
(様式第 10) 

梨大医医事発第１７号  

平成３０年１０月４日  

  厚生労働大臣        殿 

開設者名 山梨大学医学部附属病院  

島田 眞路  (印) 

 

山梨大学医学部附属病院の業務に関する報告について 

 

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

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

す。 

記 

1 開設者の住所及び氏名 

 住   所 〒409-3898 山梨県中央市下河東1110番地 

 氏   名  国立大学法人山梨大学 学長 島田 眞路 

(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 

 山梨大学医学部附属病院 

 

3 所在の場所 

〒409-3898 

   山梨県中央市下河東1110番地                            

電話( 055 ) 273 － 1111   

 

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病理診断科 2 リハビリテーション科 3           4           5            6         7 

  8           9         10          11          12           13          14 

 15          16         17          18          19           20          21 

(注) 標榜している診療科名について記入すること。 

 

5 病床数 

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

40床 床 床 床 578床 618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         296人   147人  416.6人  看 護 補 助 者           50人 診療エックス線

技師 

    0人 

 歯 科 医 師          4人   15人   16.8人  理 学 療 法 士            7人 臨床 

 

検査 

臨床検査技

師 

   45人 

 薬 剤 師          46人    1人   46.7人  作 業 療 法 士             4人 衛生検査技

師 

    0人 

 保 健 師           0人    0人      0人  視 能 訓 練 士             4人 そ の 他           0人 

 助 産 師          31人    4人   32.7人  義 肢 装 具 士             0人 あん摩マッサージ指圧師     0人 

 看 護 師         590人   38人  615.5人  臨 床 工 学 士   13人 医療社会事業従

事者 

    6人 

 准 看 護 師           0人    0人      0人  栄  養  士             3人 その他の技術員           15人 

 歯科衛生士      1人    1人      2人  歯 科 技 工 士            1人 事 務 職 員          143人 

 管理栄養士      5人    2人      7人  診療放射線技師     31人 その他の職員           40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 34 人 眼 科 専 門 医 11 人  

外 科 専 門 医 30 人 耳鼻咽喉科専門医 14 人 

精 神 科 専 門 医 6 人 放射線科専門医 22 人 

小 児 科 専 門 医 20 人 脳神経外科専門医 9 人 

皮 膚 科 専 門 医 8 人 整形外科専門医 9 人 

泌尿器科専門医 11 人 麻 酔 科 専 門 医 20 人 

産婦人科専門医 18 人 救 急 科 専 門 医 2 人 

  合 計 214 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（武田 正之） 任命年月日 平成２９年４月１日 

安全管理担当副病院長（平成２１年４月～平成２５年３月） 

安全管理委員会委員 

 

 

 

 

 

 



 

 

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       477.4 人             3.8 人          481.2 人 

 １日当たり平均外来患者数           1,281.4 人             51.3 人        1,332.7 人 

 １日当たり平均調剤数                                                         5,586.5 剤 

必要医師数 124人  

必要歯科医師数 1人  

必要薬剤師数 16人  

必要（准）看護師数 286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 

 

 

 262.8m 2 

 

 

鉄筋コン

クリート 

   病 床 数  12 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  119.51 m 2      病床数      7 床 

［移動式の場合］ 台 数     台 

医 薬 品 

情報管理室 

［専用室の場合］ 床  積 25.68 m 2 

［共用室の場合］ 共用する室名 

化学検査室 

 

   338m 2 鉄筋コン

クリート 

  （主な設備）US-3100R plus, U-SCANNERⅡ,ｴﾊﾟﾗｲｻﾞｰ2， 

       OC-SENSORIO,BM6010 

細菌検査室 

 

   110m 2 鉄筋コン

クリート 

  （主な設備）ﾏｲｸﾛｽｷｬﾝWalkAway96plus, ﾊﾞｸﾃｱﾗｰﾄ3D, ﾊﾞｸﾃｯ

ｸFX，安全ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ, ｲﾝｷｭﾍﾞｰﾀｰ, ｵｰﾄｸﾚｰﾌﾞ，ﾃﾞｨ

ｰﾌﾟﾌﾘｰｻﾞｰ, ﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝ顕微鏡 

病理検査室 

 

   281m 2 鉄筋コン

クリート 

  （主な設備）高性能ﾃｨｯｼｭﾌﾟﾛｾｯｻｰ, ﾊﾟﾗﾌｨﾝ包理装置, 自動染

色装置, 自動免疫染色装置, ｸﾘｵｽﾀｯﾄ, ﾏｸﾛ及び

ﾐｸﾛ写真撮影装置, ﾃﾞｨｰﾌﾟﾌﾘｰｻﾞ, ﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝ顕

微鏡, ﾌﾟｯｼｭﾌﾟﾙ式換気装置、安全ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ, ｶｾｯ

ﾄおよびﾌﾟﾚﾊﾟﾗｰﾄ印字ｼｽﾃﾑ，ﾊﾞｰﾁｬﾙｽﾗｲﾄﾞｼｽﾃﾑ 

病理解剖室 

 

90m 2 鉄筋コン

クリート 

  （主な設備）感染対策用L型解剖台及び無影灯、一般L型解

剖台及び無影灯、手術用無影灯、感染対策用電

動鋸、一般電動鋸、マクロ写真撮影装置、大型

吸引装置、排水処理システム、遺体保存冷蔵庫

、軟X線発生装置、真空包装機、ディスカッシ

ョン顕微鏡 



研 究 室 12,034m 2 鉄筋コン

クリート 

  （主な設備）各種実験装置, 解析装置 

講 義 室 4,788m 2 鉄筋コン

クリート 

   室数     5 室  収容定員         943  人 

図 書 室  1,663m 2 鉄筋コン

クリート 

   室数 閲覧室3室, 学習室

4室, 視聴覚室1室, 

閉架書庫1室 

 蔵 書 数 97,389  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 92.3％ 逆 紹 介 率 59.7％ 

算

出

根

拠 

Ａ：紹 介 患 者 の 数                                                       15,399人 

Ｂ：他の病院又は診療所に紹介した患者の数                                    10,831人 

Ｃ：救急用自動車によって搬入された患者の数                                     1,358人 

Ｄ：初 診 の 患 者 の 数                                                       18,141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 

藤原 三郎 今井整形外科

医院副院長 

○ 元県立中央病院

副院長・医療安全

に精通している

ため 

無 医療に係る安全

管理識見を有す

る者 

甲光 俊一 こうみつ法律

事務所弁護士 

 弁護士で法律に

精通しているた

め 

無 法律に関する識

見を有する者 

保坂  武 山梨県甲斐市

長 

 医療を受ける者

の代表であり・医

療従事者以外の

者であるため 

無 医療を受ける者

・医療従事者以

外の者 

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

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

2. 医療を受ける者その他の医療従事者以外の者（1.に掲げる者を除く。） 

   3. その他 

 

13 監査委員会の委員名簿及び委員の選定理由の公表の状況 

委員名簿の公表の有無 有・無 

委員の選定理由の公表の有無 有・無 

公表の方法 

附属病院ホームページに公表 

 

 

 



1  承認を受けている先進医療の種類（注１）及び取扱患者数

取扱患者数

0人　

5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   

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(H30.4保険収載)

歯周外科治療におけるバイオ・リジェネレーション法

（様式第2）



2  承認を受けている先進医療の種類（注１）及び取扱患者数

取扱患者数

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   

（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 10 56 ベーチェット病 26
2 筋萎縮性側索硬化症 36 57 特発性拡張型心筋症 39
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 59 拘束型心筋症
5 進行性核上性麻痺 12 60 再生不良性貧血 32
6 パーキンソン病 137 61 自己免疫性溶血性貧血 3
7 大脳皮質基底核変性症 7 62 発作性夜間ヘモグロビン尿症 4
8 ハンチントン病 63 特発性血小板減少性紫斑病 47
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 1 65 原発性免疫不全症候群 2
11 重症筋無力症 77 66 IgＡ 腎症 16
12 先天性筋無力症候群 67 多発性嚢胞腎 8
13 多発性硬化症／視神経脊髄炎 74 68 黄色靱帯骨化症 18

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
18 69 後縦靱帯骨化症 40

15 封入体筋炎 1 70 広範脊柱管狭窄症 4
16 クロウ・深瀬症候群 71 特発性大腿骨頭壊死症 14
17 多系統萎縮症 31 72 下垂体性ADH分泌異常症 6
18 脊髄小脳変性症(多系統萎縮症を除く。) 79 73 下垂体性TSH分泌亢進症
19 ライソゾーム病 5 74 下垂体性PRL分泌亢進症 7
20 副腎白質ジストロフィー 2 75 クッシング病 4
21 ミトコンドリア病 1 76 下垂体性ゴナドトロピン分泌亢進症
22 もやもや病 38 77 下垂体性成長ホルモン分泌亢進症 10
23 プリオン病 1 78 下垂体前葉機能低下症 28
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
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 9 83 アジソン病
29 ウルリッヒ病 84 サルコイドーシス 24
30 遠位型ミオパチー 85 特発性間質性肺炎 12
31 ベスレムミオパチー 86 肺動脈性肺高血圧症 3
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 2
34 神経線維腫症 10 89 リンパ脈管筋腫症
35 天疱瘡 16 90 網膜色素変性症 32
36 表皮水疱症 91 バッド・キアリ症候群
37 膿疱性乾癬（汎発型） 5 92 特発性門脈圧亢進症 1
38 スティーヴンス・ジョンソン症候群 93 原発性胆汁性肝硬変 31
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 9 95 自己免疫性肝炎 5
41 巨細胞性動脈炎 3 96 クローン病 35
42 結節性多発動脈炎 7 97 潰瘍性大腸炎 88
43 顕微鏡的多発血管炎 23 98 好酸球性消化管疾患
44 多発血管炎性肉芽腫症 7 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 1 100 巨大膀胱短小結腸腸管蠕動不全症
46 悪性関節リウマチ 2 101 腸管神経節細胞僅少症
47 バージャー病 14 102 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 2 103 CFC症候群 1
49 全身性エリテマトーデス 147 104 コステロ症候群
50 皮膚筋炎／多発性筋炎 68 105 チャージ症候群
51 全身性強皮症 21 106 クリオピリン関連周期熱症候群
52 混合性結合組織病 13 107 全身型若年性特発性関節炎 1
53 シェーグレン症候群 9 108 TNF受容体関連周期性症候群
54 成人スチル病 1 109 非典型溶血性尿毒症症候群
55 再発性多発軟骨炎 1 110 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
（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 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。） 8
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 2
118 脊髄髄膜瘤 168 エーラス・ダンロス症候群 1
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
1 175 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 2 177 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 1 180 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 1
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 1
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 1
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 1
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 1 208 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 1



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 1 263 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 1 266 家族性地中海熱
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 9 270 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 1 271 強直性脊椎炎 6
224 紫斑病性腎炎 4 272 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） 3 274 骨形成不全症
227 オスラー病 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） 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。）
1 282 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 1
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 3
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 1 302 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 20



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 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）

　・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

高度の医療の提供の実績

施　設　基　準　の　種　類 施　設　基　準　の　種　類

　・特定機能病院入院基本料１ 一般病棟 イ ７対１入院基本
料

　・特定機能病院入院基本料３ 精神病棟 ハ 13対１入院基本
料

　・超急性期脳卒中加算

　・診療録管理体制加算1

　・急性期看護補助体制加算25対1(看護補助者5割未満)

　・看護職員夜間配置加算

　・看護補助加算50対１

　・療養環境加算

　・重症者等療養環境特別加算

　・無菌治療室管理加算１

　・無菌治療室管理加算２

　・緩和ケア診療加算

　・がん診療連携拠点病院加算

　・医師事務作業補助体制加算1（100対1）補助体制加算

　・

　・ハイリスク分娩管理加算

　・入退院支援加算２

　・データ提出加算

　・精神科身体合併症管理加算

　・医療安全対策加算１

　・感染防止対策加算１

　・感染防止対策地域連携加算

　・地域歯科診療支援病院歯科初診料

　・歯科外来診療環境体制加算2

　・臨床研修病院入院診療加算（医科）

　・臨床研修病院入院診療加算（歯科）

　・救急医療管理加算

　・妊産婦緊急搬送入院加算

　・

　・

　・

　・

　・

　・

　・

　・

　・

　・

　・

　・

　・患者サポート体制充実加算

　・ハイリスク妊娠管理加算

　・

　・

　・

　・

　・後発医薬品使用体制加算1 　・

　・小児入院医療管理料２

　・特定集中治療室管理料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）

高度の医療の提供の実績

　・糖尿病合併症管理料 　・内視鏡下鼻・副鼻腔手術Ⅴ型（拡大副鼻腔手術）

施　設　基　準　の　種　類 施　設　基　準　の　種　類

　・心臓ペースメーカー指導管理料（植込型除細動器移行加
算）

　・緑内障手術（水晶体再建術併用眼内ドレーン挿入術）

　・高度難聴指導管理料
　・人工内耳植込術、植込型骨導補聴器移植術及び植込型
骨導補聴器交換術

　・がん性疼痛緩和指導管理料
　・上顎骨形成術（骨移動を伴う場合に限る。）（歯科診療に係
るものに限る。）、下顎骨形成術（骨移動を伴う場合に限
る。）、（歯科診療に係るものに限る。）

　・がん患者指導管理料1
　・乳腺悪性腫瘍手術（乳がんセンチネルリンパ節加算１及び
又は乳がんセンチネルリンパ節加算２を算定する場合に限
る。）

　・外来緩和ケア管理料 　・経皮的冠動脈形成術（特殊カテーテルによるもの）

　・がん患者指導管理料2 　・ゲル充填人工乳房を用いた乳房再建術（乳房切除後）

　・移植後患者指導管理料 　・経カテーテル大動脈弁置換術

　・夜間休日救急搬送医学管理料
　・ペースメーカー移植術及びペースメーカー交換術（リードレ
スペースメーカー）

　・糖尿病透析予防指導管理料 　・ペースメーカー移植術及びペースメーカー交換術

　・小児運動器疾患指導管理料
　・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

　・外来リハビリテーション診療料
　・植込型除細動器移植術、植込型除細動器交換術及び経
静脈電極抜去術

　・乳腺炎重症化予防ケア・指導料
　・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

　・外来放射線照射診療料
　・両室ペーシング機能付き埋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

　・がん治療連携管理料 　・経皮的大動脈遮断術

　・がん治療連携計画策定料 　・大動脈バルーンパンピング法（IABP法）

　・肝炎インターフェロン治療計画料 　・ダメージコントロール手術

　・薬剤管理指導料
　・腹腔鏡下肝切除術（部分切除、外側区域切除、亜区域切
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）

　・排尿自立指導料
　・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。）

　・医療機器安全管理料１ 　・腹腔鏡下膵体尾部腫瘍切除術

　・在宅腫瘍治療電場療法指導管理料 　・腎腫瘍凝固・焼灼術（冷凍凝固によるもの）

　・歯科疾患管理料（総合医療管理加算） 　・腹腔鏡下小切開腎部分切除術

　・歯科治療時医療管理料 　・腹腔鏡下小切開腎摘出術

　・在宅血液透析指導管理料 　・腹腔鏡下小切開腎（尿管）悪性腫瘍手術

　・医療機器安全管理料（歯科） 　・腹腔鏡下小切開副腎摘出術

　・医療機器安全管理料２ 　・早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術

（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）

　・CT撮影及びMRI撮影
　・腹腔鏡下胃全摘術（内視鏡手術用支援機器を用いる場
合）

　・冠動脈ＣＴ撮影加算
　・胃瘻造設術（内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術
を含む。）

　・大腸ＣＴ撮影加算 　・輸血管理料Ⅱ

　・ＣＴ透視下気管支鏡検査加算
　・性同一性障害の患者に行う手術（子宮附属器腫瘍摘出術
（両側））

　・精密触覚機能検査
　・腹腔鏡下胃切除術（内視鏡手術用支援機器を用いる場
合）

　・画像診断管理加算３
　・腹腔鏡下噴門側胃切除術（内視鏡手術用支援機器を用い
る場合）

　・小児食物アレルギー負荷検査
　・性同一性障害の患者に行う手術（造腟術、腟閉鎖症術（遊
離植皮によるもの、腸管形成によるもの、筋皮弁移植によるも
の））

　・内服・点滴誘発試験 　・性同一性障害の患者に行う手術（子宮全摘術）

　・センチネルリンパ節生検（片側）
　・性同一性障害の患者に行う手術（腹腔鏡下腟式子宮全摘
術）

　・長期継続頭蓋内脳波検査 　・性同一性障害の患者に行う手術（陰茎全摘術）

　・神経学的検査 　・性同一性障害の患者に行う手術（精巣摘出術）

　・補聴器適合検査
　・性同一性障害の患者に行う手術（会陰形成手術（筋層に
及ばないもの））

　・ヘッドアップティルト試験
　・性同一性障害の患者に行う手術（尿道形成手術（前部尿
道））

　・人工膵臓検査 　・性同一性障害の患者に行う手術（尿道下裂形成手術）

　・皮下連続式グルコース測定 　・性同一性障害の患者に行う手術（陰茎形成術）

　・植込型心電図検査 　・腹腔鏡下小切開前立腺悪性腫瘍手術

　・時間内歩行試験
　・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）

　・胎児心エコー法 　・性同一性障害の患者に行う手術（乳房切除術）

　・検体検査管理加算（Ⅳ） 　・腹腔鏡下小切開膀胱悪性腫瘍手術

　・国際標準検査管理加算 　・人工尿道括約筋植込・置換術

　・心臓カテーテル法による諸検査の血管内視鏡検査加算 　・腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術

　・遺伝学的検査 　・生体腎移植術

　・抗ＨＬＡ抗体（スクリーニング検査）及び抗ＨＬＡ抗体（抗体
特異性同定検査）

　・膀胱水圧拡張術

　・ＨＰＶ核酸検出及びＨＰＶ核酸検出（簡易ジェノタイプ判
定）

　・腹腔鏡下膀胱悪性腫瘍手術

高度の医療の提供の実績

施　設　基　準　の　種　類 施　設　基　準　の　種　類

　・持続血糖測定器加算
　・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）

　・造血器腫瘍遺伝子検査 　・同種死体腎移植術

（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）

　・仙骨神経刺激装置植込術・仙骨神経刺激装置交換術（過
活動膀胱に対して実施する場合）

　・クラウン・ブリッジ維持管理料

　・治療的角膜切除術（エキシマレーザーによるもの（角膜ジ
ストロフィー又は帯状角膜変性に係るものに限る。））

　・ＣＡＤ／ＣＡＭ冠

　・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））

　・歯科技工加算

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

　・病理診断管理加算２

　・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。）

　・悪性腫瘍病理組織標本加算

　・脳刺激装置植込術（頭蓋内電極植込術を含む。）及び脳
刺激装置交換術、脊髄刺激装置植込術及び脊髄刺激装置
交換術

　・口腔病理診断管理加算

　・透析液水質確保加算 　・定位放射線治療

　・慢性維持透析濾過加算 　・定位放射線治療呼吸性移動対策加算

　・口腔粘膜処置 　・画像誘導密封小線源治療加算

　・エタノールの局所注入（副甲状腺に対するもの） 　・強度変調放射線治療（ＩＭＲＴ)

　・人工腎臓 　・画像誘導放射線治療（ＩＧＲＴ）

　・導入期加算 　・体外照射呼吸性移動対策加算

　・医療保護入院等診療料 　・外来放射線治療加算

　・硬膜外自家血注入 　・高エネルギー放射線治療

　・エタノールの局所注入（甲状腺に対するもの） 　・１回線量増加加算

　・がん患者リハビリテーション料 　・麻酔管理料(Ⅰ）

　・歯科口腔リハビリテーション料２ 　・麻酔管理料（Ⅱ）

　・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。）

　・放射線治療専任加算

　・無菌製剤処理料 　・レーザー機器加算（医科）

　・脳血管疾患等リハビリテーション料（Ⅰ） 　・レーザー機器加算（歯科）

　・運動器リハビリテーション料（Ⅰ） 　・広範囲顎骨支持型装置埋入手術

　・小児鎮静下ＭＲＩ撮影加算 　・自己生体組織接着剤作成術

　・頭部ＭＲＩ撮影加算 　・人工肛門・人工膀胱造設術前処置加算

　・外来化学療法加算１ 　・胃瘻造設時嚥下機能評価加算

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

　・心臓ＭＲＩ撮影加算 　・貯血式自己血輸血管理体制加算

　・乳房ＭＲＩ撮影加算 　・自己クリオプレシピテート作製術（用手法）

（様式第2）



7　診療報酬の算定方法に先進医療から採り入れられた医療技術

8　病理・臨床検査部門の概要

１．臨床検査部門と病理診断部門は別々である。

２．臨床検査部門と病理診断部門は同一部門にまとめられている。

　・

　・

　・

　・

　・

　・

　・

　・

　・

高度の医療の提供の実績

施　設　基　準　等　の　種　類 施　設　基　準　等　の　種　類

　・骨髄微小残存病変量測定 　・

　・

　・

　・

　・ 　・

　・

　・

　・

　・

　・

　・

　・

　・ 　・

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

臨床検査及び病理診断を実施する部門の状況

　・

　・

　・

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

臨床部門が病理診断部門或いは臨床検査部門と開催
した症例検討会の開催頻度

病理診断部門との開催状況
(毎週開催)
　1.乳腺甲状腺症例検討会　2.婦人科症例検討会
　3.呼吸器症例検討会　4.皮膚科症例検討会　5.解剖カンファレン
ス
(毎月開催)
　1.第１外科消化器症例検討会　2.ＣＰＣ
(年2回開催)
　1.腎生検症例検討会

剖　検　の　状　況

　・

　・

剖検症例数　　　　　27例　　　／　　剖検率      　8.5%

（様式第2）



1  研究費補助等の実績

消化器内視鏡の院内感染制御のためのインジゲー
ターの確立とe-ラーニングの開発

佐藤　公
内科学講座第１教
室

1,430,000
補
委

（独）日本学術振興会

新規シークエンス技術による単一個体内でのHBV・
HCV遺伝子解析と臨床応用

坂本　穣
肝疾患センター（1
内）

1,560,000
補
委

（独）日本学術振興会

次世代シークエンサーを用いた膵液網羅的遺伝子
解析によるIPMN良悪性診断法の開発

高野　伸一
内科学講座第１教
室

1,430,000
補
委

（独）日本学術振興会

尿細管上皮細胞における甲状腺ホルモン受容体の
作用の解明

古屋　文彦
内科学講座第３教
室

390,000
補
委

（独）日本学術振興会

骨髄線維化進展における乳酸シャトル現象の役割
解明とその制御方法の開発

桐戸　敬太
血液・腫瘍内科学
講座

1,040,000
補
委

（独）日本学術振興会

先天的p53機能亢進型変異による新たな疾患モデ
ルの確立

中根　貴弥
新生児集中治療部
（小児科学）

1,040,000
補
委

（独）日本学術振興会

オーダーメイド治療を目指した日本人白血病細胞株
バンクの整備と抗がん剤感受性の解析

犬飼　岳史 小児科学講座 1,170,000
補
委

（独）日本学術振興会

皮膚有棘細胞癌の新規分子標的療法の開発に関
する基礎研究

三井　広 皮膚科学講座 1,430,000
補
委

（独）日本学術振興会

肝細胞癌発癌と進展におけるＭ－ＣＳＦの役割の解
明と、その臨床応用

細村　直弘
外科学講座第１教
室

910,000
補
委

（独）日本学術振興会

RAGEを分子標的とした静脈グラフト吻合部石灰化
抑制効果の検討

榊原　賢士
外科学講座第２教
室

650,000
補
委

（独）日本学術振興会

microRNAを標的とした新たな脳虚血の病態解明と
治療法の開発

木内　博之 脳神経外科学講座 1,170,000
補
委

（独）日本学術振興会

数値流体力学的解析とMRマクロファージイメージン
グによる脳動脈瘤破裂のリスク予測

金丸　和也 脳神経外科学講座 1,560,000
補
委

（独）日本学術振興会

椎間板加齢性変化の現象解明と抗サイトカイン治
療の開発

波呂　浩孝 整形外科学講座 650,000
補
委

（独）日本学術振興会

血小板依存的な骨軟部肉腫の増殖・転移機構の解
明と新規治療法の開発

市川　二郎 整形外科学講座 1,040,000
補
委

（独）日本学術振興会

低酸素時の至適換気方法と血管作動薬の脳保護
効果

石山　忠彦 手術部 1,170,000
補
委

（独）日本学術振興会

探針ｴﾚｸﾄﾛｽﾌﾟﾚｰ法質量分析装置による癌ﾊﾞｲｵﾏｰ
ｶｰの検索と臨床応用

山岸　敬 泌尿器科学講座 1,690,000
補
委

（独）日本学術振興会

低活動膀胱に対するβ３刺激薬の治療としての可
能性の探求

澤田　智史 泌尿器科学講座 650,000
補
委

（独）日本学術振興会

卵細胞質異常に起因する胚発生障害の治療法の
開発に向けた基礎的検討

深澤　宏子 産婦人科学講座 1,950,000
補
委

（独）日本学術振興会

超磁歪素子を用いた骨導デバイスの開発 遠藤　周一郎
耳鼻咽喉科・頭頸
部外科学講座

130,000
補
委

（独）日本学術振興会

アレルギー性鼻炎における新たなエピジェネティク
スの探索

松岡　伴和
耳鼻咽喉科・頭頸
部外科学講座

650,000
補
委

（独）日本学術振興会

炎症性がん微小環境を考慮した樹状細胞による頭
頸部がん免疫化学療法の新規開発

増山　敬祐
耳鼻咽喉科・頭頸
部外科学講座

1,300,000
補
委

（独）日本学術振興会

閉塞隅角緑内障スクリーニングシステムの構築 地場　達也 眼科学講座 1,430,000
補
委

（独）日本学術振興会

原発開放隅角緑内障発症メカニズムの解明　－眼
圧上昇メカニズムの遺伝学的検討－

間渕　文彦 眼科学講座 910,000
補
委

（独）日本学術振興会

重症患者に対する連続腸音解析による腸蠕動モニ
タリングシステムの構築と臨床応用

後藤　順子 救急部 1,040,000
補
委

（独）日本学術振興会 小計　　24

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 金額 補助元又は委託元

（様式第3）
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1  研究費補助等の実績

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 金額 補助元又は委託元

（様式第3）

iPS細胞による癌幹細胞モデルを活用した全く新し
いdecoy 療法開発の試み

多賀谷　光 産婦人科学講座 1,040,000
補
委

（独）日本学術振興会

在宅／医療現場における製剤の光分解リスクとそ
の新規安定化に関する研究

小口 敏夫 薬剤部 1,820,000
補
委

（独）日本学術振興会

甲状腺がん微小環境における細胞外アデノシンの
腫瘍促進作用と腫瘍免疫回避機序の研究

近藤 哲夫 人体病理学講座 1,560,000
補
委

（独）日本学術振興会

次世代シークエンサーを用いた抗ウイルス治療後
における肝発癌リスクの包括的解析

前川 伸哉
内科学講座第１教
室

1,560,000
補
委

（独）日本学術振興会

T細胞型急性リンパ性白血病におけるTYK2を対象
とした新規治療法の開発

赤羽 弘資
新生児集中治療部
（小児科学）

1,430,000
補
委

（独）日本学術振興会

新規免疫チェックポイントの同定と阻害方法の開発 猪爪 隆史 皮膚科学講座 1,430,000
補
委

（独）日本学術振興会

肺癌放射線治療計画におけるCTVコンセンサスガイ
ドラインの作成

小宮山 貴史 放射線医学講座 650,000
補
委

（独）日本学術振興会

細胞外基質と炎症の制御による新たなる大動脈瘤
治療の開発

中島 博之
外科学講座第２教
室

1,300,000
補
委

（独）日本学術振興会

microRNAをターゲットとした神経幹細胞移植による
脳梗塞再生治療の開発

橋本 幸治 脳神経外科学講座 1,690,000
補
委

（独）日本学術振興会

低温大気圧プラズマ技術を用いた骨肉腫治療法の
開発

安藤 隆 整形外科学講座 1,560,000
補
委

（独）日本学術振興会

PI3K/Akt経路からみた虚血再灌流障害に対するア
ミノ酸の心筋保護作用の検討

小口 健史 麻酔科学講座 1,170,000
補
委

（独）日本学術振興会

蓄尿制御分子としての代謝型グルタミン酸受容体と
酸感受性イオンチャネルの機能解析

芳山 充晴 泌尿器科学講座 1,170,000
補
委

（独）日本学術振興会

網膜静脈分枝閉塞症眼における視細胞障害定量
評価法の確立

飯島 裕幸 眼科学講座 1,430,000
補
委

（独）日本学術振興会

肝糖代謝の新規調節メカニズムに基づいた創薬基
盤の開発

滝澤 壮一
内科学講座第３教
室

1,690,000
補
委

（独）日本学術振興会

アストロサイト性虚血耐性の分子メカニズム解析 平山 友里 薬剤部 1,950,000
補
委

（独）日本学術振興会

循環器疾患におけるSDF-1αのバイオマーカーとし
ての臨床的有用性の検討

植松 学
内科学講座第２教
室

1,300,000
補
委

（独）日本学術振興会

リン脂質代謝を基盤とした大動脈疾患の機序解明と
治療・予防法開発に向けての基盤構築

渡辺　一広
内科学講座第２教
室

1,040,000
補
委

（独）日本学術振興会

血小板の新たな機能：新規血小板活性化受容体
CLEC-2 による肺胞形成機構の解明

築地 長治 臨床検査医学講座 1,560,000
補
委

（独）日本学術振興会

てんかん原生獲得における活性化ミクログリア機能
の解明

佐野 史和 小児科学講座 1,820,000
補
委

（独）日本学術振興会

Ph染色体陽性ALLに対するLenalidomideを用いた
新規治療法の開発

原間 大輔 小児科学講座 1,950,000
補
委

（独）日本学術振興会

慢性虚血によって引き起こされる膀胱機能低下に
対するcAMPの保護メカニズムの解明

青木 正 泌尿器科学講座 1,560,000
補
委

（独）日本学術振興会

閉塞膀胱の病態における膀胱上皮Epacの役割の
解明

中込 宙史 泌尿器科学講座 780,000
補
委

（独）日本学術振興会

抗血小板薬薬効モニタリング法の自動分析装置へ
の応用とカットオフ値の設定

佐藤　金夫 検査部 1,950,000
補
委

（独）日本学術振興会

エクソーム解析を用いた冠攣縮性狭心症における
疾患感受性遺伝子の網羅的解析

中村　貴光
内科学講座第２教
室

2,470,000
補
委

（独）日本学術振興会

細胞と細胞外基質の物理的相互作用による肝臓の
代謝機能異常と線維化の分子基盤の解明

土屋　恭一郎
内科学講座第３教
室

2,210,000
補
委

（独）日本学術振興会 小計　　25
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1  研究費補助等の実績
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ヒスタミン受容体のHIV感染への関与 小川　陽一 皮膚科学講座 3,120,000
補
委

（独）日本学術振興会

アルツハイマー病の進展プロセスにおける血清アミ
ロイドP成分の役割の解明

玉置　寿男
精神神経医学・臨
床倫理学講座

1,040,000
補
委

（独）日本学術振興会

脾腫に伴う脾臓機能異常と肝線維化・肝発癌にお
ける肝脾臓器相関の解明

飯室　勇二
外科学講座第１教
室

1,560,000
補
委

（独）日本学術振興会

下垂体アデニル酸シクラーゼ活性化ポリペプチドに
よる細菌性腹膜炎の制御と、臨床応用

河野　寛
外科学講座第１教
室

1,820,000
補
委

（独）日本学術振興会

血球細胞由来exosomeによる癌進展機序の解明と
新たな診断・治療法の開発

市川　大輔
外科学講座第１教
室

1,820,000
補
委

（独）日本学術振興会

くも膜下出血後白質障害の機序の解明 吉岡　秀幸 脳神経外科学講座 1,690,000
補
委

（独）日本学術振興会

グリオーマ上皮間葉転換と治療抵抗性の機序解明
- 薬剤耐性と幹細胞性維持への関与

川瀧　智之 脳神経外科学講座 1,170,000
補
委

（独）日本学術振興会

アミオダロンの脳保護作用の検証 古藤田　眞和 麻酔科学講座 2,080,000
補
委

（独）日本学術振興会

ウサギのシバリングに各種薬剤（アミノ酸、Mg、アセ
トアミノフェン）が及ぼす影響

松川　隆 麻酔科学講座 1,430,000
補
委

（独）日本学術振興会

マクロファージ特異的Toll Like Receptor 4の脳動脈
瘤への影響

三井　一葉 麻酔科学講座 1,820,000
補
委

（独）日本学術振興会

難治性夜間頻尿・夜尿症において時間遺伝子およ
び伸展受容体の遺伝子多型が与える影響

三井　貴彦 泌尿器科学講座 1,560,000
補
委

（独）日本学術振興会

産婦人科教育への反転学習の導入とその実効性
の向上のための研究

平田　修司 産婦人科学講座 2,210,000
補
委

（独）日本学術振興会

バイオナノシートを活用した新しい眼科治療用デバ
イスの開発

柏木　賢治 眼科学講座 1,690,000
補
委

（独）日本学術振興会

血小板活性化受容体CLEC-2を標的とした癌手術
後リンパ浮腫の予防法

井上　克枝 臨床検査医学講座 2,210,000
補
委

（独）日本学術振興会

循環器病における蛋白質S-グルタチオン化の動態
及び役割の解明

渡辺　陽介
内科学講座第２教
室

2,080,000
補
委

（独）日本学術振興会

膵β細胞におけるプロスタシンの生理的機能の解
析

一條　昌志
内科学講座第３教
室

2,080,000
補
委

（独）日本学術振興会

血小板受容体CLEC-2の敗血症病態との関連の解
明及び新しい治療標的としての応用

佐々木　知幸 臨床検査医学講座 1,430,000
補
委

（独）日本学術振興会

メラノーマにおける抗PD-1抗体治療抵抗性に関わ
る分子の同定

大沼　毅紘 皮膚科学講座 2,080,000
補
委

（独）日本学術振興会

PAR-1をターゲットにした肉腫の新規治療開発 齋藤　正憲 整形外科学講座 2,210,000
補
委

（独）日本学術振興会

マスト細胞を標的とした新規腰痛治療方法の確立 大場　哲郎 整形外科学講座 1,430,000
補
委

（独）日本学術振興会

難治性下部尿路機能障害に対する光遺伝学による
新たな治療法の開発に関する研究

志村　寛史 血液浄化療法部 1,820,000
補
委

（独）日本学術振興会

遠隔操作ロボットを利用した新規眼科診断システム
の開発

北村　一義 眼科学講座 2,080,000
補
委

（独）日本学術振興会

サイトカインプロファイリングによる敗血症評価；サイ
トカインバランス是正による戦略

高三野　淳一 集中治療部 3,120,000
補
委

（独）日本学術振興会

アミノ酸のラセミ化法による歯からの年齢推定法―
普及にむけた取り組み―

井口　蘭
歯科口腔外科学講
座

2,860,000
補
委

（独）日本学術振興会

遺伝性脊髄小脳変性症の新規治療ターゲット探求
のための新規原因遺伝子探索

高　紀信
集中治療部（神経
内科）

1,950,000
補
委

（独）日本学術振興会 小計　　25
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小児ALLにおけるASNS遺伝子のメチル化がL-asp
感受性におよぼす影響の解析

渡邊　敦
新生児集中治療部
（小児科学）

2,210,000
補
委

（独）日本学術振興会

新規オートファジーシステムにおける核酸のリソソー
ム膜通過メカニズムの解明

ＣＯＮＴＵ　ＶＩＯＲＩＣＡ　ＲＡＬＵＣＡ 神経内科学講座 900,000
補
委

（独）日本学術振興会

複雑系ネットワークと動的恒常性破綻による下部尿
路機能障害発症機序の研究

武田　正之 泌尿器科学講座 4,680,000
補
委

（独）日本学術振興会

血液浄化用小型遠心ポンプと極細径小型血液濾過
器を用いた可搬型血液浄化装置の開発

松田　兼一
救急集中治療医学
講座

5,330,000
補
委

（独）日本学術振興会

肺・肝以外の諸臓器における定位放射線治療の効
果と安全性の評価

大西　洋 放射線医学講座 3,120,000
補
委

（独）日本学術振興会

レセプトデータを用いた外来診療における小児への
抗菌薬処方実態の研究

莊司　智和 薬剤部 550,000
補
委

（独）日本学術振興会

尿検体における膀胱癌診断の新しいバイオマー
カー

中澤　久美子 病理部 570,000
補
委

（独）日本学術振興会

消化器癌の分泌型exosomeを介した新たな癌の進
展機序の解明と実地臨床への応用

市川　大輔
外科学講座第１教
室

910,000
補
委

（独）日本学術振興会

胎児期から出生後早期の環境が、小児肥満、成人
の生活習慣病に与える影響の疫学的検討

平田　修司 産婦人科学講座 130,000
補
委

（独）日本学術振興会

末梢血を用いた液体生検としての胃癌HER2遺伝子
増幅解析法の開発

市川　大輔
外科学講座第１教
室

390,000
補
委

（独）日本学術振興会

分泌型癌抑制microRNAを用いた消化器癌の抗癌
剤感受性予測と核酸治療法の開発

市川　大輔
外科学講座第１教
室

65,000
補
委

（独）日本学術振興会

動脈硬化病変におけるS100A13の発現機序と動脈
硬化スクリーニング検査の構築

井上　克枝 臨床検査医学講座 377,000
補
委

（独）日本学術振興会

動脈硬化病変におけるS100A13の発現機序と動脈
硬化スクリーニング検査の構築

井上　修
安全管理部(臨床
検査医学)

299,000
補
委

（独）日本学術振興会

定量的画像バイオマーカーとしてのMRE実現に向け
た評価法確立とデータベース作成

本杉　宇太郎 放射線医学講座 611,000
補
委

（独）日本学術振興会

定量的画像バイオマーカーとしてのMRE実現に向け
た評価法確立とデータベース作成

市川　新太郎 放射線医学講座 559,000
補
委

（独）日本学術振興会

新規治療とバイオマーカー確立に向けた胃癌周囲
間質に特異的miRNAの網羅的解析

市川　大輔
外科学講座第１教
室

260,000
補
委

（独）日本学術振興会

PASS/Salinomycinによる骨肉種の新規治療法の開
発

安藤　隆 整形外科学講座 260,000
補
委

（独）日本学術振興会

脊柱靭帯骨化症に関する調査研究 波呂　浩孝 整形外科学講座 250,000
補
委

厚生労働省

肝炎ウイルス検査受検から受診、受療に至る肝炎
対策の効果検証と拡充に関する研究

坂本　穣
内科学講座第１教
室

500,000
補
委

厚生労働省

スモンに関する調査研究（山梨県におけるスモン患
者の病態）

瀧山　嘉久 神経内科学講座 400,000
補
委

厚生労働省

運動失調症の医療基盤に関する調査研究 瀧山　嘉久 神経内科学講座 700,000
補
委

厚生労働省

脳動脈瘤塞栓術におけるHydrogel coilの塞栓効果
に関する多施設共同無作為化比較支援（HYBRID
study）

木内　博之 脳神経外科学講座 123,660
補
委

公益財団法人　先端医
療振興財団

再発危険因子を有するStageⅡ大腸癌に対する
UFT/LV療法の臨床的有用性に関する研究
（JFMC46-1201)

市川　大輔
外科学講座第１教
室

21,600
補
委

公益財団法人　がん集
学的治療研究財団

インフリキシマブ投与下で寛解または低疾患活動性に
ある関節リウマチ患者を対象としたインフリキシマブ休
薬療法における、関節超音波を用いた再発予測精度
並びにインフリキシマブ再投与の有効性・安全性を検
証する、多施設共同前向き試験

中込　大樹
内科学講座第３教
室

543,240
補
委

千葉大学医学部付属病
院

排尿障害を有する要支援・要介護高齢者の排尿自
立に関する研究

武田　正之 泌尿器科学講座 750,000
補
委

国立研究開発法人　国
立長寿医療研究センター

小計　　25
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HSPのネットワーク・データベースに関する研究 瀧山　嘉久 神経内科学講座 520,000
補
委

独立行政法人国立病院
機構新潟病院

医療・介護連携PHRモデルに関する研究 佐藤　弥 地域医療学講座 50,000,000
補
委

国立研究開発法人日本
医療研究開発機構

PLA₂メタボロームによる疾患脂質代謝マップの創成
とその医療展開に向けての基盤構築

久木山　清貴
内科学講座第２教
室

3,900,000
補
委

国立研究開発法人日本
医療研究開発機構

次世代シークエンス技術によるウイルス因子解析を
基軸としたC型肝炎新規治療の病態解明と臨床応
用

榎本　信幸
内科学講座第１教
室

38,000,000
補
委

国立研究開発法人日本
医療研究開発機構

細胞株バンクを活用した予後因子の薬剤感受性に
おける意義の解析

犬飼　岳史 小児科学講座 3,000,000
補
委

国立病院機構名古屋医
療センター

JCOG1408の患者登録 大西　洋 放射線医学講座 975,000
補
委

国立大学法人広島大学

候補化合物の生体内での抗 HBV 効果の評価と
HBV ゲノム変異の動態解析

榎本　信幸
内科学講座第１教
室

5,830,236
補
委

国立大学法人熊本大学

C型肝炎患者に対するDAA治療不成功例における
HCV RASの解析

坂本　穣
内科学講座第１教
室

800,000
補
委

武蔵野赤十字病院

慢性肝疾患の組織病態進展機構の解析および血
清組織糖鎖の網羅的探索による予後予測マーカー
の構築

前川　伸哉
内科学講座第１教
室

2,000,000
補
委

国立大学法人北海道大
学

新規薬剤によるHIV感染症制御のための研究 川村　龍吉 皮膚科学講座 3,000,000
補
委

国立国際医療研究セン
ター

C型肝炎ウイルス感染排除後の肝発癌に関する研
究

前川　伸哉
内科学講座第１教
室

1,500,000
補
委

国立大学広島大学

新規抗HIV薬の感染予防効果の解析とマイクロビサ
イドへの応用に関する研究

川村　龍吉 皮膚科学講座 6,500,000
補
委

国立大学法人熊本大学

主任研究課題：(29-A-3)成人固形がんに対する標準
治療確立のための基盤研究（ＪＣＯＧ）
分担研究課題：放射線治療を含む標準治療確立のた
めの多施設共同研究

大西　洋 放射線医学講座 300,000
補
委

国立研究開発法人国立
がん研究センター

Ｂ型肝炎ウイルスの感染複製増殖機構解明による
創薬基盤形成に関する研究

榎本　信幸
内科学講座第１教
室

5,005,000
補
委

国立研究開発法人日本
医療研究開発機構

オミックス解析に基づく稀少難治性神経疾患の病態
解明

瀧山　嘉久 神経内科学講座 1,000,000
補
委

国立大学法人東京大学

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

犬飼　岳史 小児科学講座 108,000
補
委

独立行政法人国立病院機
構名古屋医療センター

自動診療支援装置の開発と有用性評価 柏木　賢治 眼科学講座 3,922,214
補
委

国立大学法人筑波大学 小計　　17

計　　　116
(注)

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

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

　　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。
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2　論文発表等の実績

(1)高度の医療技術の開発及び評価を行うことの評価対象となる論文

番
号

発表者氏名
筆頭著者の

特定機能病院における所属
題名

雑誌名・
出版年月等

論文種別

1

Takano S,
Fukasawa M,
Kadokura M,
et al.

第一内科

Next-Generation
Sequencing Revealed
TP53 Mutations to Be
Malignant Marker for
Intraductal Papillary
Mucinous Neoplasms
That Could Be
Detected Using
Pancreatic Juice

Pancreas. 2017
Nov/Dec;46(10):1281-
1287

Original
Article

2

Takano S,
Fukasawa M,
Kadokura M,
et al.

第一内科

Clinical significance of
hypoechoic
submandibular gland
lesions in type 1
autoimmune pancreatitis

World J Gastroenterol.
2017 May;23(18):3295-
3300.

Original
Article

3

Fukasawa M,
Takano S,
Shindo H,
et al.

第一内科

Endoscopic biliary
stenting for
unresectable malignant
hilar obstruction.

Clinical journal of
gastroenterology 10:485-
490. 2017.Dec

Review

4

Yokota Y,
Fukasawa M,
Takano S,
et al.

第一内科

Partially covered metal
stents have longer
patency than uncovered
and fully covered metal
stents in the
management of distal
malignant biliary
obstruction: a
retrospective study.

BMC gastroenterology
17:105. 2017 Dec

Original
Article

5

Mika
FUTAMATA,
Matsuoka
SATOSHI,
Takuya
SHIMIZU,
et al.

第二内科

Echolucency of the
carotid artery is
associated with short-
term plaque progression
and positive remodeling
in the culprit coronary
artery in AMI survivors.

Journal of cardiology
70(5):438-445.2017.Nov

Original
Article

6
Tsuchiya K,
Ogawa Y

第3内科

Forkhead box class O
family member proteins:
The biology and
pathophysiological roles
in diabetes.

J Diabetes Investig. 2017
Nov;8(6):726-734.

Review

7

Nakagomi D,
Kronbichler
A,
Witte T,
et al.

第3内科

Comment on: Rituximab
therapy for Takayasu
arteritis: a seven
patients experience and
a review of the
literature

Rheumatology (Oxford).
2018 Jan 

Review

8

Shindo K,
Tsuchiya M,
Ichinose Y,
et al.

神経内科

Pre- and postganglionic
vasomotor dysfunction
causes distal limb
coldness in multiple
system atrophy

J Neurol Sci. 2017 Sep
15;380:191-195

Original
Article

9

Shindo K,
Tsuchiya M,
Ichinose Y,
et al.

神経内科
Vasomotor regulation in
patients with multiple
system atrophy

J Neural Transm (Vienna).
2017 Apr;124(4):477-
481.

Original
Article

10

Tsuchiya M,
Takaki R,
Kobayashi F,
et al.

神経内科

Multiple
pseudofractures due to
Fanconi's syndrome
associated with Wilson's
disease.

Rinsho Shinkeigaku. 2017
Sep 30;57(9):527-530.

Case report 　計　10件

高度の医療技術の開発及び評価を行う能力を有することを証する書類

（様式第3）
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雑誌名・
出版年月等
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11

Takaki R,
Nagasaka T,
Suwa Y,
et al.

神経内科

A case of Bickerstaff
brainstem encephalitis
with transient reflex
myoclonus.

Rinsho Shinkeigaku. 2017
Jul 29;57(7):395-398.

Case report

12

Yamashiro N,
Nagasaka T,
Ooishi N,
et al.

神経内科

[An Autopsy Case of
Meningoencephalitis and
Cerebral Infarction that
Developed with Ramsay
Hunt Syndrome and
Disseminated Herpes
Zoster].

Brain Nerve. 2018
Mar;70(3):253-258.

Case report

13

Kirito K,
Suzuki K,
Miyamura K,
et al.

血液・腫瘍内科

Ruxolitinib is effective
and safe in Japanese
patients with
hydroxyurea-resistant
or hydroxyurea-
intolerant polycythemia
vera with splenomegaly

Int J Hematol. 2018
Feb;107(2):173-184.

Original
Article

14

Kirito K,
Okamoto S,
Ohishi K,
et al.

血液・腫瘍内科

Evaluation of the dose
and efficacy of
ruxolitinib in Japanese
patients with
myelofibrosis

Int J Hematol. 2018
Jan;107(1):92-97.

Original
Article

15

Koshiishi M,
Sueki Y,
Kawashima I,
et al.

血液・腫瘍内科

Tumor Lysis Syndrome
after the Administration
of Ruxolitinib in a
Patient with Post-
polycythemia Vera
Myelofibrosis

Intern Med. 2017 Sep
1;56(17):2335-2338.

Original
Article

16

Nakane T,
Sawanobori
E,
Ohashi H,
et al.

小児科

Hyperechoic renal
medullary
pyramids in a boy with
Simpson-Golabi-Behmel
syndrome.

Clin Dysmorphol. 2018
Jan;27(1):25-26.

Case report

17

Koizumi K,
Hoshiai M,
Katsumata N,
et al.

小児科

Infliximab regulates
monocytes and
regulatory T cells in
Kawasaki disease.

Pediatr Int. 2018 Mar
Original
Article

18

Koizumi K,
Hoshiai M,
Toda T,
et al.

小児科

Marked pleural effusion
after i.v.
immunoglobulin therapy
for Kawasaki disease.

Pediatr Int. 2018
Mar;60(3):307-308

Case report

19

Kanemura H,
Sano F,
Ohyama T,
et al.

小児科

The implication of the
thalamus in a case of
speech disturbance in a
boy with rolandic
epilepsy

Journal of Pediatric
Epilepsy 2017; 6: 115-
118

Case report

20

Kanemura H,
Sano F,
Ohyama T,
et al.

小児科

Factors associated with
attention deficit
hyperactivity disorder in
children with frontal
lobe epilepsy

Journal of Pediatric
Epilepsy 2017; 6: 133-
140

Original
Article

21

Tamai M,
Furuichi Y,
Kasai S,
et al.

小児科

TGFβ1 synergizes with
FLT3 ligand to induce
chemoresistant
quiescence in acute
lymphoblastic leukemia
with MLL gene
rearrangements.

Leuk Res. 61:68-76,
2017 Oct

Original
Article

22

Watanabe A,
Inukai T,
Akahane K,
et al.

小児科

Autologous Stem Cell
Rescue for Graft Failure
of Second Allogeneic
Stem Cell Transplant
After Engraftment of
Primary Allogeneic
Transplant.

Exp Clin Transplant.
2017 Jul 31. doi:
10.6002/ect.2016.0315.
[Epub ahead of print]

Case report 　計　12件
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23

Mochizuki M,
Kikuchi T,
Urakami T,
et al.

小児科

Improvement in
glycemic control
through changes in
insulin regimens:
findings from a Japanese
cohort of children and
adolescents with type 1
diabetes.

Pediatric Diabetes. 2017
Sep;18(6):435-442.

Original
Article

24

Kobayashi
M,
Yagasaki H,
Saito T,
et al.

小児科

Fetal goitrous
hypothyroidism treated
by intra-amniotic
levothyroxine
administration: case
report and review of the
literature.

J Pediatr Endocrinol
Metab. 30:1001-1005,
2017 Aug

Case report

25

Yagasaki H,
Nakane T,
Toda T,
et al.

小児科

Carotid intima media
thickness in a girl with
sitosterolemia carrying a
homozygous mutation in
the ABCG5 gene.

J Pediatr Endocrinol
Metab. 30:1007-1011,
2017 Aug

Case report

26

Yagasaki H,
Murakami Y,
Ohyama T,
et al.

小児科

Total energy intake
accounts for postnatal
anthropometric growth
in moderately/late
preterm infants.

J Matern Fetal Neonatal
Med. 2017
May;30(9):1080-1084.

Original
Article

27 Suzuki T. 精神科

Subtyping Schizophrenia
by Social Functioning -
a Pragmatic Proposal for
Clinics and Research.

Psychiatr Q. 2018 Jan 3.
doi: 10.1007/s11126-
017-9558-z. [Epub ahead
of print]

Original
Article

28

Yamazaki C,
Tamaoki T,
Nunomura A,
et al.

精神科

Plasma Amyloid-β and
Alzheimer's Disease-
Related Changes in
Late-Life Depression.

J Alzheimers Dis.
2017;58(2):349-354.

Original
Article

29

Nunomura A,
Lee HG,
Zhu X,
et al.

精神科

Consequences of RNA
oxidation on protein
synthesis rate and
fidelity: implications for
the pathophysiology of
neuropsychiatric
disorders.

Biochem Soc Trans. 2017
Oct 15;45(5):1053-1066.

Review

30

Ishii T,
Hattori K,
Miyakawa T,
et al.

精神科

Increased cerebrospinal
fluid complement C5
levels in major
depressive disorder and
schizophrenia.

Biochem Biophys Res
Commun. 2018 Mar
4;497(2):683-688.

Original
Article

31

Hirata T,
Uemura T,
Shinohara M,
et al.

精神科

Association between
Dopamine Transporter
Gene (DAT1)
Polymorphisms and
Eating Disorders with
Binge Eating Behavior.

Open Journal of
Psychiatry. 2017
Oct;7:329-343. Article
ID:79198

Original
Article

32
Ishiguro H,
Onaivi ES

精神科

Beyond the Kraepelinian
Dichotomy of
Schizophrenia and
Bipolar Disorder.

J. Schizophr Res. 2017
May; 4(1): 1032.

Others

33

Matsuzawa
T,
Ogawa Y,
Moriishi K,
et al.

皮膚科
Immunological function
of Langerhans cells in
HIV infection.

JOURNAL OF
DERMATOLOGICAL
SCIENCE
2017 Aug;87(2):159-167.

Original
Article

34

Kinoshita M,
Ogawa Y,
Kawamura T,
et al.

皮膚科
Efficacy of topical
tacrolimus for treating
Kyrle's disease.

JOURNAL OF
DERMATOLOGY
2017 May;44(5):e81-e82.

Original
Article

　計　12件
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35

Shimizu T,
Inozume T,
Takaki M,
et al.

皮膚科

Case of anal
adenocarcinoma in situ
with pagetoid spread
but without macroscopic
abnormality in anal
mucosa.

JOURNAL OF
DERMATOLOGY
2017 Sep;44(9):1076-
1077.

Case report

36

Matsuzawa
T,
Nakamura Y,
Ogawa Y,
et al.

皮膚科
Differential Day-Night
Outcome to HSV-2
Cutaneous Infection.

JOURNAL OF
INVESTIGATIVE
DERMATOLOGY
2018 Jan;138(1):233-236.

Original
Article

37

Ogawa Y,
Kinoshita M,
Shimada S,
et al.

皮膚科 Zinc and Skin Disorders.
Nutrients.
 2018 Feb 11;10(2).

Original
Article

38

Kawaida H,
Kono H,
Watanabe M,
et al.

第一外科

Risk factors of
postoperative
pancreatic fistula after
distal pancreatectomy
using a triple-row
stapler.

Surg Today 2018
Jan;48(1):95-100

Original
Article

39

Hirayama K,
Kono H,
Nakata Y,
et al.

第一外科

Expression of
podoplanin in stromal
fibroblasts plays a
pivotal role in the
prognosis of patients
with pancreatic cancer.

Surg Today 2018
Jan;48(1):110-118

Original
Article

40

Kono H,
Fujii H,
Suzuki-Inoue
K,
et al.

第一外科

The platelet-activating
receptor C-type lectin
receptor-2 plays an
essential role in liver
regeneration after
partial hepatectomy in
mice.

Journal of Thrombosis
and Haemostasis 2017
May;15(5): 998-1008

Original
Article

41

Shimizu H,
Shiozaki A,
Fujiwara H,
et al.

第一外科

Short- and Long-term
Progress of Recurrent
Laryngeal Nerve
Paralysis After Subtotal
Esophagectomy.

Anticancer Res 2017
Apr;37(4) 2019-2023

Original
Article

42

Itakura J,
Watanabe M,
Hosomura N,
et al.

第一外科

Establishment of the
pancreatic cancer
treatment predicted for
the types of recurrence.

Pancreas 2017 46(10)
1407

Original
Article

43

Sakakibara
K,
Nakajima H,
 Kasai K

第二外科

A case of
chondrosarcoma
originating from the
pulmonary artery.

Asian Cardiovascular and
Thoracic Annals 2017 Jun
25(5): 398-399

Case report

44

Uchida T,
Matsubara
H,
Nagasaka S,
et al.

第二外科

Video-assisted
thoracoscopic surgery
can help enable the
complete resection of a
mediastinal tumor
caused by
immunoglobulin G4-
related disease and
avoid the need for
postoperative
medication: A case
report

Asian Journal of
Endoscopic Surgery 2018
Jan doi:
10.1111/ases.12450.
[Epub ahead of print]

Case report

45
Ebata S,
Ohba T,
Haro H.

整形外科

Adequate cage
placement for a
satisfactory outcome
after lumbar lateral
interbody fusion with
MRI and CT analysis

Spine Surgery and
Related Research 2018
Jan. Volume 2 Issue 1:53-
59

Original
Article

46

Ohba T,
Ebata S,
Koyama K,
et al.

整形外科

Prevalence and key
radiographic spinal
malalignment
parameters that
influence the risk for
gastroesophageal reflux
disease in patients
treated surgically for
adult spinal deformity

BMC Gastroenterol. 2018
Jan 10;18(1):8.

Original
Article

　計　12件
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47
Ohba T,
Ebata S,
Haro H.

整形外科

Influence of
Postoperative
Hypertension on the
Development of Spinal
Epidural Hematoma

Orthop Surg. 2017
Nov;9(4):386-390.

Original
Article

48

Koyama K,
Ohba T,
Ishii K,
et al.

整形外科

Development of a quick
serum IL-6 measuring
system in rheumatoid
arthritis

Cytokine. 2017
Jul;95:22-26.

Original
Article

49

Oda K,
Ohba T,
Ebata S,
et al.

整形外科

Low-Intensity Pulsed
Ultrasound and Halo
Immobilization Is an
Effective Treatment for
Nonunion Following
Traumatic
Spondylolisthesis of the
Axis.

J Neurol Surg Rep.
2017Oct;78(4):e119-e122

Original
Article

50
Ohba T,
Ebata S,
Haro H.

整形外科

Comparison of serum
markers for muscle
damage, surgical blood
loss, postoperative
recovery, and surgical
site pain after extreme
lateral interbody fusion
with percutaneous
pedicle screws or
traditional open
posterior lumbar
interbody fusion

BMC Musculoskelet
Disord. 2017 Oct
16;18(1):415

Original
Article

51

Taniguchi N,
Jinno T,
Koga D,
et al.

リハビリテーション部

Cementless Hip Stem
Anteversion in the
Dysplastic Hip: A
Comparison of Tapered
Wedge vs Metaphyseal
Filling

J Arthroplasty. 2017
May;32(5):1547-1552.

Original
Article

52

Hashimoto
K,
Kinouchi H,
Yoshioka H,
et al.

脳神経外科

Efficacy of Endoscopic
Fluorescein Video
Angiography in
Aneurysm Surgery-
Novel and Innovative
Assessment of Vascular
Blood Flow in the Dead
Angles of the
Microscope

Operative Neurosurgery.
2017 Aug 1;13(4):471-
481.

Original
Article

53

Hanihara M,
Sato S,
Shibahara I,
et al.

脳神経外科

Intraoperative
Visualization of
Subependymal Arteries
at the Atrium Supplying
the Descending Motor
Pathway

World Neurosurgery
2017 May;101:296-303

Original
Article

54

Masakazu
Kotoda,
Tadahiko
Ishiyama,
Kazuha
Mitsui,

麻酔科

Neuroprotective effects
of amiodarone in a
mouse model of
ischemic stroke

BMC AnesthesiologyBMC
series – open, inclusive
and trusted,DEC,2017
17:168

Original
Article

55

Nakadate Y,
Sato H,
Oguchi T,
et al.

麻酔科

Glycemia and the
cardioprotective effects
of insulin pre-
conditioning in the
isolated rat heart

Cardiovasc Diabetol.
2017 Apr 4;16(1):43.

Original
Article

56

Nakadate Y,
Sato T,
Sato H,
et al.

麻酔科
Hypoglycaemia after
accidental ocular insulin
injection.

Br J Anaesth. 2017 Apr
1;118(4):640-641

Letter

57

Omori M,
Kondo T,
Fukushima J,
et al.

産婦人科

Extraovarian Fibroma
With Minor Sex Cord
Elements: A Case
Report and Literature
Review

Int J Surg Pathol. 2017
Aug;25(5):472-476.

Case report 　計　11件
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58

Shinohara S,
Sunami R,
Uchida Y,
et al.

生殖医療センター（産婦人科）

Association between
total dose of ritodrine
hydrochloride and
pulmonary oedema in
twin pregnancy: a
retrospective cohort
study in Japan

BMJ Open. 2017 Dec
29;7(12)

Original
Article

59

Shinohara S,
Sunami R,
Uchida Y,
et al.

生殖医療センター（産婦人科）

Accociation between
the high soluble fms-
like tyrosine kinase-1 to
placental growth factor
ratio and adverse
outcomes in
asymptomatic women
with early-onset fetal
growth restriction.

Hypertension in
Pregnancy. 2017
Aug;36(3):269-275

Original
Article

60

Kira S,
Mitsui T,
Miyamoto T,
et al.

泌尿器科

Lack of Change in the
Adaptation Ability of
the Bladder for the
Urine Production Rate
in Aged Men with
Nocturia.

Urol Int.
2018;100(4):445-449.
doi: 10.1159/000488002.
Epub 2018 Apr 26.

Original
Article

61

Dong X,
Nakagomi H,
Miyamoto T,
et al.

泌尿器科

Tadalafil attenuates
hypotonicity-induced
Ca2+ influx via TRPV2
and TRPV4 in primary
rat bladder urothelial
cell cultures.

Neurourol Urodyn. 2018
Mar 22. doi:
10.1002/nau.23423.
[Epub ahead of print]

Original
Article

62

Kon M,
Mitsui T,
Kitta T,
et al.

泌尿器科

Impact of posterior
urethral
diameter/external
urethral sphincter
diameter as a new tool
to predict detrusor
pressure in the voiding
phase.

Int Urol Nephrol. 2018
Feb;50(2):211-215. doi:
10.1007/s11255-017-
1770-0. Epub 2017 Dec
14.

Original
Article

63

Mitsui T,
Kira S,
Ihara T,
et al.

泌尿器科

Metabolomics Approach
to Male Lower Urinary
Tract Symptoms:
Identification of Possible
Biomarkers and
Potential Targets for
New Treatments.

J Urol. 2018
May;199(5):1312-1318.
doi:
10.1016/j.juro.2017.11.0
70. Epub 2017 Nov 22

Original
Article

64

Shimura H,
Mitsui T,
Tsuchiya S,
et al.

泌尿器科

Development of novel
and non-invasive
diagnostic markers for
lower urinary tract
symptoms using
urothelial cells in voided
urine.

Neurourol Urodyn. 2018
Mar;37(3):1137-1143.
doi: 10.1002/nau.23436.
Epub 2017 Oct 17.

Original
Article

65

Ihara T,
Mitsui T,
Nakamura Y,
et al.

泌尿器科

The Circadian
expression of Piezo1,
TRPV4, Connexin26,
and VNUT, associated
with the expression
levels of the clock genes
in mouse primary
cultured urothelial cells.

Neurourol Urodyn. 2018
Mar;37(3):942-951. doi:
10.1002/nau.23400. Epub
2017 Sep 7.

Original
Article

66

Fukasawa M,
Sawada N,
Shimura H,
et al.

泌尿器科

Successful Radiotherapy
for Advanced Small Cell
Carcinoma of the
Prostate with Syndrome
of Inappropriate
Secretion of
Antidiuretic Hormone.

Urol Case Rep. 2017 May
22;13:147-148. doi:
10.1016/j.eucr.2017.04.0
08. eCollection 2017 Jul.

Case report 　計　9件
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67

Zhang X,
Gao S,
Tanaka M,
et al.

泌尿器科

Carbenoxolone inhibits
TRPV4 channel-
initiated oxidative
urothelial injury and
ameliorates
cyclophosphamide-
induced bladder
dysfunction.

J Cell Mol Med. 2017
Sep;21(9):1791-1802.
doi:
10.1111/jcmm.13100.
Epub 2017 Feb 28.

Original
Article

68

Kira S,
Mitsui T,
Kobayashi H,
et al.

泌尿器科

Detrusor pressures in
urodynamic studies
during voiding in
women.

Int Urogynecol J. 2017
May;28(5):783-787. doi:
10.1007/s00192-016-
3203-5. Epub 2016 Dec
20.

Original
Article

69

Ihara T,
Mitsui T,
Nakamura Y,
et al.

泌尿器科

The Clock mutant
mouse is a novel
experimental model for
nocturia and nocturnal
polyuria.

Neurourol Urodyn. 2017
Apr;36(4):1034-1038.
doi: 10.1002/nau.23062.
Epub 2016 Jun 27.

Original
Article

70

Kira S,
Yoshiyama
M,
Tsuchiya S,
et al.

泌尿器科

P2Y6-deficiency
increases micturition
frequency and
attenuates sustained
contractility of the
urinary bladder in mice.

Sci Rep. 2017 Apr
10;7(1):771. doi:
10.1038/s41598-017-
00824-2.

Original
Article

71

Kashiwagi K,
Ito S,
Maeda S,
et al.

眼科

A Ser75-to-Asp
phospho-mimicking
mutation in Src
accelerates ageing-
related loss of retinal
ganglion cells in mice

Sci Rep 2017 Dec
7(1):16779

Original
Article

72

Kikushima
W,
Sakurada Y,
Sugiyama A,
et al.

眼科

Comparison of two-year
outcomes after
photodynamic therapy
with ranibizumab or
aflibercept for
polypoidal choroidal
vasculopathy

Sci Rep 2017 Nov
7(1):16461

Original
Article

73
Ooshiro T,
Iijima H

眼科

Postoperative Recovery
of Light Sensitivity in
Eyes with
Rhegmatogenous Retinal
Detachment

Ophthalmologica 2017
Aug 238(1-2):52-8

Original
Article

74
Sakamoto M,
Kitamura K,
Kashiwagi K

眼科

Changes in Glaucoma
Medication during the
Past Eight Years and
Future Directions in
Japan Based on an
Insurance Medical Claim
Database

J Ophthalmol 2017
2017:7642049

Original
Article

75

Sakurada Y,
Sugiyama A,
Tanabe N,
et al.

眼科

Choroidal Thickness as
a Prognostic Factor of
Photodynamic Therapy
with Aflibercept or
Ranibizumab for
Polypoidal Choroidal
Vasculopathy

Retina 2017 Oct
37(10):1866-1872

Original
Article

76 Iijima H 眼科

Reduced light sensitivity
due to impaired retinal
perfusion in branch
retinal vein occlusion

Jpn J Ophthalmol 2018
Mar 62(2):151-157

Original
Article

77

Kitamura K,
Chiba T,
Mabuchi F,
et al.

眼科

Efficacy and Safety of
Switching Prostaglandin
Analog Monotherapy to
Tafluprost/Timolol
Fixed-Combination
Therapy

J Ophthalmol 2018 Feb
2018:8456764

Original
Article

78

Sakurada Y,
Kikushima
W,
Sugiyama A,
et al.

眼科

AREDS simplified
severity scale as a
predictive factor for
response to aflibercept
therapy for typical
neovascular age-related
macular degeneration

Graefes Arch Clin Exp
Ophthalmol 2018 Jan
256(1):99-104

Original
Article

　計　12件

12 / 16 ページ



番
号

発表者氏名
筆頭著者の

特定機能病院における所属
題名

雑誌名・
出版年月等

論文種別

79

Sugiyama A,
Sakurada Y,
Honda S,
et al.

眼科

Retreatment of
Exudative Age-Related
Macular Degeneration
after Loading 3-
Monthly Intravitreal
Ranibizumab

Ophthalmologica 2018
Dec 239(1):52-59

Original
Article

80

Ishii H,
Chikamatsu
K,
Igarashi S,
et al.

耳鼻科

Establishment of
Synergistic
Chemoimmunotherapy
for Head and Neck
Cancer Using
Peritumoral Immature
Dendritic Cell Injections
and Low-Dose
Chemotherapies

Transl Oncol. 2018
Feb;11(1):132-139. doi

Original
Article

81

Ashizawa K,
Yoshimura K,
Johno H,
et al.

耳鼻科

Construction of mass
spectra database and
diagnosis algorithm for
head and neck
squamous cell carcinoma

Oral Oncol. 2017
Dec;75:111-119.

Original
Article

82

Matsuoka T,
Bernstein DI,
Masuyama K,
et al.

耳鼻科

Pooled efficacy and
safety data for house
dust mite sublingual
immunotherapy tablets
in adolescents

Pediatr Allergy Immunol.
2017 Nov;28(7):661-667.

Original
Article

83

Ichikawa S,
Motosugi U,
Oguri M,
et al.

放射線科

Magnetic Resonance
Elastography for
Prediction of Radiation-
Induced Liver Disease
After Stereotactic Body
Radiation Therapy

Hepatology. 2017
Aug;66(2):664-665.

Letter

84

Ichikawa S,
Motosugi U,
Enomoto N,
et al.

放射線科

Noninvasive hepatic
fibrosis staging using mr
elastography: The
usefulness of the
bayesian prediction
method

J Magn Reson Imaging.
2017 Aug;46(2):375-382.

Original
Article

85

Saito M,
Kadoya N,
Sato K,
et al.

放射線科

Comparison of DVH-
based plan verification
methods for VMAT:
ArcCHECK-3DVH
system and dynalog-
based dose
reconstruction

J Appl Clin Med Phys.
2017 Jul;18(4):206-214.

Original
Article

86

Ichikawa S,
Motosugi U,
Omiya Y,
et al.

放射線科

Contrast Agent-Induced
High Signal Intensity in
Dentate Nucleus on
Unenhanced T1-
Weighted Images
Comparison of
Gadodiamide and
Gadoxetic Acid

Invest Radiol. 2017
Jul;52(7):389-395.

Original
Article

87

Motosugi U,
Hernando D,
Wiens C,
et al.

放射線科

High SNR Acquisitions
Improve the
Repeatability of Liver
Fat Quantification
Using Confounder-
corrected Chemical
Shift-encoded MR
Imaging

Magn Reson Med Sci.
2017 Oct 10;16(4):332-
339.

Original
Article

88 Motosugi U 放射線科

Update Your Knowledge
of Abdominal MRI:
Recent Results, Which
May Change Your
Practice

Magn Reson Med Sci.
2017 Apr 10; 16(2): 87-
88.

Others

89

Tamada D,
Wakayama T,
Onishi H,
et al.

放射線科

Multiparameter
estimation using multi-
echo spoiled gradient
echo with variable flip
angles and multicontrast
compressed sensing

Magn Reson Med. 2018
Feb 24; Epub ahead of
print

Original
Article
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90

Ichikawa S,
Motosugi U,
Omori M,
et al.

放射線科

MR-guided Focused
Ultrasound for Uterine
Fibroids: A Preliminary
Study of Relationship
between the Treatment
Outcomes and Factors
of MR Images Including
Elastography

Magn Reson Med Sci.
2018 Jan 18; Epub ahead
of print

Others

91

Saito M,
Sano N,
Ueda K,
et al.

放射線科

Technical Note:
Evaluation of the
latency and the beam
characteristics of a
respiratory gating
system using an Elekta
linear accelerator and a
respiratory indicator
device, Abches

Med Phys. 2018
Jan;45(1):74-80.

Others

92

Araki T,
Imaizumi A,
Okada H,
et al.

放射線部

Unusual Anatomical
Variants of the Left
Adrenal Vein via the
Renal Capsular Vein
Preventing Successful
Adrenal Vein Sampling

Cardiovasc Intervent
Radiol. 2017
Aug;40(8):1296-1298.

Letter

93

Tsutsui T,
Yoshizawa K,
Moroi A,
et al.

歯科口腔外科

Change in lip closing
force in Classes II and
III malocclusion before
and
after sagittal split ramus
osteotomy with Le Fort
I osteotomy.

J Craniomaxillofac Surg.
2017 Sep;45(9):1415-
1418.

Original
Article

94

Ikawa H,
Moroi A,
Yoshizawa K,
et al.

歯科口腔外科

Bone regeneration
enhancement by ultra-
violet (UV) treatment
for uHA/PLLA
absorbable mesh.

J Craniomaxillofac Surg.
2017 May;45(5):634-641.

Original
Article

95

Akinori
Moroi,
Masaki
Okuno,
Go
Kobayashi,
et al.

歯科口腔外科

Effect on surface
character and
mechanical property of
unsintered
hydroxyapatite/poly-l-
lactic acid (uHA/PLLA)
material by UV
treatment

J Biomed Mater Res B
Appl Biomater.
2018 Jan;106(1):191-200

Original
Article

96

Iguchi R,
Yoshizawa K,
Moroi A,
et al.

歯科口腔外科

Comparison of
temporomandibular joint
and ramus morphology
between class II and
class III cases before
and after bi-maxillary
osteotomy

J Craniomaxillofac Surg.
2017 Dec-
17;45(12):2002-2009.

Original
Article

97

Ueki K,
Yoshizawa K,
Moroi A,
et al.

歯科口腔外科

Modified hybrid fixation
using absorbable plate
and screw for
mandibular advancement
surgery

J Craniomaxillofac Surg.
2017 Nov;45(11):1788-
1793.

Original
Article

98

Ueki K,
Yoshizawa K,
Moroi A,
et al.

歯科口腔外科

Evaluation of maxillary
sinus after Le Fort I
osteotomy using various
fixation materials

J Craniomaxillofac Surg.
2017 Apr;45(4):552-557.

Original
Article

99

Moriguchi T,
Koizumi K,
Matsuda K,
et al.

集中治療部

Plasma exchange for the
patients with dilated
cardiomyopathy in
children is safe and
effective in improving
both cardiac function
and daily activities

J Artif Organs. 2017
Sep;20(3):236-243.

Original
Article
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100
Suzuki-Inoue
K

臨床検査医学
CLEC-2/podoplanin
and
thromboinflammation

Blood. 2017 Apr
6;129(14):1896-1898.

Review

101

Suzuki-Inoue
K,
Tsukiji N,
Shirai T,
et al.

臨床検査医学
Platelet CLEC-2: Roles
Beyond Hemostasis

Semin Thromb Hemost.
2018 Mar;44(2):126-134.

Review

102

Ohta M,
Satoh K,
Fukasawa I,
et al.

検査部

Assessment of
Cilostazol Inhibition
Using Whole Blood
Samples: Comparison of
Three Platelet Function
Tests

山梨医科学雑誌　2017、
32巻1号、27-37

Original
Article

103

Oishi N,
Montes-
Moreno S,
Feldman AL.

人体病理
In situ neoplasia in
lymph node pathology

Semin Diagn Pathol. 2018
Jan;35(1):76-83.

Original
Article

104

KUNIO
MOCHIZUKI
,
TETSUO
KONDO,
NAOKI
OISHI,
et al.

人体病理

Esophagogastric
Junction Carcinomas -
Discriminating
Histological Types
Through
Immunohistochemistry

Anticancer Res. 2017
Dec;37(12):6855-6861.

Original
Article

105

Vuong HG,
Altibi AM,
Duong UN,
et al.

人体病理

Role of molecular
markers to predict
distant metastasis in
papillary thyroid
carcinoma: Promising
value of TERT promoter
mutations and
insignificant role of
BRAF mutations-a
meta-analysis.

Tumor Biology. 2017
Oct;39(10):10104283177
13913.

Original
Article

106

Oishi N,
Kondo T,
Ebina A,
et al.

人体病理

Molecular alterations of
coexisting thyroid
papillary carcinoma and
anaplastic carcinoma:
identification of TERT
mutation as an
independent risk factor
for transformation

Mod Pathol. 2017
Nov;30(11):1527-1537.

Original
Article

107

Vuong HG,
Kondo T,
Oishi N,
et al.

人体病理

Paediatric follicular
thyroid carcinoma -
indolent cancer with low
prevalence of RAS
mutations and absence
of PAX8-PPARG fusion
in a Japanese
population.

Histopathology, 2017
Nov;71(5):760-768.

Original
Article

108

Vuong HG,
Kondo T,
Duong UNP,
et al.

人体病理

Prognostic impact of
vascular invasion in
differentiated thyroid
carcinoma: a systematic
review and meta-
analysis.

Eur J Endocrinol. 2017
Aug;177(2):207-216.

Original
Article

109

Vuong HG,
Kondo T,
Pham TQ,
et al.

人体病理

Prognostic significance
of diffuse sclerosing
variant papillary thyroid
carcinoma: a systematic
review and meta-
analysis.

Eur J Endocrinol. 2017
Apr;176(4):431-439.

Original
Article
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110

Oishi N,
Kondo T,
Nakazawa T,
et al.

人体病理

Frequent BRAF
(V600E) and Absence of
TERT Promoter
Mutations Characterize
Sporadic Pediatric
Papillary Thyroid
Carcinomas in Japan

Endocr Pathol. 2017
Jun;28(2):103-111.

Original
Article

　計　1件

合計110

(注
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1

2

3

～ 　計　件

(注
)

6　「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）

1　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。2　記載方法は、前項の「高度の医療技術の開発及び評価を行うことの評価対象となる論文」の記載方法に準じ
　ること。

1　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。

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

3　「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。

4　「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。

5　「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）
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(様式第 3) 

高度の医療技術の開発及び評価を行う能力を有することを証する書類 

 

3 高度の医療技術の開発及び評価の実施体制 

(1)倫理審査委員会の開催状況 

① 倫理審査委員会の設置状況 有・無 

② 倫理審査委員会の手順書の整備状況 有・無 

・ 手順書の主な内容 

委員会の設置、組織、運営、審査・報告等資料、審査手順、迅速審査、重篤な有害事象発

生時、報告事項、記録の保管・公表の手順等 

③ 倫理審査委員会の開催状況 年12回 

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

「有」に○印を付けること。 

 2  前年度の実績を記載すること。 

 

 

(2)利益相反を管理するための措置 

① 利益相反を審査し、適当な管理措置について検討するための委員

会の設置状況 

有・無 

② 利益相反の管理に関する規定の整備状況 有・無 

・ 規定の主な内容 

医学研究実施者及び医学研究関係者の利益相反の存在を明らかにした上で、医学研究に係

る利益相反の適切な管理を行うことにより、研究対象者の人権擁護及び安全性を確保し、か

つ、本学及び職員等の社会的信頼を得て医学研究の推進を図ることを目的とする。 

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6回 

 ・研修の主な内容 

  「人を対象とする医学系研究に関する倫理指針」「臨床研究法」の解説とその対応、臨床研

究に関する倫理その他必要な知識について 

(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 

 

 別紙のとおり 

 

（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         １５５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        

榎本 信幸 第1内科 教授           34年 消化器内科 

久木山 清貴 第2内科 教授           38年 循環器内科、呼吸器

内科 

北村 健一郎 第３内科 教授           28年 糖尿病・内分泌内科

、腎臓内科 

瀧山 嘉久 神経内科 教授           37年  

桐戸 敬太 血液・腫瘍内科 教授           31年  

市川 大輔 第１外科 教授           28年 消化器外科、乳腺・

内分泌外科 

中島 博之 第2外科 教授           29年 心臓血管外科、呼吸

器外科、小児外科 

松川 隆 麻酔科 教授           32年  

鈴木 健文 精神科 教授           20年  

犬飼 岳史 小児科 教授           29年  

平田 修司 産婦人科 教授           31年  

川村 龍吉 皮膚科 教授           27年  

百澤 明 形成外科 准教授           19年  

波呂 浩孝 整形外科 教授           29年  

木内 博之 脳神経外科 教授           35年  

武田 正之 泌尿器科 教授           32年  

飯島 裕幸 眼科 教授           39年  

増山 敬祐 耳鼻咽喉科・頭

頸部外科 

教授           39年  

大西 洋 放射線科 教授      30年 放射線診断科、放射

線治療科 

井上 克枝 臨床検査医学 教授       22年  

上木 耕一郎 歯科口腔外科 教授      24年  

松田 兼一 救急・集中治療医学 教授      27年  

近藤 哲夫 病理診断科 准教授      23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 病院長 武田 正之 

  管理担当者氏名 総務課長 小林 充、医事課長 望月 眞樹 
 

   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 医療情報（病歴室） カルテ及び検査所見
記録等は１患者１ファ
イルで、すべて病歴室で 
一元管理している。 
診療録は「院外に持ち

出さないこと」と規定し
ている。 
 

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

医療情報（病歴室） 

病院の管
理及び運
営に関す
る諸記録 

規
則
第
二
十
二
条
の
三
第
三

項
に
掲
げ
る
事
項 

従業者数を明らかにする帳簿 総務課 病院の管理及び運営
に関する諸記録は、左の
保管場所で保管管理し
ている。 

高度の医療の提供の実績 医事課 
 

高度の医療技術の開発及び評価
の実績 

総務課 

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

医事課 

入院患者数、外来患者及び調剤
の数を明らかにする帳簿 

医事課 
薬剤部 

規
則
第
一
条
の
十
一
第
一
項
に
掲
げ
る
事

項 
 医療に係る安全管理のための指

針の整備状況 
医療の質・安全管理部 
 

病院の管理及び運営
に関する諸記録は、左の
保管場所で保管管理し
ている。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

医療に係る安全管理のための委
員会の開催状況  

医療の質・安全管理部 
 
 

医療に係る安全管理のための職
員研修の実施状況 

医療の質・安全管理部 
 
 

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

医療の質・安全管理部 
 
 
 

 
  



 
 

 保 管 場 所 管 理  方  法 

病院の管

理及び運

営に関す

る諸記録 

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

院内感染対策のための指針の策
定状況 

感染制御部 
病院の管理及び運営に

関する諸記録は、左の保

管場所で保管管理して

いる。 

院内感染対策のための委員会の
開催状況  

医事課 

従業者に対する院内感染対策の
ための研修の実施状況  

医事課 

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

感染制御部 

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 

ＭＥセンター 

従業者に対する医療機器の安全
使用のための研修の実施状況 

ＭＥセンター 

医療機器の保守点検に関する計
画の策定及び保守点検の実施状
況 

ＭＥセンター 

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

ＭＥセンター 
 
 

  



 
 

 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 

医療の質・安全管理
部 

病院の管理及び運営
に関する諸記録は、左
の保管場所で保管管理
している。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

専任の院内感染対策を行う者
の配置状況 

感染制御部 

医薬品安全管理責任者の業務
実施状況 

薬剤部 

医療を受ける者に対する説明
に関する責任者の配置状況 

医療の質・安全管理
部 

診療録等の管理に関する責任
者の選任状況 

医療の質・安全管理
部 

医療安全管理部門の設置状況 医療の質・安全管理
部 

高難度新規医療技術の提供の
適否等を決定する部門の状況 

医療の質・安全管理
部 

未承認新規医薬品等の使用条
件を定め、使用の適否等を決
定する部門の状況 

医療の質・安全管理
部 

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

医療の質・安全管理
部 

他の特定機能病院の管理者と
連携した相互立入り及び技術
的助言の実施状況 

医療の質・安全管理
部 

当該病院内に患者からの安全
管理に係る相談に適切に応じ
る体制の確保状況 

医療の質・安全管理
部 

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

総務課 

職員研修の実施状況 総務課 
医療の質・安全管理
部 

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

総務課 
医療の質・安全管理
部 

管理者が有する権限に関する
状況 

病院経営企画課 

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 

病院経営企画課 

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 

病院経営企画課 

(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              病院長 武田 正之 

 閲 覧 担 当 者 氏 名              総務課長 小林 充、医事課長 望月 眞樹 

 閲覧の求めに応じる場所              総務課、医事課 

 閲覧の手続の概要 

 記録閲覧を求める者からの申立てにより、適否を判断し、閲覧場所を定めて閲覧させている。 

 

 

 

 

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

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

する番号に〇印を付けること。 

 

 

〇病院の管理及び運営に関する諸記録の閲覧の実績 

   前 年 度 の 総 閲 覧 件 数    延        ３件 
  閲 覧 者 別   医        師    延         件 

  歯  科  医  師    延         件 
      国    延        ２件 
  地 方 公 共 団 体    延        １件 

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

 



 
 
 

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

 
 
① 医療に係る安全管理のための指針の整備状況 

 
     有・無 

 

 ・ 指針の主な内容： 

(1) 医療機関における安全管理に関する基本的考え方 

・医療安全の基本的考え方 

(2) 医療機関に係る安全管理のための委員会その他医療機関内の組織に関す

る基本的事項 

・安全管理の体制を確保するために、安全管理委員会及び医療の質・安

全管理部の設置 

・医療安全管理責任者及び医薬品安全管理責任者並びに医療機器安全管

理責任者の設置 

・安全管理のための責任者（リスクマネジャー）を定め、病院の安全管

理の体制確保に努める 

(3) 医療に係る安全管理のための職員研修に関する基本方針 

・安全体制の確保のために、職員研修の企画・実施 

(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

善のための方策に関する基本方針 

・「医療事故等発生報告書」「状況報告書」「インシデントレポート」

の入力、報告及び対策 

・安全管理のためのマニュアルを整備し、安全管理委員会に届け出る 

(5) 医療事故等発生時の対応に関する基本方針 

・事故発生時の対応マニュアルの整備および事故発生時の対応 

(6) 医療従業者と患者との間の情報の共有に関する基本方針（患者等に対す

る当該指針の閲覧に関する基本方針を含む。） 

・患者への情報提供 

(7) 患者からの相談への対応に関する基本方針 

・患者相談対応 

(8) その他医療安全推進のために必要な基本方針 

 

 

 
② 医療に係る安全管理のための委員会の設置及び業務の状況 
 
・ 設置の有無（ 有・無 ） 
・ 開催状況：年 １２回 
・ 活動の主な内容： 
 

(1) 安全管理体制の整備、安全管理のためのマニュアル整備 

 (2) 医療事故等の防止及び発生時の対応 

 (3) 使用する医薬品、医療機器の安全管理 

 (4) 安全管理のための職員研修 

 (5) 患者に重篤な傷害が生じた場合の対応、原因分析、改善策の立案・実施、

職員への周知 

 (6) 立案した改善策の実施状況の調査及び見直し。 

 (7) 医療従事者と患者との情報の共有 

(8) 患者からの相談への対応 
 
 

 



 
 
 

 
 
③ 医療に係る安全管理のための職員研修の実施状況 

 
     年１６回 

 
 ・ 研修の内容（すべて）： 

 

(1) 安全管理体制講演会・・１０回 

 (2) 医療安全活動報告会・・２回 

 (3) 事例検討会・・２回 
(4) 多職種連携研修会チームSTEPPS研修・・１回 
(5) 情報セキュリティ講演会・・１回 
(6) 委託業者向け・・２回 

 

 

 
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) 『インシデントレポートシステム』による運用を行っており、システム

にインシデントレポート及び想定外報告が入力されると，医療の質・安

全管理部員が内容を把握し，関連する部門のリスクマネジャー等に情報

を伝えるとともに、更なる詳細情報が必要と判断したレポートに対して

はＲＭ(リスクマネジャー)報告をもとめる。情報を受けた各リスクマネ

ジャーはインシデントの状況確認及び原因の詳細説明，再発防止策を検

討し，ＲＭ(リスクマネジャー)報告として報告する。ＲＭ(リスクマネジ

ャー)報告は，医療の質・安全管理部員が内容を検討し，内容が不十分な

場合は担当のリスクマネジャーに差し戻し再検討を依頼する。十分の場

合は保存レポートとして終了する。 

 

 (2) 提出された内容に基づき、重要事例について安全管理委員会及び医療

の質・安全管理部会議において組織としてのインシデントの分析及び

問題点を検討する。必要に応じて部署事例検討会を開催し、より実践

に即した具体的分析・検討を行う。 

 
  (3) 上記で検討された内容に対し、重要事例について医療の質・安全管理

部会議、安全管理委員会で改善策が検討され、その結果はリスクマネ
ジャー会議で報告及び意見交換され、リスクマネジャー会議資料とし
て各部署に報告・周知を行ない、実行に移している。特に重要と考え
られるインシデントについては、インシデント内容、改善策等をリス
クマネジャーニュースとして発行し周知徹底している。また必要に応
じてゼネラルリスクマネジャーが直接指導し実行に移している。 

 
 
 
 

 

(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： 
 

委員会等の整備、感染対策マニュアルの整備、リンクドクター・リンクナースの配置、院内感染 
発生時の対応、インフォームドコンセント、報告の義務、職員研修の実施、指針の閲覧に関する 
事項など 

 
 
②  院内感染対策のための委員会の開催状況 

 
年１２回 

 
  ・ 活動の主な内容： 
 

(1) 定例会議・緊急会議の開催 

  (2) 感染症サーベイランスの実施・評価 

 (3) 感染症アウトブレイクへの対応 

(4) 感染対策の実施状況の調査・指導 

 (5) 感染対策に関する教育啓蒙活動(職員・学生) 

 (6) 感染コンサルテーション 

 (7) 職員への職業感染対策推進 

 (8) 感染対策に関する情報収集 

 (9) 感染性廃棄物処理の監視及び指導 
  (10) 感染対策マニュアルの更新 
 
 
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 ６回 

 
 ・ 研修の内容（すべて）： 
 

(1) 「培養検査の仕方」 

 (2) 「楽しく学べる感染対策の重要ポイント」 

 (3) 「当院における抗菌薬適正使用」 

(4) 「今年度のインフルエンザ対策」 

(5) 「ＭＲＳＡアウトブレイクへの対応について」 

(6) 「自動尿測定装置の管理」 

(7) 「肝疾患の最新の状況と肝炎にまつわるリスク ～当院の現状～」 
 
 
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) 感染対策委員会・感染制御室会議・感染対策チーム会議における方策の検討・決定・実施 

(2) 院内ラウンドの実施及び指導 

(3) 感染対策チーム員を通して 重要事項を各部署へ伝達するとともに、各部署からの意見・ 

質問を収集した後、会議で検討し再度チーム会議において周知を行なう。 
(4) 感染対策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 3回 

 
・研修の主な内容： 
1. 新人看護師研修会：平成29年04月27日13時〜15時：医薬品の取り扱いについて 
2. 研修医研修会：平成29年06月23日17時30分〜18時：疑義照会による処方変更事例と対策 
3. 安全管理研修会：平成29年08月23日：医薬品安全管理について 98人 
 
 
 
 
 
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ヶ月に5項目の実施状況確認項目を設けたチェックリストを配布し，週に1回，項目の周知と実施
状況のチェックをリスクマネージャーに依頼している。 
 
 
 
 
④ 医薬品の安全使用のために必要となる未承認等の医薬品の使用の情報その他の情報の収集その

他の医薬品の安全使用を目的とした改善のための方策の実施状況 
 
  ・ 医薬品に係る情報の収集の整備        （ 有・無 ） 
     
 

・ 未承認等の医薬品の具体的な使用事例（あれば）： 
   なし 

 
 
  ・ その他の改善のための方策の主な内容： 
 
 医薬品情報を企業MR、PMDAのホームページなどインターネットを使用して収集し、DI-NEWS、採用
医薬品情報として周知している。 
 また、随時、医薬品安全管理責任者と医療の質安全管理部と連盟で情報誌を発行している。 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

(注）前年度の実績を記入すること。 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 

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

る措置 
 
 
① 医療機器安全管理責任者の配置状況 

 
   有・無 

 
② 従業者に対する医療機器の安全使用のための研修の実施状況 

 
     年10回 

 
 ・ 研修の主な内容： 

使用方法、使用上の注意点、故障・不具合発生時の対応、警報発生時の対処方法、始業点検
方法 

 
 
 
 
 
 
 
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： 

外観検査、機能条件検査、機械的検査、電気的検査、安全性検査、消耗部品交換 
 
 
 
 
 
 
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）： 
 
 
 
 
  ・ その他の改善のための方策の主な内容： 

1.インシデントレポート 
2.医長・師長会 
3.リスクマネージャー会議 
4.リスクマネージメントニュース 
5.PMDA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(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 
 

管理者が指名した副病院長を医療安全管理責任者として配置し、その医療安全管理責任者の下に 
、医療の質・安全管理部を設置し、更に医療の質・安全管理部の組織として医薬品安全小委員会、
医療機器安全小委員会を設け、医療安全管理体制を構築し、それら医療安全に関する業務を統括し
ている。 

 
 
② 専任の院内感染対策を行う者の配置状況 

 
 有（ ３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 

PMDAメディナビの情報提供、PMDAホームページ、日本医療機能評価機構ホームページ、企業の

ホームページ、MR、郵送、FAXの手段で情報を入手し、院内に周知が必要と考えられる医薬品情報

は、薬剤部でＤＩ－ＢＯＸなどの情報誌として分かりやすい形に編集し、院内各所に配布すると共

に、病院内掲示板及び病院端末イントラネットに掲示し、ネット上ではバックナンバーも容易に参

照できる体制となっている。重大な副作用に関する情報等、医薬品に関する重大な情報は、過去の

処方歴の調査を行い、医師個人宛に情報を提供している。 

院内に通知した内容は、薬事委員会で報告し、病院運営委員会、医長師長会で報告事項として周

知している。 

病院全体に提供すべき重大な情報については、既読者リストを貼付し、情報を読んだ人の氏名を

記載してもらい返送を依頼し、未読者に連絡している。 

 

・未承認等の医薬品の使用に係る必要な業務の実施状況 

医薬品安全管理責任者の責務に関する内規を制定し、未承認等の医薬品の使用及び必要性の確

認、並びに指導を行うことを定めた。併せて、医薬品安全管理手順書に医薬品適応外使用に関する

手順を明記して、改訂を行った。なお、同手順書については、継続的に医薬品安全管理小委員会で

見直し、検討を行うこととしている。 

また、医薬品安全管理手順書どおり業務が行われているか、月 1回、監査項目を定めチェックを

実施している。 

 

・担当者の指名の有無（有・無） 

・担当者の所属・職種： 

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

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

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

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

 

④ 医療を受ける者に対する説明に関する責任者の配置状況 有・無 



 
 
 

 

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

規程の作成の有無  （ 有・無 ） 

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

：毎月、全診療科を対象として、各診療科毎５件の診療録を無作為に抽出し、診療録内容及び同意書類

の記載内容が規程等に基づき作成されたチェック票（評価基準）により、遵守状況の確認を実施している。 

  評価基準を点数化しており、点数が継続的に低位なものについては直接指導を実施している。また、安

全管理研修会の際に指導（勉強会）を実施している。 

 

 

⑤ 診療録等の管理に関する責任者の選任状況 有・無 

・診療録等の記載内容の確認、及び指導の主な内容： 

毎月、全診療科を対象として、各診療科毎５件の診療録を無作為に抽出し、診療録内容及び同意書類の

記載内容が規程等に基づき作成されたチェック票（評価基準）により、遵守状況の確認を実施している。評

価基準を点数化しており、点数が継続的に低位なものについては直接指導を実施している。また、安全管

理研修会の際に指導（勉強会）を実施している。 

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（２）名、兼任（２）名 

 うち医師：専従（ ）名、専任（２）名、兼任（２）名 

 うち薬剤師：専従（１）名、専任（ ）名、兼任（ ）名 

 うち看護師：専従（３）名、専任（ ）名、兼任（ ）名 

（注）報告書を提出する年度の 10月１日現在の員数を記入すること 

・活動の主な内容： 

(1) 安全管理体制の構築 
(2) 医療安全に関する職員への教育・研修の実施 
(3) 医療事故を防止するための情報収集、分析、対策立案、フィードバック、評価 

(4) 医療事故への対応 

 

※ 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（１２件）、及び許可件数（９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： 

診療科より申請された高難度新規医療技術申請書の受付・内容確認 

高難度新規医療技術評価委員会への審査依頼 

高難度新規医療技術評価委員会の審査結果を踏まえ部門としての使用の可否の決定 

使用後のモニタリングの実施、規程の遵守状況等を確認のうえ管理者へ報告 

 

・規程に定められた事項の遵守状況の確認の有無（ 有・無 ） 

・高難度新規医療技術評価委員会の設置の有無（ 有・無 ） 

 

⑧ 未承認新規医薬品等の使用条件を定め、使用の適否等を決定する部門の状況 

・前年度の未承認新規医薬品等を用いた医療の申請件数（０件）、及び許可件数（０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： 

診療科より申請された未承認新規医薬品使用申請書の受付・内容確認 

未承認新規医薬品評価委員会への審査依頼 

未承認新規医薬品評価委員会の審査結果を踏まえ部門としての使用の可否の決定 

使用後のモニタリングの実施、規程の遵守状況等を確認のうえ管理者へ報告 

 

・規程に定められた事項の遵守状況の確認の有無（ 有・無 ） 

・未承認新規医薬品等評価委員会の設置の有無 （ 有・無 ） 

⑨ 入院患者が死亡した場合などの医療安全管理部門への報告状況 

・入院患者が死亡した場合の医療安全管理部門への報告状況：年２５３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９７件 

・上記に関する医療安全管理委員会の活動の主な内容 

安全管理委員会において、全死亡例について死因等の確認結果情報を管理者に対し報告するとと



 
 
 

 

もに検証を行っている。また、主治医等により確認した予期せぬ死亡該当事例の是非についても報

告と検証を行っている。併せて、これら死亡例について内部通報窓口への通報状況についても報告

を行っている。また、管理者が定める水準以上の発生事象の状況等についても管理者に対し報告を

行うとともに、原因分析及び改善策について検討を行っている。 

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：鹿児島大学医学部附属病院 10月 24日予定）・

無） 

・他の特定機能病院等からの立入り受入れ（ 有（病院名：鳥取大学医学部附属病院 11月 5日予定）

・無） 

・技術的助言の実施状況 

 

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 

患者等相談窓口を病院外来ホールに設置すると伴に、活動の趣旨、設置場所、担当者等及び対応

時間を記載したものを病院玄関ホール入口に掲示している。 

各相談への対応についても運営内規の趣旨を説明し，対応願うこととしている。。 
なお、患者のプライバシー保護の観点から、個室を設け相談内容により対応している。 
また、電話相談、投書箱の設置、インターネット相談を実施し、相談窓口以外の相談にも対応し

ている。 

 

⑫ 職員研修の実施状況 

・研修の実施状況 

医療安全に関する研修は昨年実績で年間 16回開催している。研修は全ての職員が年間２回以上

受講し、受講後は内容に関するアンケートを実施しするとともに、今年度から e-learningシステ

ムを導入し効果測定を行っている。また、今年度も医療の質・安全管理部主催で多職種の職員が参

加する TeamSTEPPS研修を開催する予定である。 

   次年度以降も継続して医療安全に関する職員研修を開催する。 

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

日の員数を記入すること） 

 

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

の実施状況 

・研修の実施状況 

管理者については平成 30年 2月 21日～22日の 2日間で開催された公益財団法人 日本医療機能評

価機構が主催する特定機能病院管理者研修を受講した。 



 
 
 

 

医療安全管理責任者については平成 29年 7月 4日～5日の 2日間で開催された国公私立大学附属病

院医療安全セミナー及び平成 30年 2月 21日～22日の 2日間で開催された公益財団法人 日本医療機

能評価機構が主催する特定機能病院管理者研修を受講した。 

医薬品安全管理責任者及び医療機器安全管理責任者については、平成 29年 11月 17日に開催され

た公益社団法人 医療・病院管理研究会が主催する管理責任者研修を受講した。 

（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） 



 
 
 

 
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 

  ・医療安全について十分な経験と指導力に関する事項 

・患者の安全を第一に考えると共に、高度な医療安全の管理体制に関する

事項 

  ・病院の管理運営に必要な経験と能力に関する事項 

  ・教育・研究・診療に必要な資質・能力に関する事項 

  ・地域医療に関する事項 

 

・ 基準に係る内部規程の公表の有無（ 有・無 ） 

・ 公表の方法 

   病院ホームページ 

 

 

 
 
 

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

 
    有・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 

  病院ホームページ 

 
 

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 

袖山 禎之 山梨大学 ○ 学長が指名した理事 有・無 

中尾 篤人 山梨大学  医学域の長として 有・無 

松田 兼一 山梨大学  医学部医学科の長として 有・無 

佐藤  弥 山梨大学  学長が指名した副病院長 有・無 

佐藤 あけみ 山梨大学  附属病院看護部長として 有・無 

今井 立史 山梨県医師会 
 県医師会長として豊富な知見を

有する 
有・無 

井上 弘之 山梨県福祉保健部 
 県の医療に係る担当者として豊

富な知見を有する 
有・無 

大西  洋 山梨大学  学長が指名した医学部臨床系教

授 
有・無 

井上 克枝 山梨大学  学長が指名した医学部臨床系教

授 
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 

1.病院運営委員会 

病院の運営に関する重要事項を審議 

2.診療科長会 

病院の教員及び看護部長人事並びに予算に関する事項を審議 

 

病院の予算・決算等の経営管理に係る重要事項を専門に審議するため、上記委員会の下部組織と

して「医学部附属病院予算委員会」を設置している。予算委員会では「中長期計画に関すること

、予算要求、予算配分に係る方針及び立案に関すること、予算執行状況に関すること、決算に関

すること、その他経営管理の重要事項に関すること」を審議することとしており、同委員会にて

審議、可決（承認）された内容を運営委員会等に上程して最終審議を実施する体制としている。 

 

・審議の概要の従業者への周知状況 

附属病院イントラホームページに掲載して周知している。 

会議資料を各診療科等の内部で回覧して周知している。 

 

・合議体に係る内部規程の公表の有無（ 有・無 ） 

・公表の方法 

 

・外部有識者からの意見聴取の有無（ 有・無 ） 

病院運営委員会においては「委員長が必要と認めたときは、委員以外の者の出席を求め、説明ま

たは意見を聴くことができる」として規程されている。 
 

合議体の委員名簿 

1.病院運営委員会名簿 

氏名 委員長 

（○を付す） 

職種 役職 

武 田 正 之 

 

 ○ 医師 病院長 

佐 藤   弥   医師 副病院長 

平 田 修 司   医師 副病院長 

榎 本 信 幸   医師 副病院長 

木 内 博 之   医師 副病院長 

松 田 兼 一   医師 副病院長 

波 呂 浩 孝   医師 副病院長 

佐 藤 あけみ   看護師 副病院長 

鈴 木 正 彦   薬剤師 副病院長 

山 田 芳 男   事務職員 副病院長 

古 屋 塩 美   看護師 ＧＲＭ 



 
 
 

 
榎 本 信 幸   医師 消化器内科長（副病院長） 

久木山 清 貴   医師 循環器内科、呼吸器内科長 

北 村 健一郎   医師 糖尿病・内分泌内科、腎臓

内科長 

瀧 山 嘉 久   医師 神経内科長 

桐 戸 敬 太   医師 血液・腫瘍内科長 

犬  飼 岳  史   医師 小児科長 

鈴  木 健  文   医師 精神科長 

川 村 龍 吉   医師 皮膚科長 

百 澤   明   医師 形成外科長 

市 川 大 輔   医師 消化器外科、乳腺・内分泌

外科長 

中 島 博 之   医師 心臓血管外科、呼吸器外科

、小児外科長 

波 呂 浩 孝   医師 整形外科長（副病院長） 

木 内 博 之   医師 脳神経外科長（副病院長） 

松 川   隆   医師 麻酔科長 

平 田 修 司   医師 産婦人科長（副病院長） 

三 井 貴 彦   医師 泌尿器科長代理 

飯 島 裕 幸   医師 眼科長 

増 山 敬 祐   医師 頭頸部・耳鼻咽喉科長 

大 西   洋   医師 放射線治療科、放射線診断

科長 

上  木 耕一郎   歯科医師 歯科口腔外科長 

松 田 兼 一   医師 救急科長（副病院長） 

近  藤 哲  夫   医師 病理診断科長代理 

波 呂 浩 孝   医師 リハビリテーション科長（

兼任） 

井 上 克 枝   医師 検査部長 

石 山 忠 彦   医師 手術部長 

大 西   洋   医師 放射線部長（兼任） 

松 川   隆   医師 材料部長（兼任） 

井 上 克 枝   医師 輸血細胞治療部長（兼任） 

松 田 兼 一   医師 救急部長（兼任） 

松 田 兼 一   医師 集中治療部長（兼任） 

中 根 貴 弥   医師 新生児集中治療部長 

中 澤 匡 男   医師 病理部長代理 

平 田 修 司   医師 分娩部長（兼任） 

波 呂 浩 孝   医師 リハビリテーション部長（

兼任） 

深 澤 瑞 也   医師 血液浄化療法部長 

佐 藤   公   医師 光学医療診療部長 

佐 藤   弥   医師 総合診療部長（兼任） 

岩 崎   甫   医師 臨床研究連携推進部長 

中 島 博 之   医師 ＭＥセンター長（兼任） 

飯 嶋 哲 也   医師 医療チームセンター長 

笠 井   剛   医師 生殖医療センター長 

桐 戸 敬 太   医師 腫瘍センター長（兼任） 



 
 
 

 
   医師 肝疾患センター長 

上  木 耕一郎   医師 口腔インプラント治療セン

ター長（兼任） 

中 根 貴 弥   医師 遺伝子疾患診療センター長 

久木山 清 貴   医師 循環器救急センター長（兼

任） 

波 呂 浩 孝   医師 リウマチ膠原病センター長

（兼任） 

増 山 敬 祐   医師 アレルギーセンター長（兼

任） 

大 西   洋   医師 ＩＶＲセンター長（兼任） 

佐 藤   弥   医師 病院経営管理部長（副病院

長） 

小 林 貴 子   管理栄養士 栄養管理部長 

榎 本 信 幸   医師 医療の質・安全管理部長（

兼任） 

波 呂 浩 孝   医師 感染制御部長（兼任） 

鈴 木 正 彦   医師 薬剤部長（副病院長） 

佐 藤 あけみ   看護師 看護部長（副病院長） 

端   晶 彦   医師 医療福祉支援センター長 

松 田 兼 一   医師 臨床教育部長（兼任） 

板 倉   淳   医師 臨床教育センター長 

佐 藤   弥   医師 専門医育成支援センター長

（兼任） 

山 田 芳 男   事務職員 医学部事務部長（副病院長

） 

2.診療科長会名簿 

氏名 委員長 

（○を付す） 

職種 役職 

武 田 正 之 

 

○ 医師 病院長 

中 尾 篤 人   医師 医学域長 

榎 本 信 幸   医師 消化器内科長 

久木山 清 貴   医師 循環器内科長、呼吸器内科

長 

北 村 健一郎   医師 糖尿病・内分泌内科長、腎

臓内科長 

瀧 山 嘉 久   医師 神経内科長 

桐 戸 敬 太   医師 血液・腫瘍内科長 

犬  飼 岳  史   医師 小児科長 

鈴 木 健 文   医師 精神科長 

川 村 龍 吉   医師 皮膚科長 

市 川 大 輔   医師 消化器外科長、乳腺・内分

泌外科長 

中 島 博 之   医師 心臓血管外科長、呼吸器外

科長、小児外科長 

波 呂 浩 孝   医師 整形外科長 

木 内 博 之   医師 脳神経外科長 



 
 
 

 
松 川   隆   医師 麻酔科長 

平 田 修 司   医師 産婦人科長 

三 井 貴 彦   医師 泌尿器科長代理 

飯 島 裕 幸   医師 眼科長 

増 山 敬 祐 

 

  医師 頭頸部・耳鼻咽喉科長 

大 西   洋   医師 放射線治療科長、放射線診

断科長 

上 木 耕一郎   歯科医師 歯科口腔外科長 

松 田 兼 一   医師 救急科長 

近  藤 哲  夫   医師 病理診断科長代理 

波 呂 浩 孝   医師 リハビリテーション科長（

兼任） 

井 上 克 枝   医師 検査部長 

大 西   洋   医師 放射線部長（兼任） 

松 川   隆   医師 材料部長（兼任） 

井 上 克 枝   医師 輸血細胞治療部長（兼任） 

松 田 兼 一   医師 救急部長（兼任） 

松 田 兼 一   医師 集中治療部長（兼任） 

中 根 貴 弥   医師 新生児集中治療部長代理 

中 澤 匡 男   医師 病理部長代理 

平 田 修 司   医師 分娩部長（兼任） 

波 呂 浩 孝   医師 リハビリテーション部長（

兼任） 

中 島 博 之   医師 ＭＥセンター長 

桐 戸 敬 太   医師 腫瘍センター長（兼任） 

上 木 耕一郎   医師 口腔インプラント治療セン

ター長（兼任） 

久木山 清 貴   医師 循環器救急センター長（兼

任） 

波 呂 浩 孝   医師 リウマチ膠原病センター長 

増 山 敬 祐   医師 アレルギーセンター長（兼

任） 

大 西   洋   医師 ＩＶＲセンター長 

佐 藤    弥   医師 病院経営管理部長 

鈴 木 正 彦    薬剤師 薬剤部長 

佐 藤 あけみ   看護師 看護部長 

岩 崎   甫   医師 臨床研究連携推進部長 

板 倉   淳   医師 臨床教育センター長 

百 澤   明   医師 形成外科長 
 
  



 
 
 

 
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 

病院規程において、病院の管理運営を総括することとしてその権限が規程されている。 
法人会計規則及び予算細則において、病院の予算責任者としてその権限が明示されている。 

 

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

【職名】副病院長 

【役割】病院の管理運営を迅速かつ円滑に行うため、安全管理業務等、副病院長に関する規程の
職務分掌毎に９名の副病院長が病院長の指示に基づき各職務を担当して病院長を補佐
している。 

【職名】病院経営管理部長 

【役割】病院の適切な経営管理に資するための事項に関する企画・立案・検証に併せ、関連部局
との調整を行い病院長を補佐している。 

【職名】病院経営管理部職員 

【役割】病院経営管理部長の下、病院経営管理部内規に基づき、病院の運営及び改善に係る事項
等の業務を遂行し、病院長の業務を支援している。 

 
病院の円滑な運営に資するための協議の場として、病院長及び副病院長を委員とした病院執行部
会を設置し、同会議において定期的に病院の運営及び改善に係る事項を協議し、病院長を補佐す
る体制を整備している。 

 

 ・ 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 
「病院経営次世代リーダー養成塾」に副病院長等を参加させ、病院執行部を担う人員の育成を図
っている。また、事務部職員についても病院専門職員研修会等に参加させ、病院マネジメントを
担う人員の育成を継続的に図っている。 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
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： 

  (1) 医療安全管理責任者、安全管理委員会、医療安全管理部門、医薬品安全管理責任者及び医

療機器安全管理責任者の業務に関する監査。 

(2) 医療に係る安全管理の業務に関する監査。 

(3) その他委員が必要と認める病院業務に関する監査。 

 

・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 

藤原 三郎 他院医師 ○ 

豊富な臨床経験

と医療安全に関

する知識により 

有・無 １ 

甲光 俊一 弁護士 

 弁護士としての

豊富な専門知識

を有している 

有・無 １ 

保坂  武 市役所市長 

 行政の長であり

医療を受ける者

の代表として 

有・無 ２ 

    有・無  

    有・無  

    有・無  

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

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

2. 医療を受ける者その他の医療従事者以外の者（1.に掲げる者を除く。） 

   3. その他 
  



 
 
 

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

確保するための体制の整備に係る措置 

 
  
管理者の業務が法令に適合することを確保するための体制の整備状況 

 
 

 
 ・体制の整備状況及び活動内容 

法人の独立した組織として、監事及び監査課を設置し、法人業務の適正かつ効果的な執行に資す
るため法人（病院を含む）の業務及び会計に関する内部監査を企画・実施している。 

 
 ・ 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 

開設者のもと経営協議会を設置し、法人（病院を含む）業務の管理運営を適正かつ効果的に遂
行するため、下記内容について審議するとともに、同協議会において病院業務並びに経営状況
を監督している。 
・中期目標についての意見に関する事項のうち、経営に関するもの 
・中期計画及び年度計画に関する事項のうち、経営に関するもの 
・予算の作成及び執行並びに決算に関する事項 
・その他経営に関する重要事項 

 
 
 ・ 会議体の実施状況（ 年６回 ） 
 
 ・ 会議体への管理者の参画の有無および回数（ 有・無 ）（ 年２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：国立大学法人山梨大学 経営協議会 

会議体の委員名簿 

氏名 所属 委員長 

（○を付す） 

利害関係 

島田 眞路 山梨大学学長  ○  

早川 正幸 山梨大学理事（企画・学術研究・

評価・産学官連携・内部統制担当

） 

   

堀 哲夫 山梨大学理事（教学・国際交流担

当） 

   

袖山 禎之 山梨大学理事（総務・労務担当）    

杉山 俊幸 山梨大学理事（財務・施設・情報

担当） 

   

武田 正之 山梨大学理事（医療担当）    

吉原 美幸 山梨県副知事   有・無 

内田 弘保 学校法人二階堂学園顧問   有・無 

丸茂 紀彦 株式会社マルモ代表取締役会長   有・無 

原 護 きさらぎ監査法人顧問 

日本ヒューム株式会社監査役 

  有・無 

赤澤 俊一 元WHO（世界保健機関）ジュネー

ブ本部Officer 

国立病院機構京都医療センターW

HO糖尿病協力センター顧問 

  有・無 

奥村 康 順天堂大学医学部特任教授   有・無 

北島 康雄 木沢記念病院名誉病院長   有・無 

佐山 展生 インテグラル株式会社代表取締

役 

  有・無 



 
 
 

 
青柳 正規 東京大学名誉教授   有・無 

進藤 中 株式会社山梨中央銀行代表取締

役会長 

  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 

  病院イントラシステムへの掲示 

  職員研修会 

 

 



 

 

(様式第 8) 

                              梨大医医事発第２３号 

平成３０年１０月４日  

 

  厚生労働大臣        殿 

開設者名 山梨大学医学部附属病院  

島田 眞路  (印) 

 

医療に係る安全管理のための体制整備に関する計画について 

 

 標記について、次のとおり提出します。 

 

記 

 

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

品安全管理責任者、医療機器安全管理責任者向け）を実施するための予定措置 

管理者及び医療安全管理責任者は公益財団法人 日本医療機能評価機構が主催する特定

機能病院管理者研修（12 月 2 日開催）を受講予定。 

医薬品安全管理責任者及び医療機器安全管理責任者は公益財団法人 日本医療機能評価

機構が主催する特定機能病院管理者研修（1 月 21 日～22 日開催）に参加する。 

 

 

2. 医療安全管理部門の人員体制 

・所属職員：専従（４）名、専任（２）名、兼任（２）名 

 うち医師：専従（ ）名、専任（２）名、兼任（２）名 

 うち薬剤師：専従（１）名、専任（ ）名、兼任（ ）名 

 うち看護師：専従（３）名、専任（ ）名、兼任（ ）名 

 

 

 

 

3. 医療安全管理部門の専従職員を配置するための予定措置 

 平成３０年１２月３１日までの間は、専任（就業時間の５割以上を当該業務に従事する）

の医師を２名配置することとし、平成３１年１月１日以降は、専従の医師を１名配置する

予定である。 

 

 

 

 


