動器移植術及び植込型除細動器交換術
及び経静脈電極抜去術

　・両室ペーシング機能付き植込型除細動器移植術及び両
室ペーシング機能付き植込型除細動器交換術

　・大動脈バルーンパンピング法（ＩＡＢＰ法） 　・補助人工心臓

　・腹腔鏡下小切開骨盤内リンパ節群郭清術、腹腔鏡下小切
開後腹膜リンパ節群郭清術、腹腔鏡下小切開後腹膜腫瘍摘
出術、等

　・胆管悪性腫瘍手術（膵頭十二指腸切除及び肝切除（葉以
上）を伴うものに限る。）

　・体外衝撃波胆石破砕術 　・腹腔鏡下肝切除術

　・生体部分肝移植術 　・腹腔鏡下膵体尾部腫瘍切除術



　・早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術 　・体外衝撃波腎・尿管結石破砕術

　・腹腔鏡下腎悪性腫瘍手術（内視鏡手術用支援機器を用
いるもの）

　・腹腔鏡下膀胱悪性腫瘍手術

　・腹腔鏡下小切開膀胱悪性腫瘍手術 　・人工尿道括約筋植込・置換術

　・腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術
　・腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術（内視鏡手術用支援機器
を用いるもの）

　・腹腔鏡下仙骨膣固定術 　・腹腔鏡下子宮悪性腫瘍手術（子宮体がんに限る）

　・輸血管理料Ⅰ 　・輸血適正使用加算

　・自己生体組織接着剤作成術 　・人工肛門・人工膀胱造設術前処置加算

　・歯周組織再生誘導手術 　・広範囲顎骨支持型装置埋込手術

　・麻酔管理料（Ⅰ） 　・麻酔管理料（Ⅱ）

　・放射線治療専任加算 　・外来放射線治療加算

　・高エネルギー放射線治療 　・１回線量増加加算

　・強度変調放射線治療（ＩＭＲＴ） 　・画像誘導放射線治療（ＩＧＲＴ）

　・体外照射呼吸性移動対策加算 　・定位放射線治療

　・定位放射線治療呼吸性移動対策加算 　・病理診断管理加算２

　・クラウン・ブリッジ維持管理料 　・歯科矯正診断料

　・顎口腔機能診断料（顎変形症（顎離断等の手術を必要と
するものに限る。）の手術前後における歯科矯正に係るもの）

　・酸素の購入単価



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

10回/月

剖　検　の　状　況

　・

　・

剖検症例数　　　　　25例　　　／　　剖検率     　10.5%

　・

　・ 　・

(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

　・実物大臓器立体モデルによる手術支援 　・硬膜外自家血注入療法

　・

　・

　・

　・

　・

　・

　・

　・

　・

　・

（様式第2）



1  研究費補助等の実績

金   額

110万円 補

110万円 補

110万円 補

200万円 補

30万円 補

30万円 補

200万円 補

429万円 補

200万円 補

351万円 補

30万円 補

300万円 補

988万円 補

400万円 補

100万円 補

52万円 補

454万円 補

150万円 補

94万円 補

20万円 補

20万円 補

390万円 補
小計22

平成29年度学術研究助成基金助成
金(若手研究（B））(平成29年～平成
31年度)

平成29年度学術研究助成基金助成
金(基盤研究（C））(平成29年～平成
31年度)

平成29年度学術研究助成基金助成
金(基盤研究（C））(平成29年～平成
31年度)

国立研究開発法人日本医療研究開
発機構（AMED）（免疫アレルギー疾
患実用化研究分野）診療の質の向
上に資する研究（患者実態調査～
基盤構築研究）（2017年度～2019年
度)

厚生労働省　領域別基盤研究分野
（2017年度～2019年度)

平成29年度　希少難治性疾患に対
する画期的な医薬品医療機器等の
実用化に関する研究：医師主導治
験（ステップ2）（2017年度～2019年
度)

平成29年度　病態解明治療研究
（基礎的研究～ステップ0）（2017年
度～2019年度)

職域等も含めた肝炎ウイルス検査受検率向上と陽性者
の効率的なフォローアップシステムの開発・実用化に向
けた研究．

 斉藤聡

NAFLDにおけるアミノ酸欠乏の病態への役割解明．  中島淳

小児期から移行期・成人期を包括する希少難治性慢
性消化器疾患の医療政策に関する研究．

膵がん検診の効率化を目指した血液バイオマーカー
の実用化研究．  加藤真吾 肝・胆・膵消化器病学

肝・胆・膵消化器病学

ＨＣＶ感染とＮＡＳＨ病態進展の違い． 中島淳 肝・胆・膵消化器病学

血液・免疫・感染症内科
学

 膠原病疾患におけるTh17細胞性免疫応答の新規制
御方法について. 吉見竜介

血液・免疫・感染症内科
学

国際学会におけるリウマチ性疾患調査・研究発表に対
する助成. 杉山裕美子

成人スティル病におけるマクロファージの基礎・臨床か
らの統合的解析による病態解明. 桐野洋平

血液・免疫・感染症内科
学

新規分子標的薬による皮膚障害の調査および重症化
予防の研究. 【アレルギー疾患領域】診療の質の向上
に資する研究

桐野洋平

シーズ探索研究から発展する家族性地中海熱（FMF）
に対するトシリズマブの医師主導治験. 桐野洋平

血液・免疫・感染症内科
学

全身性エリテマトーデスの革新的治療法のための転写
因子IRF5阻害剤の開発.

ベーチェット病に関する調査研究. 桐野洋平
血液・免疫・感染症内科

学

関節エコーによる関節リウマチ診療の最適化・標準化.

臨床症状と遺伝素因に基づくベーチェット病の亜群分
類. 桐野洋平

血液・免疫・感染症内科
学

白血病幹細胞特異的なDNA損傷修復機構の解明と新
規治療法の開発. 宮崎　拓也

血液・免疫・感染症内科
学

 O-GlcNAc糖鎖修飾による正常造血と異常造血の分
子制御メカニズム. 中島　秀明

 血球転写因子を介した白血病幹細胞の生成維持に関
わる代謝リプログラミング機構の解明. 高橋　寛行

血液・免疫・感染症内科
学

血液・免疫・感染症内科
学

平成29年度基盤(C) （2017年度～
2019年度)

（患者実態調査～基盤構築研究）
（2016年度～2018年度)

平成27年度　挑戦的萌芽研究
（2015年度～2017年度）

大野 滋

桐野洋平

血液・免疫・感染症内科
学

持田記念医学薬学振興財団，研究
助成 (2017年9月～2018年2月)

平成28年度 日本医療研究開発機
構（AMED）受託研究費（H27～29年
度）

平成29年度 日本医療研究開発機
構（AMED）受託研究費

平成28年度 日本医療研究開発機
構（AMED）受託研究費（H28～H30
年度）

平成27年度 日本医療研究開発機
構（AMED）受託研究費（H27～29年
度）

公益財団法人日本リウマチ財団

肝・胆・膵消化器病学

 中島淳 肝・胆・膵消化器病学

肝・胆・膵消化器病学

肝・胆・膵消化器病学

中島淳 肝・胆・膵消化器病学

血液・免疫・感染症内科
学

血液・免疫・感染症内科
学

中島淳 肝・胆・膵消化器病学

平成26年度 日本医療研究開発機
構（AMED）受託研究費(H26～28年
度)

平成28年度 日本医療研究開発機
構（AMED）受託研究費(H28～30年
度)

肝・胆・膵消化器病学
平成28年度 日本医療研究開発機
構（AMED）受託研究費（H28～30年
度）

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

Fusobacterium nucleatumに注目した大腸癌の新規スク
リーニングと予防法の開発．  日暮琢磨

平成29年度厚生労働科学研究費補
助金（肝炎等克服政策研究事業）
(H29～31年度)

平成29年度　学術研究助成基金助
成金　挑戦的研究(萌芽) (H29～30
年度)

高度の医療技術の開発及び評価を行う能力を有することを証する書類

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

平成29年度厚生労働科学研究費補
助金　難治性疾患等政策研究事業
（難治性疾患政策研究事業）研究事
業(H29～31年度)

過敏性腸症候群（Irritable Bowel Syndrome：IBS）に対
する漢方製剤・桂枝加芍薬湯の治療効果の検証研究：
多施設二重盲検無作為対照試験．

中島淳

エビデンス創出を目指した慢性偽性腸閉塞症の新規
診断・治療法の研究．

「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．

（様式第3）



819万円 補

15万円 補

20万円 補

10万円 補

26万円 補

143万円 補

182万円 補

208万円 補

169万円 補

195万円 補

182万円 補

200万円 補

100万円 補

60万円 補

50万円 補

100万円 補

360万円 補

468万円 補

468万円 補

1547万円 補

80万円 補

10万円 補

10万円 補

100万円 補

1400万円 補

1006万円 補

143万円 補

299万円 補
小計28

NASH病態における腸内細菌の役割．  結束貴臣

NASH由来肝細胞癌における腸内細菌の役割を検討
する． 今城健人

膵癌における腫瘍免疫抑制性Natural Killer T細胞の
機能解析．  加藤真吾

肝・胆・膵消化器病学

モデルマウスを用いたNAFLD/NASH増悪に関する歯
周病の包括的解析．

 斉藤聡 肝・胆・膵消化器病学

非アルコール性脂肪性肝疾患と歯周病の関連および
同疾患への歯周治療効果に関する検討．

局所感染により誘発される重度全身疾患発症メカニズ
ムの解明とその治療薬の開発．

肝・胆・膵消化器病学
平成27年度学術研究助成基金助成
金（基盤研究(C））(H27～29年度)

平成27年度科学研究費補助金（基
盤研究（B)）(H27～29年度)

肝・胆・膵消化器病学

 米田正人

 中島淳

中島淳 肝・胆・膵消化器病学

 窪田賢輔

C型肝炎と診断された患者の療養生活における看護師
に求められる支援．

肝・胆・膵消化器病学
平成28年度　学術研究助成基金助
成金（基盤研究(C)）(H28～30年度)

平成29年度　学術研究助成基金助
成金（基盤研究(B)）(H29～31年度)

平成29年度　学術研究助成基金助
成金（基盤研究(C)）（H29～31年度）

肝・胆・膵消化器病学

平成29年度学術研究助成基金助成
金（基盤研究(C））（H29～31年度）

IgG4関連硬化性胆管炎における内視鏡的胆道生検、
NBIを用いた新規診断法．

肝・胆・膵消化器病学

重篤小児症例の予測致死率スコアリングの算出法の開
発研究. 六車 崇 救急医学

NAFLD病態における腸内細菌と腸内代謝物の役割解
明．  中島淳

平成28年度科学研究費補助金（研
究活動スタート支援）(H28～29年度)

平成29年度学術研究助成基金助成
金（若手研究(B)）（H29～30年度）

平成27年度文部科学研究費助成事
業（学術研究助成基金助成金）基盤
研究（Ｃ）3年

日暮琢磨 肝・胆・膵消化器病学

公益財団法人上原記念生命科学財
団　平成29年度　研究奨励金

横浜総合医学振興財団　平成29年
度　わかば研究助成

横浜総合医学振興財団　平成29年
度　推進研究助成

横浜総合医学振興財団　平成29年
度　わかば研究助成

肝・胆・膵消化器病学
平成28年度学術研究助成基金助成
金（若手研究(B)）（H28～29年度）

GPR120経路に注目した大腸癌新規予防法の開発．  日暮琢磨

 留野渉 肝・胆・膵消化器病学

肝・胆・膵消化器病学

肝・胆・膵消化器病学

平成29年度学術研究助成基金助成
金（若手研究(B)）（H29～30年度）

平成28年度学術研究助成基金助成
金（若手研究(B)）（H28～29年度）

非アルコール性脂肪肝炎病態に対する
Faecalibacterium prausnitti の効果の検討．  結束貴臣 肝・胆・膵消化器病学

鉄・脂質代謝異常の変化に着目したC型肝炎治療後
発癌の高危険群の抽出．

アスピリンとメトホルミンの組み合わせによる大腸腫瘍の
化学予防効果の検討．

肝・胆・膵消化器病学
膵癌起源細胞の獲得遺伝子変異が抗腫瘍免疫に与え
る影響の解析．  佐藤高光

大腸発癌モデルでのアスピリンとメトホルミン併用による
アドオン効果の検討．  有本純

ラット下肢痙縮モデルに対するエリスロポエチンの有効
性の検討． 村田英俊 脳神経外科学

日本損害保険協会交通事故医療に
関する一般研究助成（2017年度），
平成29年度

科研費 2017-2019 基盤研究C
非骨傷性頸髄損傷に対する造血系サイトカインを用い
た治療基盤の確立． 村田英俊 脳神経外科学

「低侵襲レーザー内視鏡治療器を用いた定位的光線
力学療法の確立」． 山本哲哉 脳神経外科学

平成28-30年度科学研究費（基盤研
究C

「TEMPO-RNPによる動脈硬化における酸化ストレスの
予防」． 山本哲哉 脳神経外科学

平成28-30年度科学研究費（基盤研
究C）

「病院内加速器中性子捕捉療法確立のための基礎的・
臨床的研究」． 山本哲哉 脳神経外科学

平成26-29年度科学研究費（基盤研
究B）

「小児脳腫瘍に対する多施設共同研究による治療開
発」． 山本哲哉 脳神経外科学

平成29-31年度AMED革新的がん
医療実用化研究事業

膵癌・膵前癌病変における神経軸索ガイダンス因子
CRMP4の機能の解明.  遠藤　格 消化器・腫瘍外科学

文部科学省科学研究費　基盤研究
（Ｃ）

膵癌・膵前癌病変における神経軸索ガイダンス因子
CRMP4の機能の解明.  廣島幸彦 消化器・腫瘍外科学

文部科学省科学研究費　基盤研究
（Ｃ）

膵癌、膵前癌病変におけるCRMP4制御機構の解明.  村上　崇 消化器・腫瘍外科学
日本膵臓病研究財団　膵臓病研究
奨励賞研究助成金

膵癌・膵前癌病変における神経軸索ガイダンス因子
CRMP4の機能の解明.  藪下泰宏 消化器・腫瘍外科学

文部科学省科学研究費　基盤研究
（Ｃ）

緊急度判定プロトコルの精度の向上・現場での活用に
関する研究. 森村 尚登 救急医学

平成29年度消防防災科学技術研究
推進制度 2年

小児多数傷病者に対応可能な緊急度判定ツールの開
発研究. 問田 千晶 救急医学

平成29年度文部科学研究費助成事
業（学術研究助成基金助成金）若手
研究（B）3年



100万円 補

80万円 補

60万円 補

30万円 補

9,740.9万円 補

143万円 補

50万円 補

249万円 補

350万円 補

3,000,000円（間
接経費込み）

補

50万円 補

10万円 補

50万円 補

169万円 補

325万円 補

54万円 補

100万円 補

20万円 補

120万円 補

7万円 補

300万円(研究
代表者に一括

計上）
補

10万円 補

30万円 補

140万円 補

577万円 補

80万円 補

269万円 補

117万円 補

600万円 補

880万円 補
小計30

眞田　昌 小児科学
革新的がん医療実用化研究事業
AMED

 本邦の先天異常発生状況の推移とその影響要因に関
する研究. 倉澤健太郎 産婦人科学

平成29年度日本医療研究開発機
構・成育疾患克服等総合研究事業

 妊婦健康診査及び妊娠届を活用したハイリスク妊産
婦の把握と効果的な保健指導のあり方に関する研究. 倉澤健太郎 産婦人科学

平成29年度厚生労働科学研究費補
助金・成育疾患克服等次世代育成
基盤研究事業

子宮平滑筋腫が発育する分子生物学的機序に関する
研究. 佐藤美紀子 産婦人科学

文部科学省学術研究助成基金助成
金基盤研究C, (平成27年度-29年
度),

厚生労働科学研究費補助金（がん
臨床研究事業）, （H29年度）

奨学寄付金 第一三共株式会社

HPVワクチンの有効性の評価のための大規模疫学研
究. 宮城悦子 産婦人科学

日本医療研究開発機構(AMED)研
究費（革新的がん医療実用化研究
事業）

 生まれ年度による罹患リスクに基づいた実効性のある
子宮頸癌予防法の確立に向けた研究. 宮城悦子 産婦人科学

子宮頸がん検診における細胞診とＨＰＶ検査併用の有
用性に関する研究. 宮城悦子 産婦人科学

日本医療研究開発機構(AMED)研
究費（革新的がん医療実用化研究
事業）

骨関節疾患の疼痛緩和とリハビリテーション. 根本明宜 リハビリテーション学

平成29年度厚生労働科学研究費補
助金(障害者政策総合研究事業(身
体・知的等障害分野))

卵巣明細胞癌の血液凝固異常・抗がん剤耐性に着目
したトランスレーショナルリサーチ. 宮城悦子 産婦人科学

文部科学省学術研究助成基金助成
金基盤研究(C), （H29年度）

看護における移動動作支援時の介助者・被介助者双
方の最適動作支援技術の開発. 根本明宜 リハビリテーション学

平成27年度科学研究費補助金基盤
研究(C)（2015-2018）

支援機器の効果的活用や支援手法等に関する情報基
盤整備に関する研究. 高岡　徹 リハビリテーション学

小児難治性ネフローゼ症候群に対する新規治療法の
開発を目指した全国多施設共同臨床試験． 伊藤秀一 小児科学

平成29年度日本医療研究開発機構
研究費（AMED)

全身性エリテマトーデスの革新的治療法のための転写
因子IRF5阻害剤の開発． 伊藤秀一 小児科学

平成29年度日本医療研究開発機構
研究費（AMED)

自己炎症性疾患とその類縁疾患の全国診療体制整
備,重症度分類,診療ガイドライン確立に関する研究． 伊藤秀一 小児科学

厚労省科学研究費補助金（難治性
疾患等政策研究事業（難治性疾患
性疾患政策研究事業）（H29-H31年
度）

小児腎領域の希少・難治性疾患群の診療・研究体制
の確立． 伊藤秀一 小児科学

厚労省科学研究費補助金（難治性
疾患等政策研究事業（難治性疾患
性疾患政策研究事業）（H29-H31年
度）

厚生労働科学研究費補助金難治性
疾患等政策研究事業

子どもの健康と環境に関する全国調査（エコチル） 伊藤秀一 小児科学 H29 年度 環境省

中高年期障害者の健康増進システムの開発に関する
研究. 中村　健 リハビリテーション学

日本医療研究開発機構(2016-
2018)

小児白血病におけるバイオマーカーによる早期診断技
術の確立と実用化に関する研究.

小児急性骨髄性白血病における網羅的な遺伝子プロ
ファイルの解明. 柴　徳生 小児科学 科学研究費　若手B

長期精神病院入院患者のロコモティブシンドロームに
対する研究. 中村　健 リハビリテーション学

厚生労働科学研究費補助金障害者
政策研究事業(2017-2018)

柴　徳生

ゲノム情報と薬剤感受性予測に基づく、小児血液腫瘍
における最適医療の実現に向けた研究

小児急性骨髄性白血病64例における網羅的遺伝子メ
チル化解析. 柴　徳生 小児科学 日本血液学会研究助成

小児科学
厚生労働科学研究費　革新的がん
医療実用化研究事業（AMED）

赤ちゃんにやさしい病院における母乳育児ベンチマー
クの作成． 西巻　滋 小児科学

科研費基盤研究（C）(2016年—2018
年)

 ニーズベースの医師需要再推定と地域医療資源配置
の医療経済分析（安川文朗）. 根本明宜

診療報酬請求書情報を用いた重度痙縮の医療経済的
検討 根本明宜 医療情報学・医療情報部

学術研究助成基金助成金 基盤研
究(C)

医療情報学・医療情報部
学術研究助成基金助成金 基盤研
究(B)

神経・神経疾患の新しいPET診断法開発. 中村　健 リハビリテーション学 平成29年度戦略的研究事業

てんかん患者の自律神経活動に影響を及ぼす臨床的
要因の検討． 白石洋子 臨床検査部

企業の公募型助成金（ノバルティス
ファーマ研究助成）

菊地尚久 リハビリテーション学
 平成29年度文部省科学研究費補
助金 基盤研究（C）

非侵襲的陽圧換気を使用した体力・健康増進に有効
な運動方法の開発. 中村　健 リハビリテーション学

平成27年度学術研究助成基金助成
金 基盤研究(C)(2015-2017)

スモン患者の自律神経機能と運動能力に関する研究. 中村　健 リハビリテーション学

リハデータベースを用いた痙縮患者に対する総合的リ
ハアプローチの多施設間検討. 菊地尚久 リハビリテーション学

平成29年度文部省科学研究費補助
金 基盤研究（C）, 課題番号：
15K013879

診療報酬請求書情報を用いた重度痙縮の医療経済学
的検討.



429万円 補

370万円 補

100万円 補

234万円 補

110万円 補

42万円 補

45万円 補

720万円 補

90万円 補

60万円 補

80万円 補

180万円 補

520万円 補

181.84万円 補

10万円 補

140万円 補

160万円 補

50万円 補

80万円 補

100万円 補

35万円 補

35万円 補

5万円 補

5万円 補

140万円 補

20万円 補

30万円 補

100万円 補

1040万円 委

50万円 委

小計30

腸上皮化生と胃発癌におけるH.pylori誘導ホメオボック
ス遺伝子ISXの役割. 須江総一郎 消化器内科学

平成29度 科学研究費助成事業(学
術研究助成基金助成金)若手研究
(B), （H28～29年度）

胆膵癌個別化医療実現のための3次元腫瘍バンクの
構築. 前田愼

 加齢に伴うmicroRNAの機能低下と発癌ポテンシャル
増大の分子機構の解明と制御. 前田愼 消化器内科学

平成29度科学研究費助成事業(学
術研究助成基金助成金) 基盤研究
(B) ,（H28～30年度）

ヘテロクロマチン由来RNAがもたらす複雑系攪乱によ
る発癌機構解明と病態検出方法. 前田愼 消化器内科学

平成29度 科学研究費助成事業(学
術研究助成基金助成金) 基盤研究
(B) ,（H28～30年度）

口腔扁平上皮癌のリンパ節転移機能の獲得に伴う免
疫抑制機構の改変とその調節因子の制御． 藤内　祝 口腔外科学

文部科学省科学研究費補助金基盤
研究（C）(2017年度）

胃癌個別化医療実現のための3次元腫瘍バンクの構
築. 芝田渉 消化器内科学

平成29度 科学研究費助成事業(学
術研究助成基金助成金) 基盤研究
(C),（H28～30年度）

廣田　誠 口腔外科学

口腔癌に対する新規選択的薬物送達による革新的低
侵襲治療法の開発． 藤内　祝 口腔外科学

文部科学省科学研究費補助金基盤
研究（B）(2017年度）

磁気ナノ粒子によるセンチネルリンパ節の特定とがん
転移の迅速診断法の開発． 藤内　祝 口腔外科学 AMED．(2017年度）

進行口腔癌の原発及び頭部リンパ節転移に対する陽
子線治療効果の解明． 高山香名子 口腔外科学

文部科学省科学研究費補助金基盤
研究（C）(2017年度）

HIV感染者を対象とした口腔癌の予防に関する研究． 筑丸　寛 口腔外科学
文部科学省科学研究費補助金基盤
研究（C）(2017年度）

 自家培養細胞を用いた微小脈管再生　～生きたリン
パ管創出への挑戦～. 矢吹雄一郎 形成外科学

横浜市立大学学術的研究推進事業
若手女性助成(H29)

骨結合型チタンスキャホールドによるヒト下顎骨再建シ
ミュレーション． 高須　曜 口腔外科学

文部科学省科学研究費補助金基盤
研究（C）(2017年度）

口腔外科学
文部科学省科学研究費補助金基盤
研究（C）(2017年度）

原発性リンパ浮腫患者に対する新たな治療法の開発
（サイトカインを標的とした治療）． 三上太郎 形成外科学

文部科学省学術研究助成基金助成
金基盤研究(C) (平成28-30年度)

 カニクイザル耳介軟骨前駆細胞の特性解析と自家細
胞移植による有効性評価. 矢吹雄一郎 形成外科学

科学研究費補助金事業基盤(C)
(H28-30)

腫瘍治療電場（TTF）を用いた口腔癌に対する低侵襲
治療法の開発． 小泉敏之 口腔外科学

文部科学省科学研究費補助金基盤
研究（C）(2017年度）

磁性体造影剤（SPIO）を用いた口腔癌センチネルリン
パ節の同定と転移の検索． 岩井俊憲

消化器内科学
平成29年度 科学研究費助成事業
(学術研究助成基金助成金) 基盤研
究 (C),（H29～31年度）

温熱療法とIL-1阻害薬の併用療法の開発． 小栗千里 口腔外科学
文部科学省科学研究費補助金基盤
研究（C）(2017年度）

再発口腔癌に誘導されるCD206+細胞の予後マーカー
および治療標的としての可能性． 來生　知 口腔外科学

文部科学省科学研究費補助金基盤
研究（B）(2017年度）

口腔癌に対する磁気式カテーテルナビゲーションシス
テムの要求仕様と精度評価の研究． 大屋貴志 口腔外科学

文部科学省科学研究費補助金若手
研究（B）(2017年度）

複数の免疫学的重篤副作用に関する遺伝学的要因及
び感染症要因の同定と安全対策への応用に関する研
究.

相原道子 皮膚科学
平成29年度日本医療研究開発機構
研究費（医薬品等規制調和・評価研
究事業） AMED.委託費

新規分子標的薬による皮膚障害の調査および重症化
予防の研究. 相原道子

ヒト軟骨前駆細胞由来膜状軟骨によるオーダーメイド軟
骨再構築法の開発. 鍵本慎太郎 形成外科学

平成29年度科学研究費助成事業
若手B, （平成29年～平成30年）

平成29年度科学研究費助成事業
(学術研究助成金基金助成金)　基
盤研究(C) 日本学術振興会基金

胆膵癌個別化医療実現のための3次元腫瘍バンクの
構築. 芝田渉 消化器内科学

皮膚科学

下顎再建用スキャホールドの骨芽細胞誘導能を最適
化する紫外線光触媒効果の基礎的研究．

皮膚科学
平成29年度日本医療研究開発機構
研究費（免疫アレルギー疾患等実用
化研究事業） AMED.委託費

平成29年度 科学研究費助成事業
(学術研究助成基金助成金) 基盤研
究 (C),（H29～31年度）

慢性そう痒性皮膚疾患の難治化機序の解明と新規治
療薬の開発. 相原道子

口腔癌に対する温熱療法と分子標的薬Interleukin-6
阻害薬の併用療法． 光藤健司 口腔外科学

文部科学省科学研究費補助金基盤
研究（C）(2017年度）

口腔癌における磁性抗EGFR抗体を用いた温熱療法
の開発．

胃癌個別化医療実現のための3次元腫瘍バンクの構
築. 前田愼 消化器内科学

平成29度 科学研究費助成事業(学
術研究助成基金助成金) 基盤研究
(C),（H28～30年度）

3Dマルチマテリアル・ブロックプリンティング技術の開発
と応用． 廣田　誠 口腔外科学

文部科学省科学研究費補助金基盤
研究（B）(2017年度）

胃癌個別化医療実現のための3次元腫瘍バンクの構
築. 田村寿英 消化器内科学

平成29度 科学研究費助成事業(学
術研究助成基金助成金) 基盤研究
(C),（H28～30年度）

中島英行 口腔外科学
文部科学省科学研究費補助金基盤
研究（C）(2017年度）

文部科学省科学研究費補助金基盤
研究（C）(2017年度）



20万円 補

600万円 委

100万円 補

50万円 補

110万円 補

50万円 補

100万円 補

50万円 補

143万円 補

60万円 補

50万円 補

100万円 補

100万円 補

50万円 補

50万円 補

200万円 補

50万円 補

200万円 補

100万円 補

200万円 補

100万円 補

208万円 補

480万円 補

30万円 補

130万円 補
小計25

Dehydroepiandrosteroneの生理作用の解明． 寺内康夫 内分泌・糖尿病内科学 科学研究費基盤研究（C）

平成29年度学術研究動向調査等に関する研究． 寺内康夫 内分泌・糖尿病内科学 日本学術振興会

メトホルミンによる膵β細胞保護機構の解明． 田島一樹 内分泌・糖尿病内科学 科学研究費若手研究（B）

グルコキナーゼ活性化による膵β細胞の運命決定． 寺内康夫 内分泌・糖尿病内科学 科学研究費基盤研究（B）

膵島の多様性解明よる糖尿病治療法開発． 白川　純 内分泌・糖尿病内科学
鈴木謙三記念医科学応用研究財団
調査研究助成

細胞外マトリックスタンパクFbln-5による皮膚の脂肪酸
代謝を介したインスリン感受性制御機構の解明． 白川　純 内分泌・糖尿病内科学 小野医学研究財団 研究奨励助成

膵β細胞量の非侵襲的定量イメージングの開発． 白川　純 内分泌・糖尿病内科学
田辺三菱製薬グループ医学・薬学
研究活動への支援

膵ランゲルハンス島の不均一性に基づく膵β 細胞機
能の制御機構解明． 白川　純 内分泌・糖尿病内科学 かなえ医薬振興財団 研究助成

膵島のheterogeneity探索による膵β細胞機能の制御
機構解明． 白川　純 内分泌・糖尿病内科学 日本糖尿病学会若手研究助成金

膵β細胞量の非侵襲的定量イメージングの開発． 白川　純 内分泌・糖尿病内科学 MSD奨学寄付(学術研究支援)

細胞外弾性線維形成蛋白Fibulin-5によるインスリン抵
抗性および肥満惹起機構の解明. 奥山朋子 内分泌・糖尿病内科学 Advans研究会優秀賞研究奨励費

膵β細胞量の非侵襲的in vivoイメージングによる新規
糖尿病治療薬のスクリーニング． 白川　純 内分泌・糖尿病内科学 ノバルティス ファーマ研究助成

細胞外マトリックスタンパクを介したインスリン感受性制
御機構の解明. 奥山朋子 内分泌・糖尿病内科学

公益財団法人MSD生命科学財団研
究助成生活習慣病領域（H29-H30）

細胞外弾性線維による糖代謝制御機構の解明． 奥山朋子 内分泌・糖尿病内科学
公益財団法人日本糖尿病財団研究
助成

細胞外マトリックスタンパクを介した新規インスリン抵抗
性制御機構. 奥山朋子 内分泌・糖尿病内科学 横浜医学振興財団わかば研究助成

弾性線維関連蛋白Fibulin-5によるインスリン抵抗性制
御機構の解明. 奥山朋子 内分泌・糖尿病内科学

公益財団法人 日本応用酵素協会
Front Runner of Future Diabetes
Research 研究助成（H29-H36）

皮膚における弾性線維を介したインスリン抵抗性制御
機構の解明． 奥山朋子 内分泌・糖尿病内科学

科学研究費研究活動スタート支援
（H29-H30）

乾癬病態におけるCaveolin-1の役割解明と新規治療
法開発。 山口由衣 皮膚科学

平成29年度推進研究助成。横浜医
学振興財団。助成金

皮膚における細胞外弾性線維を介したインスリン抵抗
性制御機構の解明． 奥山朋子 内分泌・糖尿病内科学 東京未来フォーラム優秀賞研究費

乾癬におけるカベオリン発現異常と末梢血単球の機能
解析. 山口由衣 皮膚科学

平成29年度科学研究費助成事業
(学術研究助成金基金助成金)　基
盤研究©日本学術振興会、基金

慢性そう痒性皮膚疾患の難治化機序の解明と新規治
療薬の開発. 山口由衣 皮膚科学

平成29年度科学研究費助成事業
(学術研究助成金基金助成金)　基
盤研究©日本学術振興会、基金

重症多形滲出性紅斑に関する調査研究. 相原道子 皮膚科学

平成29年度厚生労働科学研究費補
助金　難治性疾患等政策研究事業
（難治性疾患政策研究事業）厚生労
働省、補助金

人口知能を活用した副作用症例報告の評価支援の基
盤整備と試行的評価. 相原道子 皮膚科学

平成29年度厚生労働科学研究費補
助金 政策科学総合研究事業（臨床
研究等ICT基盤構築・人口知能実装
研究事業）厚生労働省補助金

官民共同による重篤副作用バイオマーカー開発. 相原道子 皮膚科学
平成29年度日本医療研究開発機構
研究費（医薬品等規制調和・評価研
究事業）AMED.委託費

乾癬におけるカベオリン発現異常と末梢血単球の機能
解析. 相原道子 皮膚科学

平成29年度科学研究費助成事業
(学術研究助成金基金助成金)　基
盤研究© 日本学術振興会基金



340万円 補

100万円 補

182万円 補

15万円 補

390万円 補

120万円 補

100万円 補

29万円 補

143万円 補

110万円 補

25万円 補

25万円 補

208万円 補

100万円 補

300万円 補

15万円 補

100万円 補

20万円 補

156万円 補

25万円 補

5万円 補

110万円 補
小計22

原発性リンパ浮腫患者に対する新たな治療法の開発
（サイトカインを標的とした治療）． 涌井広道

循環器・腎臓・高血圧内
科学

科学研究費助成事業（学術研究助
成基金助成金）基盤研究（C）,（平成
29年度-平成31年度）

プリオン病のサーベイランスと感染予防に関する調査
研究． 田中章景 神経内科・脳卒中医学

平成29年度厚生労働科学研究費補
助金（難治性疾患等政策研究事業）

老化にともなう心血管病における受容体結合型心血管
保護分子の病態生理学的意義の検討． 涌井広道

循環器・腎臓・高血圧内
科学

科学研究費助成事業（学術研究助
成基金助成金）基盤研究（C）(H29-
31年度)

正コレステロール血症の閉塞性動脈硬化症へのLDL
吸着先進医療と受容体結合因子． 涌井広道

循環器・腎臓・高血圧内
科学

科学研究費助成事業（学術研究助
成基金助成金）基盤研究（C）,（平成
28年度-平成30年度）

新規高血圧遺伝子ATP2B1と頸動脈硬化症進展への
病態解明と治療戦略の開発． 谷津圭介

循環器・腎臓・高血圧内
科学

科学研究費助成事業（学術研究助
成基金助成金）基盤研究（C）,（平成
28年度-平成30年度）

高血圧感受性遺伝子ATP2B1の血圧調節およびCa代
謝に与える影響に関する研究． 谷津圭介

循環器・腎臓・高血圧内
科学

科学研究費助成事業（学術研究助
成基金助成金）基盤研究（C）,（平成
28年度-平成30年度）

体液・電解質・血圧の恒常性維持におけるB細胞の役
割. 峯岸慎太郎

循環器・腎臓・高血圧内
科学

公益財団法人 日本心臓財団: 第30
回日本心臓財団・バイエル薬品海
外留学助成

重症患者の全身・摂食嚥下機能に応じたリハビリテー
ションプログラム開発と効果検証. 峯岸慎太郎

循環器・腎臓・高血圧内
科学

文部科学省: 科学研究費補助金 基
盤研究B （平成29年度-平成33年
度）

SCN5A-Nedd4-2系の電気的リモデリングに関する病
態解明. 峯岸慎太郎

循環器・腎臓・高血圧内
科学

文部科学省: 科学研究費補助金 若
手研究B（平成29年度-平成30年
度）

致死的不整脈とSCN5A-Nedd4-2系の電気的リモデリ
ングに関する病態. 峯岸慎太郎

循環器・腎臓・高血圧内
科学

 三井住友信託銀行: 公益信託 循
環器学研究振興基金（平成29年度-
平成30年度）

正コレステロール血症の閉塞性動脈硬化症へのLDL
吸着先進医療と受容体結合因子． 田村功一

循環器・腎臓・高血圧内
科学

科学研究費助成事業（学術研究助
成基金助成金）基盤研究（C）,（平成
28年度-平成30年度）

正コレステロール血症の閉塞性動脈硬化症へのLDL
吸着先進医療と受容体結合因子． 戸谷義幸

循環器・腎臓・高血圧内
科学

科学研究費助成事業（学術研究助
成基金助成金）基盤研究（C）,（平成
28年度-平成30年度）

選択的受容体機能調節因子に着目した高血圧の新規
治療戦略． 小林　竜

循環器・腎臓・高血圧内
科学

科学研究費補助金　研究活動ス
タート支援（平成29年度-平成30年
度）

受容体結合因子を介した選択的受容体機能調節によ
る慢性腎臓病での高血圧・腎障害制御． 田村功一

循環器・腎臓・高血圧内
科学

科学研究費助成事業（学術研究助
成基金助成金）基盤研究（C）,（平成
27年度-平成29年度）

1マッピングを用いた非虚血性拡張型心筋症患者の薬
物療法による左室Reverse remodelingの予測. 加藤真吾

循環器・腎臓・高血圧内
科学

公益財団法人　MSD生命科学財団
研究助成　生活習慣病領域（平成
29年10月から2年間）

心血管イベント一次予防戦略に用いるMRIによる非侵
襲的冠動脈ハイリスクプラーク診断法の臨床的有効性
の検証.

加藤真吾
循環器・腎臓・高血圧内

科学

AMED循環器疾患・糖尿病等生活
習慣病対策実用化研究事業, 平成
29年

腎障害に対する腎尿細管受容体結合因子の病態生理
学的検討． 畝田一司

循環器・腎臓・高血圧内
科学

科学研究費助成事業学術研究助成
基金助成金 若手研究(B)（平成29年
度-平成30年度）

正コレステロール血症の閉塞性動脈硬化症へのLDL
吸着先進医療と受容体結合因子． 大澤正人

循環器・腎臓・高血圧内
科学

科学研究費助成事業（学術研究助
成基金助成金）基盤研究（C）(平成
27年度-平成29年度)

尿細管慢性機序に基づく食塩感受性・高血圧症の分
子病態の解明と展開． 石上友章

循環器・腎臓・高血圧内
科学

科学研究費助成事業（学術研究助
成基金助成金）基盤研究（C）(平成
29年度-平成31年度)

重症患者の全身・摂食嚥下機能に応じたリハビリテー
ションプログラム開発と効果検証. 石上友章

循環器・腎臓・高血圧内
科学

文部科学省: 科学研究費補助金 基
盤研究B （平成29年度-平成33年
度）

インスリン/IGF-1両受容体阻害による新規サルコペニ
アモデルの解析． 富樫　優 内分泌・糖尿病内科学 科学研究費基盤研究（C）

新規急性インスリン抵抗性誘導モデルによる膵β細
胞、肝臓、脂肪組織の回復機構． 富樫　優 内分泌・糖尿病内科学

一般財団法人横浜総合医学振興財
団推進研究助成



70万円 補

30万円 補

20万円 補

15万円 補

110万円 補

70万円 補

10万円 補

40万円 補

19.3万円 補

150万円 補

220万円 補

80万円 補

190万円 補

190万円 補

65万円 補

195万円 補

200万円 補

160万円 補

30万円 補

10万円 補

260万円
（416万円）

補

403万円 補

40万円 補

360万円 補

360万円 補

100万円 補

360万円 補

468万円 補
小計28

癌オルガノイドによる高MTV腫瘍における放射線抵抗
機序の解明. 矢吹健一郎 耳鼻咽喉科学

科学研究費助成事業(学術研究助
成基金助成金) 基盤C

パニック症における安静時脳機能，脳構造，自律神経
機能との関連. 浅見　剛 精神医学

科学研究費助成事業（学術研究助
成基金助成金（基盤C）），平成29年

 ヒト乳頭腫ウイルス陽性中咽頭癌における高放射線感
受性機構の解明.  西村剛志 耳鼻咽喉科学

科学研究費助成事業（学術研究助
成基金助成金）基盤研究(C) （平成
28-30年度）

喉頭・下咽頭癌予後不良群における新規治療戦略の
構築. 矢吹健一郎 耳鼻咽喉科学

横浜市立大学 平成29年度学術的
研究推進事業

全国頭頸部悪性腫瘍登録に登録されたHPV関連中咽
頭癌を対象とする一次治療最適化のための観察研究.  折舘伸彦 耳鼻咽喉科学

AMED 革新的がん医療実用化研究
事業（平成29年度分）.

AP-1関連エクソソーム由来miRNAによる頭頸部癌頸部
転移の機能解析と早期診断.  佐野大佑 耳鼻咽喉科学

学術研究助成基金助成金　基盤研
究(C) （平成28-30年度）

体幹部放射線治療における呼吸性移動‐四次元アル
ゴリズム解析と治療法の標準化‐. 幡多政治 放射線医学

文部科学省科学研究費補助金基盤
研究（C）（平成29-31年度）

唾液腺腺様嚢胞癌オルガイノイドの作製および薬剤評
価系の構築. 荒井康裕 耳鼻咽喉科学

科学研究費助成事業（学術研究助
成基金助成金） 若手研究(B)

PET-CT等による定量的医学画像診断手法の確立とコ
ンパニオン診断への応用. 井上登美夫 放射線医学

平成29年度科学研究補助金基盤研
究（B)

ゲノム編集技術を応用した新規遺伝子発現イメージン
グ法の開発に関する研究. 井上登美夫 放射線医学

平成29年度学術研究助成基金助成
金 挑戦的萌芽研究

多発性硬化症の病態形成におけるTREM2の役割解明
を通じた画期的治療法の開発. 勝元敦子 神経内科・脳卒中医学

2017年ブリストル・マイヤーズスクイ
プ（株）研究助成．（H29-H31）

モーフィング課題を用いたLevy小体認知症の病態解
明. 岡本光生 神経内科・脳卒中医学

文部科学省研究費挑戦的研究（平
成29年〜平成31年）

オートファジーにおけるCRMP2の機能解明に基づく神
経変性疾患の治療法開発. 中村治子 神経内科・脳卒中医学 横浜医学財団（平成29年）

CRMP2を標的としたパーキンソン症候群の病態解明お
よび治療法の開発． 中村治子 神経内科・脳卒中医学

2017年度GSKジャパン研究助成
(H29-H30）

電位依存性カルシウムチャネル関連疾患の分子病態
基盤の解明 国井美紗子 神経内科・脳卒中医学

文部科学省研究費若手研究(B) (平
成29年〜平成30年)

CRMP2を標的とした多系統萎縮症の病態解明および
治療法開発． 中村治子 神経内科・脳卒中医学

文部科学省研究費研究活動スター
ト支援（H29-H30）

ALSにおけるポリグルタミン凝集体結合タンパク質
DDX-17異常蓄積の病態解明. 多田美紀子 神経内科・脳卒中医学

文科省科学研究費若手研究（B）(平
成29年〜平成30年)

多発性硬化症の神経障害における病態解明と新規治
療法の開発 高橋慶太 神経内科・脳卒中医学

文部科学省研究費若手研究(B) (平
成28年〜平成29年)

Cacna1g変異ノックインマウス解析を通じた脊髄小脳変
性症　病態の解明. 土井　宏 神経内科・脳卒中医学

新潟大学脳研究所共同研究費補助
金（平成29年度）

表情定量解析に基づくパーキンソン病の仮面様顔貌
の病態解明. 東山雄一 神経内科・脳卒中医学

文科省科学研究費若手研究（B）(平
成28年〜平成29年)

３次元運動解析装置を利用した小脳性運動失調の他
覚的評価法の確立． 児矢野繁 神経内科・脳卒中医学

文科省科学研究費基盤研究（C）(平
成28年〜平成30年)

脊髄小脳変性症の遺伝背景の解析と新規遺伝子同定
に基づ
く病態解明．

土井　宏 神経内科・脳卒中医学
文科省科学研究費基盤研究（C）(平
成27年〜平成29年)

T細胞の異常から捉えた神経変性疾患の病態機序解
明と新規治療法開発． 竹内英之 神経内科・脳卒中医学

文科省科学研究費基盤研究（C）
（平成27年–平成29年）

多系統萎縮症のおける低尿酸血症による病態解明． 児矢野繁 神経内科・脳卒中医学
文科省科学研究費基盤研究（C）(平
成29年〜平成31年)

脊髄小脳変性症の遺伝背景の解析と新規遺伝子同定
に基づく病態解明． 田中章景 神経内科・脳卒中医学

文科省科学研究費基盤研究（C）(平
成27年〜平成29年)

3次元運動解析装置を利用した小脳姓運動失調の多
角的評価法の確立． 田中章景 神経内科・脳卒中医学

文科省科学研究費基盤研究（C）(平
成28年〜平成30年)

運動失調症の医療基盤に関する調査研究． 田中章景 神経内科・脳卒中医学
平成29年度厚生労働科学研究費補
助金（難治性疾患等政策研究事業）

多系統萎縮症のおける低尿酸血症による病態解明． 田中章景 神経内科・脳卒中医学
文科省科学研究費基盤研究（C）(平
成29年〜平成31年)
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小計7
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2

3

てんかん患者の自律神経活動に影響を及ぼす臨床的
要因の検討． 白石洋子 精神医学 ノバルティスファーマ研究助成

精神疾患類似の橋本脳症における抗神経抗体の病原
性と脳機能障害の解明 斎藤知之 精神医学

文部科学省科学研究費助成事業
（学術研究助成基金助成金（若手研
究B））　2017年-2019年

有効性が示されている心理社会的介入プログラムの脳
構造への影響． 吉見明香 精神医学

文部科学省科学研究費助成事業
（学術研究助成基金助成金（基盤研
究（C）（一般）

自殺念慮を抱える子どもの幻聴体験と自殺企図リスク
に関する研究. 藤田純一 精神医学

文部科学省科学研究費助成事業
（学術研究助成基金助成金）（基盤
研究（C）（一般）

難治性精神疾患における抗NMDA受容体抗体と脳神
経線維構造の関連について 千葉悠平 精神医学

文部科学省科学研究費助成事業
(学術研究助成基金助成金(若手研
究B)　2017年-2019年

パニック症における局所脳灰白質・白質構造の変化と
自律神経機能，臨床症状との関連について． 浅見　剛 精神医学

ノバルティス ファーマ研究助成
2017，平成29年

抗NMDA受容体陽性脳炎の病態に関する分子生物学
的研究 須田　顕 精神医学

文部科学省科学研究費助成事業
(学術研究助成基金助成金(若手研
究B)　2015年-2017年

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

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

　「補助元又は委託元」欄は、補助の場合は「補」に、委託の場合は「委」に、○印をつけた上で、補助元又は委託元を記入すること。
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小計11

 Arimoto J 肝・胆・膵消化器病学

Risk factor for post-colorectal
endoscopic submucosal dissection
(ESD) coagulation syndrome:a
multicenter,prospective,observati
onal study.

Endosc Int
Open.6(3):E342-
E349,2018.

 Yoneda M 肝・胆・膵消化器病学

Clinical strategy of diagnosing
and following patients with
nonalcoholic fatty liver disease
based on invasive and
noninvasive methods.

J Gastroenterol,
53(2):181-196, 2017.

 Arimoto J 肝・胆・膵消化器病学

Continued Use of a Single
Antiplatelet Agent Does Not
Increase the Risk of Delayed
Bleeding After Colorectal
Endoscopic Submucosal
Dissection.

Dig Dis Sci, 63(1):218-
227, 2017.

 Honda Y 肝・胆・膵消化器病学

Efficacy of glutathione for the
treatment of nonalcoholic fatty
liver disease: an open-label,
single-arm, multicenter, pilot
study.

BMC Gastroenterol,
17(1):96. 2017.

 Nakajima A 肝・胆・膵消化器病学

 Determining an optimal clinical
dose of elobixibat, a novel
inhibitor of the ileal bile acid
transporter, in Japanese patients
with chronic constipation: a
phase II, multicenter, double-
blind, placebo-controlled
randomized clinical trial.

J Gastroenterol,
53(4):525-53, 2017.

 Kato T 肝・胆・膵消化器病学

Lubiprostone improves intestinal
permeability in humans, a novel
therapy for the leaky gut: A
prospective randomized pilot
study in healthy volunteers.

PLoS One, 12(4):
e0175626, 2017.

 Ohkubo H 肝・胆・膵消化器病学

Efficacy of percutaneous
endoscopic gastro-jejunostomy
(PEG-J) decompression therapy
for patients with chronic
intestinal pseudo-obstruction
(CIPO).

Neurogastroenterol Motil,
29(12). 2017.

Kato H

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

Yamazaki E 血液・免疫・感染症内科学

Hyper-recovery of platelets after
induction therapy is a predictor
of relapse-free survival in acute
myeloid

雑誌名・
出版年月等

leukemia.Leuk
Lymphoma,58:104-109,
2017.

血液・免疫・感染症内科学

Mod Rheumatol Case
Reports. 1(2):79-83, 2017.

Mod Rheumatol.
27(2):257-265, 2017.

Sugiyama Y 血液・免疫・感染症内科学

On-demand ultrasonography
assessment in the most
symptomatic joint supports the
8-joint score system for
management of rheumatoid
arthritis patients.

Successful treatment of a patient
with refractory haemophagocytic
syndrome in systemic lupus
erythematosus with
mycophenolate mofetil.

Yoshimi R 血液・免疫・感染症内科学

IQ cases 2018:12:1-3.
Polymerase-chain-Reaction-
based open reading.
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Original
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Original
Article
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Original
Article
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Original
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Original
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Original
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Original
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小計13

 Murakami T 消化器・腫瘍外科学

Recombinant methioninase
effectively targets a Ewing's
sarcoma in a patient-derived
orthotopic xenograft (PDOX)
nude-mouse model.

Oncotarget, 8(22):35630-
35638,2017.

 Murakami T 消化器・腫瘍外科学

Neoadjuvant chemoradiotherapy
of pancreatic cancer induces a
favorable immunogenic tumor
microenvironment associated with
increased major histocompatibility
complex class I-related chain
A/B expression.

J Surg Oncol. 116(3):416-
426, 2017.

 Murakami T 消化器・腫瘍外科学

Cervical Cancer Patient-Derived
Orthotopic Xenograft (PDOX) Is
Sensitive to Cisplatinum and
Resistant to Nab-paclitaxel.

Anticancer Res, 37: 61-5,
2017.

 Murakami T 消化器・腫瘍外科学

Color-coded intravital imaging
demonstrates atransforming
growth factor-β(TGF-β)
antagonist selectively targets
stromal cell in a human
pancreatic-cancer orthotopic
mouse model.

CELL CYCLE,0(0):1-
7,2017.

 Ishibe A 消化器・腫瘍外科学

Midterm follow-up of a
randomized trial of open surgery
versus laparoscopic surgery in
elderly patients with colorectal
cancer.

Surg Endosc, 31(10):3890-
3897,2017.

 Sato K 消化器・腫瘍外科学

Multicenter phase Ⅱ study of
capecitabine plus cisplatin as
first-line therapy for human
epidermal growth factor receptor
2-negative advanced gastric
cancer: Yokohama Clinical
Oncology Group Study
YCOG1107.

 Cancer Chemother
Pharmacol,
DOI:10.1007/s00280-
017-3430-6.

Shimizu N 脳神経外科学

et Al. The Endovascular
Treatment of Traumatic
Carotidcavernous Fistulas：A
Single-center Experience.

ournal of
Neuroendovascular
Therapy，11(9) ：450-456，
2017．

 Endo I 消化器・腫瘍外科学 Are they unavoidable? .
Ann Gastrenterol Surg,
DOI: 10.1002/ags3.12045,
2017.

Nakamura　T 脳神経外科学

Genome-wide DNA methylation
profiling identifies primary central
nervous system lymphoma as a
distinct entity different from
systemic diffuse large B-cell
lymphoma．

Acta Neuropathol，133
（2）：321-324，2017．

Nakamura T 脳神経外科学

Encouraging option of multi-
staged gross total resection for a
C11orf-RelA fusion-positive
supratentorial anaplastic
ependymoma．

Brain Tumor Pathol，34：
160-164，2017．

Miyake Y 脳神経外科学

Craniospinal Germinomas in
Patient with Down Syndrome
Successfully Treated with
Standard-Dose Chemotherapy
and Craniospinal Irradiation：Case
Report and Literature Review．

World Neurosurg，108：
995.e9-995.e15，2017．

Nakamura　T 脳神経外科学

Encouraging option of multi-
staged gross total resection for a
C11orf-RelA fusion-positive
supratentorial anaplastic
ependymoma．

Brain Tumor Pathology，34
（4）：160-164，2017．

Miyake Y 脳神経外科学
Hemorrhagic ganglioglioma of the
third ventricle with atypical
pathological findings．

Brain Tumor Pathol，34：
135–137，2017．
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小計15

Shimosato Y 小児科学

Association of isochromosome
(7)(q10) in Shwachman-Diamond
Syndrome with the severity of
cytopenia.

 Clin Case Rep, 6: 125-
128, 2017.

Takeuchi M 小児科学

 Population pharmacokinetics of
thrombomodulin alfa in pediatric
patients with hematological
malignancy and disseminated
intravascular coagulation.

Pediatric Blood and
Cancer 64(3), 2017.

Ito S 小児科学

Attenuation of ductus arteriosus
intimal thickening in preterm
sheep twins compared with
singletons.

J Physiol Sci, 67(6): 723-
729, 2017.

 Kikuchi Y 消化器・腫瘍外科学

Remnant Liver Tumor Growth
Activity During Treatment
Associating Liver Partition and
Portal Vein Occlusion for Staged
Hepatectomy (ALPPS).

J Gastrointest Surg,
21(11):1851-1858, 2017.

 Suwa Y 消化器・腫瘍外科学

IL-7 and procalcitonin are useful
biomarkers in the comprehensive
evaluation of the severity of
acute cholangitis.

J Hepatobiliary Pancreat
Sci , 24(2):81-88,2017.

 Murakami T 消化器・腫瘍外科学

Tumor-targeting Salmonella
typhimurium A1-R regresses an
osteosarcoma in a patient-
derived xenograft model resistant
to a molecular-targeting drug.

Oncotarget, 8(5):8035-
8042,2017.

 Yabushita Y 消化器・腫瘍外科学

Combined Analyses of hENT1,
TS, and DPD Predict Outcomes
of Borderline-resectable
Pancreatic Cancer.

Anticancer
Res,37(5):2465-
2476,2017.

 Murakami T 消化器・腫瘍外科学

The irony of highly-effective
bacterial therapy of a patient-
derived orthotopic xenograft
(PDOX) model of Ewing's
sarcoma, which was blocked by
Ewing himself 80 years ago.

Cell Cycle, 16(11):1046-
1052,2017.

Kinoshita T リハビリテーション学

 Effects of physiatrist and
registered therapist operating
acute rehabilitation (PROr) in
patients with stroke.

PLoS One, 12(10):
e0187099, 2017.

Tsuboi H リハビリテーション学

Properties of Paraspinal Muscles
in Japanese High School Baseball
Players With Terminal-Stage
Lumbar Spondylolysis.

PM R, 10(2): 175-182,
2017.

Arakawa K 臨床検査部
Transmural Calcification
Penetrating the Bilateral Papillary
Muscles.

Intern Medicine, 56(22):
3117-3118, 2017.

Kojima D リハビリテーション学
 Head-out immersion in hot water
increases serum BDNF in healthy
males.

Int J Hyperthermia, 20: 1-
6, 2017.

Heart Rhythm Case
Reports, 3: 586-589,
2017.

Yamazaki E 臨床検査部

 Hyper-recovery of platelets after
induction therapy is a predictor
of relapse-free survival in acute
myeloid leukemia.

Leuk Lymphoma,
58(1):104-109, 2017.

Arakawa K 臨床検査部

 Impact of flow-mediated
dilatation and coronary
calcification in providing
complementary information on
the severity of coronary artery
disease.

Atherosclerosis, 267: 146-
152, 2017.

Watanabe S 小児科学

Successful catheter ablation of
focal ventricular tachycardia
originating from right bundle
branch without making right
bundle branch block, using
pharmacologic induction by
landiolol.
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小計17

Kubota K 内視鏡センター

Clinical course of type 1
autoimmune pancreatitis patients
without steroid treatment: a
Japanese multicenter study of 97
patients.

J Hepatobiliary Pancreat
Sci. 2018;4::223-230.

Arimoto J 内視鏡センター

Yabushita Y 内視鏡センター

 Combined Analyses of hENT1,
TS, and DPD Predict Outcomes
of Borderline-resectable
Pancreatic Cancer.

Anticancer Res, 37:2465-
2476, 2017.

Kubota K 内視鏡センター

Low-dose maintenance steroid
treatment could reduce the
relapse rate in patients with type
1 autoimmune pancreatitis: a
long-term Japanese multicenter
analysis of 510 patients.

J Gastroenterol, 52: 955-
964, 2017.

Kogure H 内視鏡センター

 A Prospective Multicenter Study
of a Fully Covered Metal Stent in
Patients with Distal Malignant
Biliary Obstruction: WATCH-2
Study.

Dig Dis Sci, 2017 Dec 7.
doi: 10.1007/s10620-017-
4875-5.

Evaluation of endocervical
curettage with conization in
diagnosis of endocervical lesions.

J Obstet Gynaecol Res,
43(4): 723-728, 2017.

Evaluation of the eyebrow
position after levator resection.

J Plast Reconstr Aesthet
Surg. 2017;70(1):85-90.

PLoS One, 12(10):
e0187099, 2017.

Endosc Int Open. 2018
;6:E342-E349.

Suzuki Y 産婦人科学

PLoS One, 12(5):
e0178003, 2017.Moriki T リハビリテーション学

 Noninvasive positive pressure
ventilation enhances the effects
of aerobic training on
cardiopulmonary function.

Kinoshita T リハビリテーション学

 Effects of physiatrist and
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(注) 1
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(2)高度の医療技術の開発及び評価を行うことの評価対象とならない論文（任意）

番
号

論文種別

1 Original Article

2 Case report

3

～ 　計　件

(注) 1

2

  「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。

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

　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。）

　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。

題名発表者氏名
筆頭著者の

特定機能病院における所属

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

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



(様式第 3) 

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 

委員会の設置、研究機関長、研究者及び研究責任者の業務及び責務、研究責任者による研

究実施の準備及び研究の管理に関する業務 など 

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 

「公立大学法人横浜市立大学臨床研究利益相反委員会実施要綱」により、委員会の設置、

所掌事務、組織、自己申告書の審査及び本学が設定する基準額を超える利益関係について

のマネジメント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39回 

(注）前年度の実績を記載すること。 

 

(3)臨床研究の倫理に関する講習等の実施 

① 臨床研究の倫理に関する講習等の実施状況 年3回 

 ・研修の主な内容 

    「臨床研究における倫理と倫理指針」 

  「研究倫理の近年の動向と課題 臨床研究法下での倫理審査とは」 

  「医薬品開発・評価方法と研究倫理」 

(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 

本学は20を超す多彩なプログラムを有しており、大学病院の専門診療科及び専門別センターで高

度で質の高い医療に従事することができる。また、協力病院をはじめとした地域医療機関での研

修によって、臨床研修に引き続きプライマリ・ケアを含めた幅広い研修も行うことができる。研

修期間は原則3年間であり、専門医取得に向けた大きな一歩となっている。 

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

に対する専門的な研修について記載すること。 

2 研修の実績 

  上記研修を受けた医師数           78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        

中島 秀明 血液・リウマチ・感染症内科 教授           31年  

田村 功一 腎臓・高血圧内科 教授           29年  

田中 景章 神経内科・脳卒中科 教授           30年  

寺内 康夫 内分泌・糖尿病内科 教授           28年  

前田 愼 消化器内科 教授           24年  

中島 淳 消化器内科（肝胆膵） 教授           28年  

市川 靖史 臨床腫瘍科 教授 31年  

須田 顕 精神科 助教           31年  

伊藤 秀一 小児科 教授           49年  

益田 宗孝 心臓血管外科 教授           31年  

遠藤 格 消化器・肝移植外科 教授           33年  

稲葉 裕 整形外科 准教授           29年  

相原 道子 皮膚科 教授           37年  

矢尾 正祐 泌尿器科 教授           36年  

宮城 悦子 産婦人科 教授           30年  

水木 信久 眼科 教授           29年  

折舘 伸彦 耳鼻いんこう科 教授           30年  

幡多 政治 放射線科 教授           25年  

光藤 健司 歯科・口腔外科・矯正歯科 教授           29年  

後藤 隆久 麻酔科 教授 31年  

山本 哲哉 脳神経外科 教授 29年  

中村 健 リハビリテーション科 教授 25年  

前川 二郎 形成外科 教授 32年  

竹内 一郎 救急科 教授 21年  

大橋 健一 病理部 教授 32年  

山崎 悦子 臨床検査部 准教授 26年  

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

診療科については、必ず記載すること。 

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

てのサブスペシャルティ領域について研修統括者を記載すること。 

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

てのサブスペシャルティ領域について研修統括者を記載すること。 



 
 

(様式第 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 医療情報部長 根本 明宜 

  管理担当者氏名 医事課長 高橋 正海 ／ 総務課長 増田 政博 
 

 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 総務課サーバー室内の
サーバーに電子データ
として保存している。 
 
診療録（個人情報）を 
病院外に持ち出す際の
取扱いについて、 
原則持ち出し禁止であ
るが、 
やむを得ず外部へ持ち
出す場合は、 
(1)所属長の承認を受け
る。 
(2)特定の個人が識別で
きないようにする 
等の対策を行う。 
 

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

総務課 

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 職員課  
高度の医療の提供の実績 医事課(病歴室) 

 
高度の医療技術の開発及び評価
の実績 

各診療科 

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

医事課(病歴室) 

入院患者数、外来患者及び調剤
の数を明らかにする帳簿 

総務課・薬剤部 

規
則
第
一
条
の
十
一
第
一
項
に

掲
げ
る
事
項 

 医療に係る安全管理のための指
針の整備状況 

医療安全管理室 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

感染制御部 
 

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  

職員課 

従業者に対する医薬品の安全使
用のための研修の実施状況  

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 

職員課 

従業者に対する医療機器の安全
使用のための研修の実施状況 

総務課 

医療機器の保守点検に関する計
画の策定及び保守点検の実施状
況 

総務課 

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

総務課 
 
 

  



 
 

 保 管 場 所 管 理  方  法 
 病院の管理 
 及び運営に 
 関する諸記 
 録 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

規
則
第
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 

職員課  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

専任の院内感染対策を行う者
の配置状況 

職員課 

医薬品安全管理責任者の業務
実施状況 

薬剤部 

医療を受ける者に対する説明
に関する責任者の配置状況 

総務課 

診療録等の管理に関する責任
者の選任状況 

職員課 

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

総務課 

未承認新規医薬品等の使用条
件を定め、使用の適否等を決
定する部門の状況 

総務課 

監査委員会の設置状況 総務課 
入院患者が死亡した場合等の
医療安全管理部門への報告状
況 

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 

地域連携課 

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 

八景キャンパス総務
課 

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

総務課 

管理者が有する権限に関する
状況 

職員課 

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 

八景キャンパス総務
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 

八景キャンパス企画
財務課 

(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              医療情報部長 根本 明宜 

 閲 覧 担 当 者 氏 名              医事課長 高橋 正海 ／ 総務課長 増田 政博 

 閲覧の求めに応じる場所              不定 

 閲覧の手続の概要 

申込用紙（所属・氏名・ID・利用目的等）を提出し、内容を確認後、2週間を目途に貸出を行

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    ━    件 
  閲 覧 者 別   医        師    延         件 

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

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

 



 
 
 

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

 
 
① 医療に係る安全管理のための指針の整備状況 

 
     有・無 

 
 ・ 指針の主な内容： 

1. 医療安全管理の基本方針 

2. 医療安全管理のための組織体制 

3. 医療安全のための職員研修 

4. 報告および再発防止、レベル3b以上の事象が発生した場合の対応 

5. 患者さん・家族と医療従事者間の情報の共有によるインフォームド・ 

 コンセント 

6. 患者相談窓口 

7. その他医療安全の推進 
 

 

 
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23回 
・ 活動の主な内容： 

安全管理対策委員会  ：院内医療安全の方針を協議決定 
リスクマネジャー会議：安全管理対策委員会の方針周知 

リスクマネジャーによるグループワーク 
安全課題検討 

 

 

 
③ 医療に係る安全管理のための職員研修の実施状況 

 
     年357回 

 
 ・ 研修の内容（すべて）： 

別添参照（「平成29年度安全管理研修の開催状況および計画」） 
 
 

 

 
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. インシデントシステムを用いた院内のインシデント報告の収集を実施 

2. 収集したインシデントの問題点を分析し対応を行う 

3. 職種横断的な対応が必要な案件は複数のリスクマネジャーによる事例 

の検討を行う 

4. インシデントの件数、事故報告等は医療機能評価機構へ報告し、広く 

 情報共有する 
 

 

(注）前年度の実績を記入すること。 



 
 
 

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

 
 
① 院内感染対策のための指針の策定状況 

 
    有・無 

 
 ・ 指針の主な内容： 

1. 院内感染対策に関する基本的考え方 

2. 委員会等の組織に関する基本的事項 

3. 職員研修に関する基本方針 

4. 感染症の発生状況の報告に関する基本方針 

5. 院内感染発生時の対応に関する基本方針 

6. 患者等に対する当該指針の閲覧に関する基本方針 

7. 院内感染対策の推進のために必要な基本方針 
 
② 院内感染対策のための委員会の開催状況 

 
年13回 

 
 ・ 活動の主な内容： 

1. 医療関連感染防止等についての検討 

2. 感染症発生状況の把握 

3. 感染症発生時及び防止のための迅速な対応を行うための審議・検討 

4. 抗菌薬適正使用に関連した報告 

5. 感染対策マニュアル等の検討 

6. 環境ラウンド・感染対策推進部会の活動把握 

7. 分離菌、ＢＳＩ，ＵＴＩ、ＶＡＥ、ＳＳＩの状況把握 
 
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66回 

 
 ・ 研修の内容（すべて）： 

・Eラーニング：感染対策の基本と院内ルール 

・感染対策講演会：『感染症から未来を守る～今求められる薬剤耐性菌対策』具芳明先生 

・標準予防策 感染実習 感染管理・ミキシング、処置別研修（新人看護師・研修医） 

・手指衛生、環境整備、薬剤耐性菌、抗菌薬について等（感染リンクナース会） 

・血液・体液曝露対策について、空調管理、検体採取等（感染対策推進部会） 

・清掃業者に対する感染対策（清掃業者） 

・小児科病棟の感染対策・放射線部の感染対策・薬剤耐性菌について（部署） 
 
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 ） 

病棟別菌発生頻度、材料別菌発生頻度、主要分離菌の検出と推移などを臨床検査部から感染レポー

トで報告される。臨床検査部から、院内感染対策が必要な耐性菌やウィルス疾患の検査結果が判明時

は、感染制御部に連絡が入り、部門システムを使用し感染症発生状況を随時把握し対応している。 

また、部署での感染症発生時は、迅速に管理者から感染制御部に報告がある。感染制御部は必要時

ラウンド等で状況把握に努め、助言や指導を行い院内感染拡大に努めている。また、必要に応じて臨

時で感染対策委員会を開催し対応を協議している。 
 
 ・ その他改善のための方策の主な内容： 

・各部署・部門にて、行動計画と目標を策定した感染対策の取り組み 

・手指衛生サーベイランス（病棟・外来・中央部門）の実施 

・感染対策推進部会にて、血液体液曝露の減少に向け勉強会とグループワークの取り組み 

・ＢＳＩ、ＵＴＩを減少させるため看護技術の徹底 

・療養環境の整備の取り組み 

(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： 

新採用職員及び転入職員に対する処方オーダに関する研修 

研修医に対する麻薬・抗がん剤の処方に関する研修 

看護師に対する静脈注射に関する安全研修 

抗菌薬の適正使用に関する研修 

院内の医療安全講演会にて薬剤師の立場から安全管理について講演 

＊詳細については薬剤部内に研修実績として管理している 
 
 
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： 
① 業務内容に応じた業務手順書の改訂（7、10月） 

② 手順書に基づく業務の実施状況を確認するために、リスクマネジャーを通して各病棟 

 および部門のチェックリストによる定期確認を行っている（3ヶ月毎 6・9・12・3月） 
 
 
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）： 
【未承認医薬品】なし 

当院では未承認医薬品の定義を「院内で使用したことのない医薬品であって、医薬品の品

質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（昭和35年法律第145号）における承認又は認証

を受けていないもの（国内において承認されておらず、かつ国外において医療用として使用

されているもの。ただし、当院内において同一の使用目的で使用した経験がある場合、治験

目的の場合はこれを除く）」としており、昨年度の実績はない。 

【禁忌・適応外使用】禁忌：56件、適応外：55件 

・コルヒチンの心膜炎再発予防 

・マグネゾール注の不整脈に対する使用 

・G-CSFの脳神経保護目的の使用 

・RSウィルス感染症に対するリバビリンの使用 など 
 
 ・ その他の改善のための方策の主な内容： 

【未承認医薬品】 

院内に未承認新規医薬品等評価部を設立し、専任の薬剤師(薬剤部兼務)を配置している。

未承認医薬品等の使用における有用性及び安全性に関する情報収集及び評価を行い、部門及

び臨床倫理委員会にて報告を行う。使用症例については開始報告、経過観察報告、終了報告

を受け、部門にて共有する。 

【禁忌・適応外使用】 

・ 医薬品情報管理室（DI）にて情報を一元管理し、有用性・安全性のエビデンスを調査・評

価し、院内の安全管理対策委員会にて使用状況を報告。必要に応じて臨床倫理委員会への提



 
 
 

 
出を促す等、安全使用に関する取り組みを行っている。 

・ 上記の体制に関し、昨年度の外部監査で、DI室で収集・評価した情報を病院として審議す

べきとの指摘があったため、取り組みの見直しを行った。 

（2018年5月から臨床倫理委員会で審議する体制となった。） 

・ 診療科医師に対する禁忌・適応外使用に関する意識調査を実施した。（3月） 
 

(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150回 

 
 ・ 研修の主な内容： 

※主要7品目(麻酔器を加えた8品目)を中心とした研修を主に実施 
放射線業務従事者向け放射線安全取扱講習会 
医療機器の使用方法に関する事項 
医療機器の使用に関して特に法令上順守すべき事項 
新規導入装置についての研修 

 
 
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： 

主要7品目(麻酔器を加えた8品目)を中心とした点検(メーカ点検含)を主に実施 
医療機器年間保守点検実施計画によるメーカ点検簿に基づく定期点検実施 
汎用機器である中央管理機器点検計画により定期点検を実施 

 
 
④ 医療機器の安全使用のために必要となる未承認等の医療機器の使用の状況その他の情報の収集

その他の医療機器の安全使用を目的とした改善のための方策の実施状況 
 

 ・ 医療機器に係る情報の収集の整備        （ 有・無 ） 

 ・ 未承認等の医療機器の具体的な使用事例（あれば）：3件 
1. Ｘ線不透過マーカー(SITZMARKS)  【消化器内科】 
2. 消化管狭窄に対する磁石圧迫吻合術に使用する磁石 【消化器・肝移植外科】 
3. 下肢リンパ浮腫患者に対する間歇的空気マッサージ器の臨床研究 【形成外科】 

 
 ・ その他の改善のための方策の主な内容： 

電源コード発火事例(平成30年2月末)を受けて、中央管理機器返却時に電源コード全数チェッ
ク(抵抗値測定)を開始した。(3月) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(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 
 

別紙のとおり（「横浜市立大学附属病院医療安全管理体制図」） 
 
 
 
 
② 専任の院内感染対策を行う者の配置状況 

 
 有（１名）・無 

 

③ 医薬品安全管理責任者の業務実施状況 

 ・ 医薬品に関する情報の整理・周知に関する業務の状況 

薬剤部医薬品情報管理室（DI）に専任担当者を 2名配置し、定期的な情報収集・発信を行っ

ている。 

【収集・発信情報の例】 

◆医薬品等安全性情報、添付文書改訂情報、Up to date（適応症の追加などの月刊情報） 

（年 12回：全診療科あて通知、院内ポータルに掲示） 

◆医薬品適正使用情報（随時、昨年度は 6回発行） 

◆採用医薬品集（4月発行、10月追補版発行） 

◆薬事委員会速報（年 6回、奇数月） 

◆禁忌適応外医薬品情報収集報告（111件：DI室で収集した件数） 

◆医薬品安全性情報報告書（35件：PMDAに報告） 
 
 ・ 未承認等の医薬品の使用に係る必要な業務の実施状況 

医療の質向上センターに未承認新規医薬品等技術評価部を設置し、未承認薬等を用いた医療

提供に対する提供の適否、使用条件等について意見を述べている。 

 ・ 担当者の指名の有無（有・無） 

 ・ 担当者の所属・職種： 

（所属：手術部 ，職種 医師    ）  （所属：    ，職種       ） 

（所属：看護部 ，職種 看護師   ）  （所属：    ，職種       ） 

（所属：総務課 ，職種 臨床工学技士）  （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： 

責任者、説明内容、説明者の条件、説明時の同席者、同意、説明同意書、診療録への記載等

について規定している。なお、モニタリングの実施により、診療録へ記載されていないことも

あることが分かり、記載することの周知ならびに入力用のテンプレートを作成する等の改善検

討を行っている。 
 



 
 
 

 

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： 

診療録の統括責任者が診療記録の管理に関する業務を行い、診療科部長および診療記録への

記載を要する職種の当該部署の部門長が、各部署で記載する診療記録について、専門的な立場

から診療記録の確認、指導を行い、改善に努めている。また実務担当者は定期的に診療記録の

監査を実施し、その結果を責任者へ報告している。 
 

⑥ 医療安全管理部門の設置状況 有・無 

 
 ・ 所属職員 ：専従（４）名、専任（０）名、兼任（３）名 

   うち医師 ：専従（１）名、専任（０）名、兼任（３）名 

   うち薬剤師：専従（１）名、専任（０）名、兼任（０）名 

   うち看護師：専従（１）名、専任（０）名、兼任（０）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： 

医療に係る安全管理対策の推進、医療に係る安全管理についての情報収集、分析、評価等に

関する業務を行う。 

モニタリングについては、病理結果確認率、中心静脈穿刺同意書取得率、中心静脈穿刺早期

合併症発症率、中心静脈穿刺 X線確認実施率、中心静脈穿刺超音波使用率、死亡症例数、手術

関連死亡症例数、手術患者の血栓予防率、術後肺血栓症発生率、アレルギー情報入力率、転倒

転落発生率、転倒転落レベル別発生件数のモニタリングを行っている。 

従事者の医療安全の認識について、医療安全マニュアル傾向の有無、AEDの場所、ドクターコー

ルの番号、インシデントレポートの入力方法、予期せぬ死亡事例、ドレーン抜去時の確認事

項、病理レポートの確認方法、安全に関する意識確認をリスクマネジャーの院内巡回時にヒア

リングにて実施している。 
 
※ 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（10件）、及び許可件数（6件） 

(残り 4件は次年度に承認) 

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

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

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

（ 有・無 ） 

 ・ 活動の主な内容： 

各診療科から申請のあった案件について、高難度新規医療技術評価委員会へ提供の適否、実

施を認める場合の条件等について意見を求め、委員会の意見を踏まえ、当該高難度新規医療技

術の提供の適否等について決定し、診療科の長に対しその結果を通知している。 

また、実施された高難度新規医療技術について、定期的に、手術記録、診療録等の記載内容

を確認し、当該高難度新規医療技術が適正な手続きに基づいて提供されていたかどうか、従業

者の遵守状況を確認している。 



 
 
 

 

 ・ 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（3件）、及び許可件数（3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： 

各診療科から申請のあった案件について、未承認新規医薬品等評価委員会へ使用の適否、使

用を認める場合の条件等について意見を求め、委員会の意見を踏まえ、当該未承認新規医薬品

等の使用の適否等について決定し、診療科の長に対しその結果を通知している。 

また、使用された未承認新規医薬品等について、定期的に、手術記録、診療録等の記載内容

を確認し、当該未承認新規医薬品等が適正な手続きに基づいて提供されていたかどうか、従業

者の遵守状況を確認している。 

 ・ 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 239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 378件（オカレンス 366

件、3b事例 12件） 

 ・ 上記に関する医療安全管理委員会の活動の主な内容： 

全死亡患者の診療記録を医療安全管理室で確認した。主な 3b事例に関しては、院内医療事故

会議を開催し事例を検討し安全管理対策委員会で報告した。 
 

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：昭和大学病院 ）・無） 

 ・ 他の特定機能病院等からの立入り受入れ（ 有（病院名：昭和大学病院 ）・無） 

 ・ 技術的助言の実施状況 

助言を受け、適用外使用医薬品について臨床倫理委員会で審議を行うこととした。 
 

  



 
 
 

 

⑪ 当該病院内に患者からの安全管理に係る相談に適切に応じる体制の確保状況 

 

 ・ 体制の確保状況 

「患者相談窓口」を設置しており、安全管理を含む受診・治療内容等に関する相談に看護師

（専任）が対応している。相談内容については全件を QIミーティング（週 1回）で共有すると

ともに、必要な案件については安全管理対策委員会でも共有している。また、速やかに対応が

必要な案件については適宜、医療安全管理室、医事課、患者サービス部門等の関連部署と連携

して対応している。 
 

 

⑫ 職員研修の実施状況 

 

 ・ 研修の実施状況 

平成 28年度に「教職員研修委員会」を設置し、研修年間計画を策定するほか、病院として 

研修受講歴の一元的な管理に取り組んでいる。 

中でも、医療安全講演会(研修会)は年６回開催しており、医療安全の基本的な考え方やイン

シデント事例をふまえた具体的対策・改善策等に関しての研修を実施している。各講演会では

参加者アンケートを実施しており、学習効果の測定も合わせて行っている。 

また、多職種による連携と協働を推進するための取組としては、平成 26年度から TeamSTEPPS

研修を開催しており、毎年新入職者を中心に、当院で働くすべての教職員が受講できるように

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 

公益財団法人日本医療機能評価機構が主催している平成 29年度特定機能病院管理者研修へ 

病院長・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が参加した。 

 

（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） 



附属病院
研修名 開催日 対象者 参加数 研修時間 研修内容

4/6 127人

eL 258人

5/31 79人
7/14 75人
9/19 76人
11/20 77人
4/14 264人
5/8 20人
5/9 11人
5/9 18人
5/10 16人
5/11 16人
5/15 12人
5/18 11人
5/19 14人
DVD 34人
6/21 256人
7/5 59人
7/5 28人
7/6 99人
7/7 117人
7/7 50人
7/10 62人
7/11 62人
7/13 68人
DVD 65人
6/21 266人
7/31 38人
8/1 61人
8/3 47人
8/3 50人
8/4 14人
8/9 75人
8/10 50人
8/14 50人
DVD 59人

11/13 150人
12/1 51人
12/4 62人
12/5 83人
12/6 62人
12/7 66人
12/11 34人
12/12 21人
12/14 32人
12/20 32人
12/22 43人
DVD 16人
1/11 170人
1/31 90人
1/31 34人
2/1 90人
2/1 22人
2/2 79人
2/2 32人
2/5 82人
2/6 60人
2/6 36人
DVD 10人
2/14 144人
2/26 40人
2/27 49人
2/27 28人
2/28 47人
2/28 14人
3/1 46人
3/1 16人
3/2 46人
3/2 28人
DVD 39人
4/10 15人
4/11 15人
5/23 19人
5/25 23人
5/29 26人

平成29年度安全管理研修の開催状況および計画

TeamSTEPPS研修 全職員 1.5時間
参加型医療安全研修：安全管理指導者
ファシリテーター：H29年度リスクマネジャー

新採用・転入者入
職時研修

新採用
者・転入

職者
1.5時間

放射線診療における医療安全：放射線科　講師
エラー防止に向けた処方オーダについて：薬剤部 副薬剤部長
手術・検査における医療安全：麻酔科　助教
当院の医療安全について：医療安全管理者
研修医の指導に際して：臨床研修センター長
診療録の記載について：医療情報部長
個人情報保護・取扱いについて：医療情報部長
当院の感染対策について：感染制御部長
臨床研究について：次世代臨床研修センター教育・研修室　室
長

第2回
医療安全講演会

看護師・
コメディ
カル・全

職員

1.25時間 法的に適した記録の書き方：外部講師（弁護士・医師）

第1回
医療安全講演会

新採用
者・転入
職者・全

職員

1時間 附属病院の医療安全の歩み：安全管理指導者

第4回
医療安全講演会

全職員 1.0時間

除細動器・搬送用呼吸器について
：臨床工学技士

後発医薬品と医療安全
：薬剤部　副薬剤部長

第3回
医療安全講演会

医師・
看護師・
全職員

1.0時間
説明と同意～どこまで説明すれば義務を果たしたといえるの
か？～：外部講師（弁護士・医師）

第5回
医療安全講演会

全職員 1.0時間

患者確認強化月間について
：H29年度リスクマネジャーグループワーク　Dグループ

安全文化調査結果について
今年度の事例を振り返って
：安全管理指導者

第6回
医療安全講演会

全職員 1.0時間

リスクマネジャーグループワークより
◈バーチャルツアー～他部署の仕事を覗いてみよう～
：形成外科　准教授
◈MACT（Monitor Alarm Control Team）
：7-4病棟師長
◈DNARのガイドラインについて
：血液・免疫・感染症内科　教授

MR磁場体験研修

新採用看
護師

1年次研修
医全職員

1.0時間
MRI検査の特徴を学習・体験し、磁場を用いた検査の注意点を理
解する：放射線技師



研修名 開催日 対象者 参加数 研修時間 研修内容
5/30 24人
6/7 13人

10/18 17人
5/26 8人
6/2 21人
7/7 9人

10/20 20人
6/30 17人
9/1 7人
12/1 14人
4/28 23人
5/16 50人
10/17 16人
6/12 4人
7/11 5人
9/15 9人
10/16 4人
11/28 7人
1/12 2人

多職種オリエン
テーション

4/10 多職種 156名 20分 薬剤部の役割/薬剤部係長

研修医セミナー 4/20 研修医 46名 1時間 麻薬の取り扱いについて/薬剤部係長

研修医セミナー 6/15 研修医 36名 1時間 抗がん剤について/担当薬剤師
感染リンクナース

会
9/20 看護師 22名 30分 抗菌薬と耐性菌について/担当薬剤師

感染対策推進部会 9/20
多職種

（部会委
60名 30分 抗菌薬について/担当薬剤師

静脈注射研修 9/22 看護師 45名 30分 薬剤の基礎知識と管理/担当薬剤師

静脈注射研修 9/29 看護師 50名 30分 薬剤の基礎知識と管理/担当薬剤師

4/24 1人

4/27 1人

6/14 18人

6/29 20人

7/5 22人

8/30 2人

9/2 1人

9/6 5人

9/27 1人

11/27 40人

12/7 19人

12/7 38人

12/12 10人

12/12 15人

12/20 6人

12/20 6人

12/25 13人

12/25 18人

4/11 3人

4/17 8人

4/17 1人

4/26 1人

5/13-14 3人

5/23 5人

5/25 10人

5/30 5人

6/2 3人

7/22 3人

8/10 6人

8/17 1人

9/30 2人

12/14 1人

10/16 3人

11/2 21人

11/9 1人

11/18 3人

11/18 4人

12/16 6人

2/19-20 2人

2/21 1人

2/24 4人

3/20 6人

3/23-25 1人

4/20 1人

4/21 1人

5/2 1人

5/2 4人

5/8 3人

5/10 4人

5/15 4人

5/18 1人

人工呼吸器研修

医師
研修医
看護師

臨床工学
技士

1時間

人工呼吸器研修の安全な操作研修
SERVO-i、SERVO-U、V-60、TrilogyO2、Triloy100Plus、Babylog
勉強・説明会、人工呼吸器セミナー
講師：集中治療部医師・臨床工学技士・メーカー

全身麻酔器研修

麻酔科医
師

手術室看
護師

臨床工学
技士

1時間
全身麻酔器研修の安全操作研修
手術室　Fabius GS・Tiro ・Aysis・プライマスIE
講師 ：麻酔科医師・臨床工学技士・メーカー

人工心肺装置及び
補助循環装置研修

医師
看護師

臨床工学
技士

1時間

人工心肺勉強会
補助循環装置(IABP・PCPS・VAD)の操作研修
BIOMED　VAD取り扱い説明
AB5000　ABPortable
講師：臨床工学技士・メーカー

心肺蘇生講習会

医師・研
修医

3時間
・講義、シミュレーターを使用した実技演習
　講師：CVCプロジェクトメンバー

MR磁場体験研修

新採用看
護師

1年次研修
医全職員

1.0時間
MRI検査の特徴を学習・体験し、磁場を用いた検査の注意点を理
解する：放射線技師

人工呼吸研修Ⅰ

医師・研
修医・看
護師・医
学部生

1.5時間 ・講義（人工呼吸器使用の目的と適応、
　事故予防マニュアルに沿った取扱い、緊急時の対応等）、
　演習：人工呼吸器教育研修プログラム主催

人工呼吸研修Ⅱ
レベルⅠ
受講者

1.5時間

全職員 1時間
・心肺蘇生法（胸部圧迫の方法やＡＥＤの取扱い等）について
　講師：心肺蘇生WGメンバー

中心静脈カテーテ
ル講習会



研修名 開催日 対象者 参加数 研修時間 研修内容

5/22 14人

5/26 8人

5/30 12人

5/31 11人

6/1 13人

6/2 5人

6/2 6人

6/2 21人

6/5 11人

6/9 4人

6/12 3人

6/19 5人

6/20 9人

6/22 8人

6/30 13人

6/30 3人

6/30 16人

7/7 1人

7/7 10人

7/11 6人

7/13 10人

7/20 6人

7/24 5人

9/1 3人

9/1 7人

9/6 13人

9/7 6人

9/19 3人

9/20 11人

10/20 21人

11/13 652人

11/14 3人

12/1 14人

12/2 2人

12/28 8人

2/8 22人

4/24 1人

4/28 1人

6/20 13人

8/8 6人

2/19 5人

除細動器研修(AED
を除く)

11/13 看護師 652人 1時間
除細動器について
講師：臨床工学技士

4/17 5人

4/19 1人

7/3 1人

8/1 1人

9/4 1人

10/3 1人

1/15 28人

1/15 28人

1/17 8人

1/19 13人

1/19 13人

1/23 10人

1/23 10人

2/5 4人

4/16 8人

4/16 4人

4/25 1人

4/25 1人

4/27 1人

5/2 6人

9/27 8人

9/30 2人

11/19 3人

11/25 2人

2/15 14人

4/20

4/20

4/8 1人

4/22 2人

4/26 1人

7/8 1人

4/7 8人

無侵襲混合血酸素
飽和度環趾システ

ム

看護師
臨床工学

技士
1時間

コビィディエン INVOS取扱説明
講師:臨床工学技士、メーカー

パルスオキシメー
タ

看護師
臨床工学

技士
1時間

新規導入機器研修　ネルコア取扱説明
講師:臨床工学技士、メーカ

ペースメーカ
臨床工学

技士
1時間

対外型・植込型ペースメーカー
講師:メーカー

保育器研修 研修医 1時間
保育器研修の使用研修、新規導入機器研修
NICU V-2100G/2200 CaleoV707 infaWarmer
講師：医師・臨床工学技士・メーカー

モニタ研修

医師
看護師

臨床工学
技士

1時間
新規導入機器研修、生体情報モニタ勉強会、EtCO2説明会
フィリップス及び日本光電 生体情報・セントラルモニタ
講師：医師、臨床工学技士

人工呼吸器研修

医師
研修医
看護師

臨床工学
技士

1時間

人工呼吸器研修の安全な操作研修
SERVO-i、SERVO-U、V-60、TrilogyO2、Triloy100Plus、Babylog
勉強・説明会、人工呼吸器セミナー
講師：集中治療部医師・臨床工学技士・メーカー

血液浄化装置研修
看護師

臨床工学
技士

1時間
血液浄化装置操作研修
講師：看護師・臨床工学技士



研修名 開催日 対象者 参加数 研修時間 研修内容

4/9 2人

4/12 5人

4/12 4人

4/14 7人

4/16 8人

4/16 4人

5/2 1人

動脈圧心拍出量計 5/1
臨床工学

技士
1人 1時間 　ビジレオ・ビジランス　講師:メーカー(E・L)

4/21 1人

7/7 8人

7/10 7人

10/27 7人

10/30 6人

5/29 1人

6/9 7人

6/22 2人

8/6 5人

10/10 1人

11/15 2人

11/20 2人

12/16 1人

12/18 1人

1/18 12人

2/10 2人

2/26 2人

5/29 1人

6/9 1人

6/22 2人

4/19
臨床工学

技士
1人 1時間 ソーリン　エクストラ取扱説明　講師:メーカー

5/12 7人

5/19 6人

6/5 31人

超音波吸引装置 11/10 看護師 12人 1時間 CUSA取扱説明　講師:臨床工学技士

超音波診断装置 11/10 看護師 12人 1時間 エコー取扱説明　講師:臨床工学技士

血液ガス分析装置 4/27
臨床工学

技士
1人 1時間 ABL825取扱説明　講師:メーカー(ラジオメーター)

低酸素ブレンダー 4/15
医師・看

護師
5人 1時間 低酸素ブレンダ取扱説明　講師:臨床工学技士

4/17 1人

1/24 5人

1/29 11人

1/30 4人

1/31 4人

4/17 1人

12/25 16人

4/6 5人

4/19 1人

6/1 5人

5/12 7人

5/16 12人

5/20 3人

5/22 4人

6/5 26人

6/5 26人

6/29 3人

7/8 1人

11/12 6人

2/21 1人

4/21 1人

10/5 9人

10/6 4人

10/13 24人

11/25 2人

12/1 1人

4/13

4/14

4/15

4/16

4/17

4/18

ステップⅡパート
②

5/28
新人看護

職員
89 半日

その他

医師
看護師

臨床工学
技士

委託業者

1時間
ME機器管理システム、レビテーター
医師、看護師、臨床工学技士、委託業者
講師:医師、臨床工学技士、メーカー

スッテプⅡパート
①

新人看護
職員

89 3日間

基本的な看護技術を学ぶ。
基本的な看護技術のイメージが図れる。
病棟配置への心理的な準備を図り、リアリティーショックの予
防の機会とする。
静脈採血・輸液管理・ポンプの取り扱い・内服管理・感染管
理・酸素療法・気管内吸引・電子カルテ操作・輸血療法
講師：部署看護師長、認定看護師、教育委員

フットポンプ取扱及びメンテナンス説明
講師:メーカー(スタープロダクト)

医療機器全般

医師
看護師

臨床工学
技士

1時間
ベアーハガー、ACT測定装置、アブレーション装置取扱説明
医師、看護師、臨床工学技士
講師:医師、臨床工学技士、メーカー

深部静脈血栓予防
装置

5/2
臨床工学

技士
1人 1時間

シリンジポンプ
看護師

臨床工学
技士

1時間
シリンジポンプ取扱説明
講師:臨床工学技士、メーカー

経腸栄養ポンプ
臨床工学

技士
1時間

経腸栄養ポンプ取扱及びメンテナンス説明
講師:メーカー(日本コビィディエン)

X線画像診断装置

医師
看護師

臨床工学
技士

1時間
新規導入機器研修　フィリップスCアーム
医師、看護師、臨床工学技士
講師:メーカー

輸液ポンプ
看護師

臨床工学
技士

1時間
輸液ポンプ取扱説明
講師:臨床工学技士、メーカー

手術支援用ロボッ
ト

医師
看護師

臨床工学
技士

1時間
ダヴィンチ取扱説明、オンサイトトレーニング
講師:医師、臨床工学技士、メーカー

電気メス
臨床工学

技士
1時間

電気メス取扱説明
講師:メーカー(日本メドトロニック)

無侵襲混合血酸素
飽和度環趾システ

ム

看護師
臨床工学

技士
1時間

コビィディエン INVOS取扱説明
講師:臨床工学技士、メーカー

ネーザルハイフ
ロー研修

看護師
臨床工学

技士
1時間

ネーザルハイフロー取扱研修
講師：臨床工学技士・メーカー



研修名 開催日 対象者 参加数 研修時間 研修内容

ステップⅣ（タイ
ムマネジメント）

6/30
新人看護

職員
86 半日

１．日状業務の中で、状況に応じてタイムリーに応援を求める
事が出来る
２．業務遂行する上で適切な時間管理について学び、活かす事
が出来る
講師：看護師長、教育委員

ステップⅤ（災害
の備え・多職種協
働・業務分担）

7/12
新人看護

職員
86 半日

災害時の対応について基本的な知識を学ぶ
講師：看護師長(救急看護CN）
担当看護師として、患者を取り巻く多職種と連携出来る
講師：看護師長(集中ケアCN）、看護師（家族支援CNS）、教育
委員

ステップⅥ（フィ
ジカルアセスメン

トⅠ）
8/21

新人看護
職員

85 1日
フィジカルアセスメントの基礎を学び、根拠に基づいて患者情
報を収集し、観察した内容を適切に報告・相談できる
講師：看護学科基礎看護学准教授、教育委員

11/27

11/29

11/27

11/29

6/7

6/15

5/16

5/23

5/30

6/13

6/1

6/13

6/16

6/26

6/30

2/7

2/16

看護と安全Ⅱ 8/10 CDP3 33 半日
インシデント発生時の対処方法を学び、安全対策において推進
的な役割を担い、リーダーシップを発揮できる
講師：安全管理担当師長

6/16

6/26

9/15

9/21

12/15

12/21

9/15

9/21

急変シミュレー
ション（初級編）

10/4 CDP2～ 20 半日

1.急変時におけるメンバーの役割を理解役割りがわかり、行動
出来る
2.急変時における小児（乳幼児）と成人の違いを理解し、正し
い一時救命処置を実施出来る
講師：看護師長（集中ケアCN）、看護師（集中ケアCN、小児集
中ケアCN)

フィジカルアセス
メントⅢ（急変予

兆）
7/13 CDP3～ 11 半日

急変を未然に防ぐための患者の状態変化に気付く事ができ、迅
速な対応が出来る
講師：看護師長（救急看護CN)、担当看護師（集中ケアCN）、教
育委員

フィジカルアセス
メントⅣ（臨床推

論）
1/18 CDP3～ 15 半日

臨床推論を学び、日々の看護アセスメントの方法として活用で
きる
講師：看護師長（集中ケアCN）

急変シミュレー
ション（上級編）

10/11 CDP3～ 21 半日

急変時のリーダーシップ役割と行動が理解でき、指導的役割が
取れる
講師：看護師長（救急看護CN、集中ケアCN)、看護師（集中ケア
CN、家族支援CNS）、教育委員

災害看護 9/6 CDP2～ 21 半日
地域医療における災害時の基本的な役割がわかる
講師：看護師長（救急看護CN）

呼吸不全患者の看
護

12/22 CDP～ 16 半日

呼吸管理の基本的知識・技術を学び、呼吸不全患者の看護に必
要な具体的なケアを実践できる
講師：看護師（集中ケアCN)、看護師長（集中ケアCN)、理学療
法士

5/30

10/27
災害看護-Basic- 看護師長 7 1時間 災害拠点病院における災害時の対応について、夜間・休日の災

害対応の流れがわかる
講師：看護師長（救急看護CN）

BLS②研修～ベッド
サイドの急変時の

ケアから～
CDP2～ 46 半日

ベッドサイドの急変対応がイメージでき、根拠に基づいた行動
がとれる
講師：看護師長（救急看護CN、集中ケアCN）、教育委員

フィジカルアセス
メントⅡパート①

CDP2 47 半日
1.フィジカルアセスメントの理解を深め、3つの視点（呼吸状
態・循環動態・意識状態）を用いて、根拠に基づいた患者の情
報がアセスメント出来る
2.アセスメントした情報を看護に繋げる事が出来る
講師：救急部医師、看護師（教育委員、集中ケアCN）

フィジカルアセス
メントⅡパート②

CDP2 46 半日

フィジカルアセス
メントⅡパート③

CDP2 45 半日

看護と安全Ⅰ CDP2 47 半日
1.看護に必要な医療安全の基礎を学び、実践に活かす
2.インシデント発生時の対応、再発予防策を学ぶ
講師：安全管理担当師長

BLS①研修
新人看護

職員
89 1時間

新人看護職員として心配蘇生を習得し、患者急変時の対応がイ
メージできる
講師：看護師長（救急看護CN、集中ケアCN）、看護師（集中ケ
アCN、家族支援CNS）

褥瘡対策ケア基礎
編

新人看護
職員

90 2時間

褥瘡に関する診療報酬の要件を知り、全入院患者を対象に実施
する褥瘡リスクアセスメントの実施が出来、基本的な褥瘡予防
ケアがわかる
講師：看護師（皮膚排泄ケアCN）、理学療法士

感染対策の基礎
新人看護

職員
88 半日

1.基本的な標準予防策に必要な基礎知識を修得する
2.膀胱留置カテーテル挿入時・留置中の感染対策を学ぶ
講師：看護師長（感染管理CN）、看護師（感染管理CN）

ステップⅦ（多重
業務）

新人看護
職員

78 半日
多重業務の中で、患者の安全を考えた業務の優先順位の判断を
体験し、今後の看護実践に活かす
講師：看護師（家族支援CNS）、教育委員

ステップⅦ（リス
クアセスメント）

新人看護
職員

78 半日
看護場面におけるリスクについて学び、安全な看護が提供でき
る
講師：安全管理担当師長、教育委員、安全委員



研修名 開催日 対象者 参加数 研修時間 研修内容

7/28

11/17

医療KYT研修 9/27 CDP3～ 31 2時間
部署での危険予知活動の推進役を担う事ができる
講師：安全管理担当師長、安全管理担当看護師

9/22

9/29

10/27

10/30

放射線部新採用職
員医療安全研修

4/6
放射線技

師
4人 1時間30分

患者確認方法、インシデント、ドクターコール、職場改善情報
等の運用されている取り組み
講師：放射線技師

放射線
安全取扱講習

【密封小線源】
6/8

放射線技
師

医師
21人 1時間

密封小線源治療に従事する職員向けの教育研修
講師：医師

放射線
安全取扱講習
【核医学】

6/12

放射線技
師

医師、看
護師

18人 1時間
核医学診療に従事する職員向けの教育研修
講師：医師、他

放射線
安全取扱講習

【新規】
6/13

放射線技
師

医師、看
護師

23人 1時間30分
新規に放射線取扱業務に従事する職員向けの教育研修
講師：医師

放射線安全取扱講
習

【放射線治療】
6/15

放射線技
師

医師、看
護師

20人 1時間
放射線治療に従事する職員向けの教育研修
講師：放射線技師

安全使用のための
医療機器研修

12/21

放射線技
師

医師、看
護師

16人 1時間30分
放射線治療装置2台、診療用放射線照射装置の取扱研修
講師：放射線技師

安全使用のための
医療機器研修

12/22

放射線技
師

医師、薬
剤師

10人 1時間30分
PET核種製造用サイクロトロンの取扱研修
講師：放射線技師

12/20

12/22

12/25

12/26

12/27

ドクターコール
説明会

5/9
放射線技

師
看護師

50人 15分
ドクターコール、部内コールの説明
講師：放射線技師

6/26

6/30

9/11

9/15

危険予知
トレーニング

放射線技
師

15人 1時間
患者確認に関する危険予知トレーニング
講師：放射線技師

機器導入時研修
【透視装置】

放射線技
師

32人 30分
新規導入機器の安全に関する取扱い
講師：放射線技師

CVC管理研修 CDP1～ 105 半日
中心静脈栄養カテーテル管理の基本的知識・技術を習得する
講師：看護師長（感染管理CN）、看護師長（集中ケアCN)

静脈注射（血管確
保）研修

CDP1～ 95 半日

1.静脈注射を安全に実施するための知識・技術を習得する
2.末梢静脈留置針を用いた血管確保の方法を習得する
講師：救急部医師、業務・医療情報担当副部長、安全管理担当
師長、看護師長（感染管理CN)、薬剤師

災害拠点病院における災害時の対応について、夜間・休日の災
害対応の流れがわかる
講師：看護師長（救急看護CN）災害看護-Advance- 看護師長 21 1時間
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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 

  ※基準について、平成32年4月1日までに作成予定。 

 

 

 

 

 

・ 基準に係る内部規程の公表の有無（ 有・無 ） 

・ 公表の方法 

 

 

 

 

 
 
 

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

 
    有・無 

 

 ・ 選考を実施した場合、委員会の設置の有無（ 有・無 ） 

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

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

・ 公表の方法 

 

  ※選考については、平成30年6月1日改正以前の医療法施行規則による基準により実施。 
 

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 

重田 諭吉 本学副学長 〇  有・無 

齋藤 知行 本学副学長   有・無 

今田 忠彦 本学理事   有・無 

宇都木 朗 本学理事・事務局長   有・無 

望月 正光 関東学院大学 経済学部

教授・学校法人関東学院 

常務理事（企画担当） 

  有・無 

森下 信 横浜国立大学 研究・評価

担当理事・副学長 

  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 

 病院運営の重要な事項に関すること、病院の経営に関すること、その他病院長が必要と認めた

事項。 

 

 

・審議の概要の従業者への周知状況 

 学内（院内）グループウェアへ会議資料（議事録含む）を掲載。 

 

 

・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 

相原 道子 ○ 医師 病院長 

寺内 康夫  医師 副病院長/ 

内分泌・糖尿病内科部

長 

矢尾 正祐  医師 副病院長/泌尿器科部

長 

遠藤 格  医師 副病院長/ 

消化器・肝移植外科部

長 

杉浦 由美子  看護師 副病院長/看護部長 

佐橋 幸子  薬剤師 薬剤部長 

魚本 一司  事務 医学・病院統括部長  
 
 
  



 
 
 

 
規則第１５条の４第１項第１号に掲げる管理者が有する権限に関する状況 

 
 
 管理者が有する病院の管理及び運営に必要な権限  

  

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

    ①公立大学法人横浜市立大学教員管理職規程 

②横浜市立大学附属病院規程 

 

 ・ 管理者をサポートする体制（副院長、院長補佐、企画スタッフ等）及び当該職員の役割 
 

    ①副病院長  役割：病院長を補佐する役割。 

    ②病院長補佐 役割：特定の業務に関して病院長を補佐する役割。 

             ※現在の病院長補佐は、医療安全に関する業務を補佐している。 

 

 ・ 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 
 

    平成30年度から本学で「病院経営の変革に取り組む人材を育成するプログラム」を開始し

、当院から将来の病院幹部候補者として8名が履修している。平成31年度も引き続き実施する

。 

  
 
 
 
 

 
 



 
 
 

 
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： 

前回指摘事項に対する対応状況について 

医療に係る安全管理の業務状況について 

医療を受ける立場の方からの視点に基づく監査について 

医療安全管理部門の体制比較について 

公表を行った医療事故の経過について 

 

・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： 

病院のホームページ上で公開 

 

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 

相馬 孝博 
千葉大学医学部附

属病院 医療安全

管理部 

 

○ 
医療に係る安全管理に

識見を有する者 

有・無 １ 

水地 啓子 森法律事務所 
 医療に係る法律に識見

を有する者 

有・無 １ 

足立 雅子 
病院ボランティア  

ランパスの会 
 医療を受ける立場の者 有・無 ２ 

井上登美夫 本学医学部長 
 その他の学識経験を有

する者（内部委員） 

有・無 １ 

下澤 明久 法人事務局副局長 
 その他の医療従事者以

外の者（内部委員） 

有・無 ２ 

      

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

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

2. 医療を受ける者その他の医療従事者以外の者（1.に掲げる者を除く。） 

   3. その他 

  



 
 
 

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

保するための体制の整備に係る措置 

 
 
管理者の業務が法令に適合することを確保するための体制の整備状況 

 
 

 
 ・体制の整備状況及び活動内容 
法人監事による監事監査、内部監査委員による内部監査の体制を整備している。いずれも、法人

の業務が適正かつ効率的に行われているか監査することを目的としており、年１回の定期監査を行
っているほか、必要に応じて臨時監査を行える体制としている。 
 
 
 
 ・ 専門部署の設置の有無（ 有・無 ） 
 
 ・ 内部規程の整備の有無（ 有・無 ） 
 
 ・ 内部規程の公表の有無（ 有・無 ） 
 
 ・ 公表の方法 
 
 
 

 

 
  



 
 
 

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

る措置 

 
 
開設者又は理事会等による病院の業務の監督に係る体制の状況 

 

 
 ・ 病院の管理運営状況を監督する会議体の体制及び運営状況 
 法人の理事長、副理事長および理事により構成される経営審議会を設置しており、法人の経営に
関する重要事項を審議している。月１回の開催を原則としており、病院長も理事として参画してい
る。 
 
 
 
 
 
 ・ 会議体の実施状況（ 年11回 ） 
 
 ・ 会議体への管理者の参画の有無および回数（ 有・無 ）（ 年11回 ） 
 
 ・ 会議体に係る内部規程の公表の有無（ 有・無 ） 
 
 ・ 公表の方法 
 
 

病院の管理運営状況を監督する会議体の名称： 

会議体の委員名簿 

氏名 所属 委員長 

（○を付す） 

利害関係 

   有・無 

   有・無 

   有・無 

   有・無 

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

 

 

  



 
 
 

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

の情報提供を受け付ける窓口の状況 

 

窓口の状況 

・情報提供を受け付けるための窓口の設置の有無（ 有・無 ） 

・通報件数（年 0件） 

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

方策その他窓口の設置に関する必要な定めの有無（ 有・無 ） 

・窓口及びその使用方法についての従業者への周知の有無（ 有・無 ） 

・周知の方法 

 「医療安全マニュアル」「医療安全マニュアルポケット版」に掲載 

 

 

 


