
(様式第10)

厚生労働大臣　　　　　　　　殿

開設者名 (印)

記
1　開設者の住所及び氏名
　住　　　所 〒 565-8565

　氏　　　名
(注)

2　名　　称

3　所在の場所
〒 565-8565

06 ) 6833-5012

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

(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 11 リウマチ科

　診療実績

(注) 1

2

国 循 病 発 第 18100509 号

大阪府吹田市藤白台５－７－１
国立研究開発法人国立循環器病研究センター理事長　小川　久雄

　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。

国立研究開発法人国立循環器病研究センター

電話(

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

　「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。

　「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。

アレルギー疾患内科またはアレルギー科

大阪府吹田市藤白台５－７－１

　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。

平 成 ３ ０ 年 １ ０ 月 ５ 日

国立循環器病研究センターの業務に関する報告について

国立研究開発法人国立
循環器病研究センター
理事長　小川　久雄



(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

2

(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

2

(5)(1)～(4)以外でその他に標榜している診療科名

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10

11 12 13 14 15

16 17 18 19 20

(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

床 床 床 床 床 床

　「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。

　「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。

ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科

　「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。

　「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）。

病理診断科 臨床遺伝科 周産期・婦人科 心臓血管内科
高血圧･腎臓内科 糖尿病･代謝内科 脳神経内科 脳血管内科

612 612



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 人 人 人  看護補助者 人 人

 歯科医師 人 人 人  理学療法士 人 人

 薬剤師 人 人 人  作業療法士　　　　　　 人 人

 保健師 人 人 人  視能訓練士　　　　　　 人 その他 人

 助産師 人 人 人  義肢装具士　　　　　　 人 人

 看護師 人 人 人  臨床工学士 人 人

 准看護師 人 人 人  栄　養　士　　　　　　 人 その他の技術員 人

 歯科衛生士 人 人 人  歯科技工士　　　　　　 人 事　務　職　員 人

 管理栄養士 人 人 人 人 その他の職員 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

7  専門の医師数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
専門医名 人　数 専門医名 人　数

人 人

人 人

人 人

人 人

人 人

人 人

人 人

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

8　管理者の医療に係る安全管理の業務の経験

管理者名（ ）　任命年月日

 

外 科 専 門 医

精 神 科 専 門 医

14 0

1 0 1.0 17

146 124 244.4 診療エックス線技
師

臨床

眼 科 専 門 医

放 射 線 科 専 門 医

整 形 外 科 専 門 医

麻 酔 科 専 門 医

救 急 科 専 門 医

34

38 7 43.6

0 0 0.0

　「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。

総 合 内 科 専 門 医

診療放射線技師

1 1.8

6 4 9.2

15 1 15.8

642 12 651.6

0 0 0.0

1

45

67

0

0

0

4

9

104

183

4

1

0

21

0

0

臨床検査技
師

衛生検査技
師

検査

あん摩マッサージ指圧師

医療社会事業従事
者

1

92

　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。

平成２８年４月より当センター医療安全担当副院長として医療安全管理責任者の業務を経験している。

小林　順二郎 平成３０年　４月　１日

9

0

0

5

9

0

7

15

0

11

1

0

合　計

耳鼻咽喉科専門医

脳神経外科専門医小 児 科 専 門 医

皮 膚 科 専 門 医

泌 尿 器 科 専 門 医

産 婦 人 科 専 門 医



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

１日当たり平均入院患者数 人 人 人

１日当たり平均外来患者数 人 人 人

１日当たり平均調剤数 剤

必要医師数 人

必要歯科医師数 人

必要薬剤師数 人

必要（准）看護師数 人

（注) 1

2

3

4

5

10　施設の構造設備
施 設 名 床面積 主要構造 設　　　　備　　　　概　　　　要

㎡ 床 ☑ 有 ・ □ 無

☑ 有 ・ □ 無 ☑ 有 ・ □ 無

☑ 有 ・ □ 無 ☑ 有 ・ □ 無

無菌病室等 ［固定式の場合］床面積 ㎡ 病床数 床

㎡ 病床数 床

［移動式の場合］台　数 台

医　薬　品 ［専用室の場合］床面積 ㎡

情報管理室 ［共用室の場合］共用する室名

化学検査室 ㎡ （主な設備）

細菌検査室 ㎡ （主な設備）

病理検査室 ㎡ （主な設備）

病理解剖室 ㎡ （主な設備）

研　究　室 ㎡ （主な設備）

講　義　室 ㎡ 室数 室 収容定員 人

図　書　室 ㎡ 室数 室 蔵書数 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。

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 全自動臨床検査ｼｽﾃﾑ、尿分析装置264.00

85.20

114.00

45.60

7,121.30

707.40

579.00

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ

ＰＣＲ検査ｼｽﾃﾑ、ﾊﾟﾙｽﾌｨｰﾙﾄﾞ、電気泳動ｼｽﾃﾑ

電気泳動装置、自動染色装置

電子顕微鏡、超低温フリーザー

SPECT/CT、ﾀﾝﾊﾟｸ質ﾍﾟﾌﾟﾁﾄﾞ質量分析装置

51.90

5

1

475

48000

　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。

　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。

　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。

　「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。

1,336.7

82.0

2.0

17.0

259.0

合 計歯 科 等 以 外 歯　科　等

489.6 0.0 489.6

4

778.92
鉄筋コンク

リート

113.70

　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。

その他の救急蘇生装置 ペースメーカー

心細動除去装置人工呼吸装置

病　床　数 44 心電計集中治療室

416.224.0400.1



 

11　紹介率及び逆紹介率の前年度の平均値
紹　介　率 ％ 逆　紹　介　率 ％

Ａ： 人

Ｂ： 人

Ｃ： 人

Ｄ： 人

(注) 1

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 選定理由 利害関係 委員の要件

(○を付す) 該当状況

□ 有 ・ ☑ 無

□ 有 ・ ☑ 無

□ 有 ・ ☑ 無

☑ 有 ・ □ 無

☑ 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

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

救急用自動車によって搬入された患者の数

初 診 の 患 者 の 数

病院ホームページにて公表

安田　聡
国立循環器病研究セ
ンター副院長

医療安全部外の
立場から監査

3

中瀬　邦彦
国立循環器病研究セ
ンター監査室長

医療安全部外の
立場から監査

3

國子　克雄
心を守る会（患者代
表）

医療を受ける者
の代表

2

友田　恒一
奈良県立医科大学附
属病院

医療に係る安全
管理に関する識
見を有する

1

算
出
根
拠

　「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。

小島　崇宏 大阪M&A法律事務所 ○
法律に関する識
見を有する

1

85.84 91.62

7,027紹 介 患 者 の 数

他の病院又は診療所に紹介した患者の数 9,744

2,102

10,635



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　

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   

骨髄細胞移植による血管新生療法

末梢血単核球移植による血管再生治療

（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 アルテプラーゼ静脈内投与による血栓溶解療法 取扱患者数 6人　

当該医療技術の概要

　　　　睡眠中発症及び発症時刻不明の急性脳梗塞患者に対し、アルテプラーゼ０．６㎎／㎏を用いた静脈血栓溶解療法

　　の安全性と有効性を、標準内科治療群との他施設共同非盲検群間比較法を用いて評価する。

医療技術名 取扱患者数 人　

当該医療技術の概要

医療技術名 取扱患者数 人　

当該医療技術の概要

医療技術名 取扱患者数 人　

当該医療技術の概要

医療技術名 取扱患者数 人　

当該医療技術の概要

医療技術名 取扱患者数 人　

当該医療技術の概要

医療技術名 取扱患者数 人　

当該医療技術の概要

医療技術名 取扱患者数 人　

当該医療技術の概要

高度の医療の提供の実績

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

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

（様式第2）



疾　　　患　　　名 患者数 疾　　　患　　　名 患者数
1 球脊髄性筋萎縮症 56 ベーチェット病
2 筋萎縮性側索硬化症 2 57 特発性拡張型心筋症
3 脊髄性筋萎縮症 58 肥大型心筋症
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 3 60 再生不良性貧血
6 パーキンソン病 31 61 自己免疫性溶血性貧血
7 大脳皮質基底核変性症 1 62 発作性夜間ヘモグロビン尿症
8 ハンチントン病 63 特発性血小板減少性紫斑病
9 神経有棘赤血球症 64 血栓性血小板減少性紫斑病
10 シャルコー・マリー・トゥース病 65 原発性免疫不全症候群
11 重症筋無力症 6 66 IgＡ 腎症
12 先天性筋無力症候群 67 多発性嚢胞腎
13 多発性硬化症／視神経脊髄炎 68 黄色靱帯骨化症

14
慢性炎症性脱髄性多発神経炎／多巣性運

動ニューロパチー
69 後縦靱帯骨化症

15 封入体筋炎 70 広範脊柱管狭窄症
16 クロウ・深瀬症候群 71 特発性大腿骨頭壊死症
17 多系統萎縮症 3 72 下垂体性ADH分泌異常症
18 脊髄小脳変性症(多系統萎縮症を除く。) 73 下垂体性TSH分泌亢進症
19 ライソゾーム病 74 下垂体性PRL分泌亢進症
20 副腎白質ジストロフィー 75 クッシング病
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 253 77 下垂体性成長ホルモン分泌亢進症
23 プリオン病 78 下垂体前葉機能低下症
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 2 83 アジソン病
29 ウルリッヒ病 84 サルコイドーシス
30 遠位型ミオパチー 85 特発性間質性肺炎
31 ベスレムミオパチー 86 肺動脈性肺高血圧症
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
34 神経線維腫症 89 リンパ脈管筋腫症
35 天疱瘡 90 網膜色素変性症
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） 92 特発性門脈圧亢進症
38 スティーヴンス・ジョンソン症候群 93 原発性胆汁性肝硬変
39 中毒性表皮壊死症 1 94 原発性硬化性胆管炎
40 高安動脈炎 26 95 自己免疫性肝炎
41 巨細胞性動脈炎 96 クローン病
42 結節性多発動脈炎 5 97 潰瘍性大腸炎
43 顕微鏡的多発血管炎 11 98 好酸球性消化管疾患
44 多発血管炎性肉芽腫症 3 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 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 5 101 腸管神経節細胞僅少症
47 バージャー病 45 102 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 5 103 CFC症候群
49 全身性エリテマトーデス 162 104 コステロ症候群
50 皮膚筋炎／多発性筋炎 105 チャージ症候群
51 全身性強皮症 9 106 クリオピリン関連周期熱症候群
52 混合性結合組織病 31 107 全身型若年性特発性関節炎
53 シェーグレン症候群 55 108 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 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。）
113 筋ジストロフィー 2 163 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 167 マルファン症候群
118 脊髄髄膜瘤 168 エーラス・ダンロス症候群
119 アイザックス症候群 169 メンケス病
120 遺伝性ジストニア 170 オクシピタル・ホーン症候群
121 神経フェリチン症 171 ウィルソン病
122 脳表ヘモジデリン沈着症 172 低ホスファターゼ症

123
禿頭と変形性脊椎症を伴う常染色体劣性

白質脳症
173 VATER症候群

124
皮質下梗塞と白質脳症を伴う常染色体優

性脳動脈症
174 那須・ハコラ病

125
神経軸索スフェロイド形成を伴う遺伝性び

まん性白質脳症
175 ウィーバー症候群

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

154
徐波睡眠期持続性棘徐波を示すてんかん

性脳症
204 エマヌエル症候群

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



4　指定難病についての診療

高度の医療の提供の実績
（様式第2）

疾　　　患　　　名 患者数 疾　　　患　　　名 患者数

211 左心低形成症候群 1 259
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 3 260 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 1 262 原発性高カイロミクロン血症
215 ファロー四徴症 13 263 脳腱黄色腫症
216 両大血管右室起始症 12 264 無βリポタンパク血症
217 エプスタイン病 2 265 脂肪萎縮症
218 アルポート症候群 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 17 268 中條・西村症候群

221 抗糸球体基底膜腎炎 2 269
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 270 慢性再発性多発性骨髄炎
223 一次性膜性増殖性糸球体腎炎 271 強直性脊椎炎
224 紫斑病性腎炎 272 進行性骨化性線維異形成症
225 先天性腎性尿崩症 273 肋骨異常を伴う先天性側弯症
226 間質性膀胱炎（ハンナ型） 274 骨形成不全症
227 オスラー病 1 275 タナトフォリック骨異形成症
228 閉塞性細気管支炎 276 軟骨無形成症
229 肺胞蛋白症（自己免疫性又は先天性） 277 リンパ管腫症/ゴーハム病
230 肺胞低換気症候群 278 巨大リンパ管奇形（頚部顔面病変）

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

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

234
ペルオキシソーム病（副腎白質ジストロ

フィーを除く。）
282 先天性赤血球形成異常性貧血

235 副甲状腺機能低下症 5 283 後天性赤芽球癆
236 偽性副甲状腺機能低下症 284 ダイアモンド・ブラックファン貧血
237 副腎皮質刺激ホルモン不応症 285 ファンコニ貧血
238 ビタミンＤ抵抗性くる病/骨軟化症 286 遺伝性鉄芽球性貧血
239 ビタミンＤ依存性くる病/骨軟化症 287 エプスタイン症候群
240 フェニルケトン尿症 288 自己免疫性出血病XIII
241 高チロシン血症1型 289 クロンカイト・カナダ症候群
242 高チロシン血症2型 290 非特異性多発性小腸潰瘍症
243 高チロシン血症3型 291 ヒルシュスプルング病（全結腸型又は小腸
244 メープルシロップ尿症 292 総排泄腔外反症
245 プロピオン酸血症 293 総排泄腔遺残
246 メチルマロン酸血症 294 先天性横隔膜ヘルニア
247 イソ吉草酸血症 295 乳幼児肝巨大血管腫
248 グルコーストランスポーター1欠損症 296 胆道閉鎖症
249 グルタル酸血症1型 297 アラジール症候群
250 グルタル酸血症2型 298 遺伝性膵炎
251 尿素サイクル異常症 299 嚢胞性線維症
252 リジン尿性蛋白不耐症 300 ＩｇＧ４関連疾患
253 先天性葉酸吸収不全 301 黄斑ジストロフィー
254 ポルフィリン症 302 レーベル遺伝性視神経症
255 複合カルボキシラーゼ欠損症 303 アッシャー症候群
256 筋型糖原病 304 若年発症型両側性感音難聴
257 肝型糖原病 305 遅発性内リンパ水腫

258
ガラクトース－１－リン酸ウリジルトランス

フェラーゼ欠損症
306 好酸球性副鼻腔炎



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 1 323 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 1 324 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 　・

　・ハイケアユニット入院医療管理料１

　・データ提出加算２

　・特定集中治療室管理料1
（小児加算あり）

　・特定集中治療室管理料3
（小児加算あり）

　・

　・

　・

　・

　・

　・

　・

　・ハイリスク分娩管理加算

　・病棟薬剤業務実施加算１

　・

　・

　・

　・

　・

　・

　・病棟薬剤業務実施加算２

　・入退院支援加算1　注４・地域連携診療計画加算　有り

　・認知症ケア加算２

　・感染防止対策加算1
（感染防止対策地域連携加算）

　・患者サポート体制充実加算

　・褥瘡ハイリスク患者ケア加算

　・ハイリスク妊娠管理加算

　・急性期看護補助体制加算　50対1

　・看護職員夜間１２対１配置加算２

　・重症者等療養環境特別加算

　・無菌治療室管理加算1

　・栄養サポートチーム加算　※歯科医師連携加算あり

　・医療安全対策加算1

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　一般病棟　７ ： １

　・救急医療管理加算

　・超急性期脳卒中加算

　・妊産婦緊急搬送入院加算

　・診療録管理体制加算１

　・医師事務作業補助体制加算１　（４０ ： １）

　・脳卒中ケアユニット入院医療管理料

　・小児入院医療管理料２
（5階東病棟のみプレイルーム加算あり）

　・後発医薬品使用体制加算

　・地域歯科診療支援病院歯科初診料

　・

　・

　・

　・

（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）

　・画像診断管理加算２

　・ポジトロン断層撮影

　・ポジトロン断層・コンピューター断層複合撮影

　・CT撮影及びMRI撮影

　・無菌製剤処理料

　・心大血管疾患リハビリテーション料（Ⅰ）

　・脳血管疾患等リハビリテーション料（Ⅰ）

　・廃用症候群リハビリテーション料（Ⅰ）

　・処置の休日加算１

　・処置の時間外加算１

　・処置の深夜加算１

　・一酸化窒素吸入療法

　・手術の休日加算１

　・手術の時間外加算１

　・手術の深夜加算１

　・経皮的冠動脈形成術

　・経皮的冠動脈形成術（特殊カテーテルによる
もの）

　・経皮的冠動脈ステント留置術

　・経皮的経カテーテル大動脈弁置換術

　・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

　・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

　・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

　・神経学的検査
　・両室ペーシング機能付き植込型除細動器移植術及び両
室ペーシングﾞ機能付き植込型除細動器交換術

　・時間内歩行試験

　・胎児心エコー法

　・ヘッドアップティルト試験
　・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（レーザーシースを用いるもの）

　・国際標準検査管理加算

　・植込型心電図検査

　・血管内視鏡検査加算

　・HPV核酸検出（簡易ジェノタイプ判定）

　・検体検査管理加算（Ⅳ）

　・検体検査管理加算（Ⅰ）

　・持続血糖測定器加算及び皮下連続式グルコース測定

　・遺伝学的検査

　・造血器腫瘍遺伝子検査

　・医療機器安全管理料2

　・診療情報提供料（Ⅰ）の注１４に掲げる地域連携診療計画
加算

　・在宅植込型補助人工心臓（非拍動流型）指導管理料

　・ハイリスク妊産婦共同管理料（Ⅱ）

　・医療機器安全管理料１

　・薬剤管理指導料

　・糖尿病透析予防指導管理料

　・夜間休日救急搬送医学管理料

　・ニコチン依存症管理料

　・外来リハビリテーション診療料

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期加算）

　・糖尿病合併症管理料

　・移植後患者指導管理料

高度の医療の提供の実績

（様式第2）



6　届出が受理されている診療報酬制度における施設基準等（特掲診療科）

　・大動脈バルーンパンピング法（IABP法） 　・胸腔鏡下弁置換術

　・補助人工心臓 　・経皮的僧帽弁クリップ術

　・小児補助人工心臓

　・植込型補助人工心臓（非拍動流型） 　・乳腺炎重症化予防・ケア指導料

　・同種心移植術 　・クラウン・ブリッジ維持管理料

　・同種心肺移植術

　・経皮的大動脈遮断術

　・胎児胸腔・羊水腔シャント術

　・輸血管理料(Ⅰ)

　・凍結保存同種組織加算

　・麻酔管理料（Ⅰ）

　・麻酔管理料（Ⅱ）

　・病理診断管理加算2

　・排尿自立指導料

　・ハイリスク妊産婦連携指導料１

　・遺伝カウンセリング加算

　・冠動脈ＣＴ撮影加算

　・心臓ＭＲＩ撮影加算

　・小児鎮静下ＭＲＩ撮影加算

　・リードレスペースメーカー

　・人工腎臓

　・導入期加算

　・胸腔鏡下弁形成術

　・医科点数表第２章第１０部手術の通則の５及び６に掲げる
手術

　・抗ＨＬＡ抗体（ｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞ検査）及び抗ＨＬＡ抗体（抗体特
異性同定検査）

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

　・経皮的循環補助法（ポンプカテーテルを用いたもの）

　・胸腔鏡下弁形成術（内視鏡手術用支援機器を用いる場
合）

（様式第2）



7　診療報酬の算定方法に先進医療から採り入れられた医療技術

8　病理・臨床検査部門の概要

１．臨床検査部門と病理診断部門は別々である。

２．臨床検査部門と病理診断部門は同一部門にまとめられている。

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

臨床部門が病理診断部門或いは臨床検査部門と開催
した症例検討会の開催頻度

１週間に１回程度

剖　検　の　状　況

　・

剖検症例数　　　　62　例　　　／　　剖検率     32.5　%

　・

　・ 　・

(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

　・ 　・

　・

　・

　・

　・

　・ 　・

　・

　・

　・

　・

（様式第2）



1  研究費補助等の実績

金   額

補

委

補

委

補

委

補

委

補

委

補

委

補

委

補

委

補

委

補

委

補

委

補

委

補

委

補

委

補

委

補

委

補

委

補

委

補

委

補

委 　計　20　 　計
(注) 1

2

3

科学研究費
補助金

都市部地域住民を対象とする潜
在性心不全の実態とリスクスコ
アー作成に関する疫学研究

小久保　喜弘 予防健診部 2,200,000
科学研究費

補助金

　「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。

　「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。

　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。

炎症性シグナルと血管保護シグ
ナルによる肺高血圧症発症の制
御機構の解明

中岡　良和 血管生理学部 4,500,000
科学研究費

補助金

広領域循環シミュレータによる脳
血管血行再建術支援のための
血流制御機構の解明

片岡　大治 集中治療部 2,500,000

バイファンクショナル分子による
ポリ乳酸スキャホールド内部へ
の組織浸潤誘導

山岡　哲二 生体医工学部 5,100,000

間歇的低酸素時の肺マクロ
ファージβ3受容体による肺循環
調節での肺交感神経の役割

白井　幹康 心臓生理機能部 1,900,000

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

次世代型自家組織由来心臓弁
グラフト（バイオバルブ）の開発
研究

武輪　能明 人工臓器部 3,100,000

神谷　千津子 周産期・産婦人科部 1,130,000

心血管系の発生・形態形成に働
くシグナル伝達機構の研究 中川　修 分子生理部 3,900,000

科学研究費
補助金

虚血性心疾患における心筋特異
的ミオシン軽鎖およびリン酸化の
意義とその治療への展開

北風　政史 臨床研究部 3,900,000

細胞外タウ除去機構の破綻に基
づくアルツハイマー病の病態解
明と新規抗糖化療法の開発

猪原　匡史 脳神経内科 2,700,000

緊急～長期使用が可能な世界
最小最軽量ヘパリンフリーECMO
システムの開発と製品化

巽　英介 人工臓器部 12,400,000

左右非対称形成の解明 ―Hippo
シグナルと新規調節因子の同定
―

望月　直樹 副所長 8,500,000

消化管ペプチドによる新たな循
環調節機構と多様な作用の解明 宮里　幹也 生化学部 3,500,000

科学研究費
補助金

先天性心疾患児の成人期以降も
含めた長期予後の把握のあり方
に関する研究

白石　公 教育研修部 5,250,000

非肥満者に対する保健指導方法
の開発に関する研究 宮本　恵宏 予防検診部 6,462,000

電子カルテ情報をセマンティクス
（意味・内容）の標準化により分
析可能なデータに変換するため
の研究

宮本　恵宏 予防検診部 13,082,000

周産期（産褥性）心筋症の、早期
診断検査確立研究の継続と診断
ガイドライン作成
乳児特発性僧坊弁腱索断裂の
多彩な病因に基づいた治療法の
確立に向けた研究

白石　公 教育研修部 5,000,000

慢性期における脳卒中を含む循
環器病診療の質の評価に関する
研究

安田　聡 副院長 7,693,000

研究倫理の質向上、機能強化、
支援促進のための共有・共通基
盤の整備に関する研究

松井　健志 医学倫理研究室 8,300,000

生動物の求心性神経２光子イ
メージングによる皮膚温度センシ
ング機構のシステム同定

神谷　厚範 循環動態制御部 3,500,000

科学研究費
補助金

科学研究費
補助金

科学研究費
補助金

科学研究費
補助金

科学研究費
補助金

科学研究費
補助金

科学研究費
補助金

厚生労働省
科学研究費

補助金
厚生労働省
科学研究費

補助金

厚生労働省
科学研究費

補助金

厚生労働省
科学研究費

補助金
厚生労働省
科学研究費

補助金
厚生労働省
科学研究費

補助金

科学研究費
補助金

科学研究費
補助金

（様式第3）



1  研究費補助等の実績

金   額

補

委

補

委

補

委

補

委

補

委

補

委

補

委

補

委

補

委

補

委

補

委

補

委

補

委

補

委

補

委

補

委

補

委

補

委

補

委

補

委 　計　20　 　計
(注) 1

2

3

脳出血患者への低用量トリプル
配合降圧薬の安全性と有効性を
検討する国際無作為化試験

豊田　一則 脳血管内科部 5,200,000

血管内皮Non-Coding RNAに着
目した高血圧-認知症連関メカニ
ズムの解明

林　真一郎 高血圧・腎臓部 3,500,000

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

科学研究費
補助金

菅野　康夫 心臓血管内科部 700,000

ナイジェリア、ケニアの脳卒中低
減を目指した医科－歯科国際連
携網の構築

猪原　匡史 脳神経内科 4,500,000

人工知能による自動薬物循環管
理とシステム自律神経制御の開
発・統合拡張と実用化

神谷　厚範 循環動態制御部 4,900,000

抑うつに対する両側性刺激の基
礎的研究 山内　美穂 画像診断医学部 1,400,000

選択的除神経法による運動昇圧
反射メカニズムの解明 土持　裕胤 心臓生理機能部 1,200,000

酸化LDL動態イメージングに基づ
く新しい抗動脈硬化機序の解明 中野　厚史 血管生理学部 800,000

髙濱 博幸 心臓血管内科部 600,000

特発性心室細動の不整脈基質
に関する多面的解析とアブレー
ション治療に関する検討

永瀬　聡 不整脈科 1,300,000

カルシウムシグナル調節を介し
た新規代謝制御機構の解明 西谷　友重 分子生理部 1,100,000

高磁場核磁気共鳴法とポジトロ
ン断層法を用いた冠動脈プラー
クの定量的画像診断の構築

野口　輝夫 冠疾患科 1,000,000
科学研究費

補助金

急性心筋梗塞に対する再灌流後
短期的迷走神経刺激治療法の
確立

稲垣　正司 循環動態制御部 1,800,000
科学研究費

補助金

成熟心筋細胞の恒常性維持に
対するポリコーム遺伝子群の機
能解析

白井　学 分子生物学部 700,000

科学研究費
補助金

科学研究費
補助金

妊娠高血圧症候群に合併した周
産期心筋症の発症機序と血管障
害性マーカーの探索研究

神谷　千津子 周産期・婦人科部 1,000,000
科学研究費

補助金

遺伝性洞性徐脈の新規因子同
定および予防医学への応用 山崎　悟 細胞生物学部 1,000,000

科学研究費
補助金

α２アドレナリン受容体作動薬を
用いた新しい心不全薬物治療の
開発

清水　秀二 循環動態制御部 900,000

拡張期心不全の病態生理の解
明と前臨床試験を見据えた新し
い実験モデルの開発

科学研究費
補助金

科学研究費
補助金

科学研究費
補助金

科学研究費
補助金

科学研究費
補助金

科学研究費
補助金

科学研究費
補助金

高分子MRI造影剤による脳微細
血管網イメージング技術の開発 馬原　淳 生体医工学部 1,400,000

敗血症性ショックの循環管理、根
本治療を自動最適化するコン
ピュータ制御システム開発

上村　和紀 循環動態制御部 1,500,000

特発性拡張型心筋症における樹
状細胞の心筋浸潤および成熟化
の臨床的意義

科学研究費
補助金

科学研究費
補助金

科学研究費
補助金

科学研究費
補助金

　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。

科学研究費
補助金

HDLの質は心血管病の治療ター
ゲットとして有望か？ 小倉　正恒 病態代謝部 600,000

科学研究費
補助金

（様式第3）



1  研究費補助等の実績

金   額

補

委

補

委

補

委

補

委

補

委

補

委

補

委

補

委

補

委

補

委

補

委

補

委

補

委

補

委

補

委

補

委

補

委

補

委

補

委

補

委 　計　20　 　計
(注) 1

2

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

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

元

新たな活性検出法を用いた新規
生理活性ペプチドの同定による
新しい生体調節機構の解明

森　健二 生化学部 1,400,000
科学研究費

補助金

遺伝性不整脈疾患における突然
死リスクの新しい非侵襲的評価
法の開発

相庭　武司 不整脈科 1,100,000
科学研究費

補助金

カテコラミン感受性多型性心室
頻拍の効率的な診断・治療法の
確立

大野　聖子 分子生物学部 922,544
科学研究費

補助金

β3インテグリン機能発現におけ
るキンドリンの役割解明と新たな
因子の探索・同定

本田　繁則 分子病態部 1,400,000
科学研究費

補助金

バーチャル心臓とベクトル心電図
の４次元構成的手法による不整
脈の発生部位同定

中沢　一雄 研究情報基盤管理室 1,000,000
科学研究費

補助金

乳児特発性僧帽弁腱索断裂の
病因研究－母親由来抗SSA抗体
による組織障害について

白石　公 小児循環器部 700,000
科学研究費

補助金

血中ADAMTS13のクリアランス
機構の解明 秋山　正志 分子病態部 1,300,000

科学研究費
補助金

ノックインマウスを用いたヒト遺伝
性心筋症の病態形成メカニズム
解明と治療薬の検討

杜　成坤 心臓生理機能部 1,100,000
科学研究費

補助金

地域一般集団と脳卒中症例の比
較による終末糖化産物ペントシ
ジンの医学的意義の検討

渡邉　至 予防健診部 500,000
科学研究費

補助金

心筋分化過程における転写因子
複合体と標的遺伝子の変化 渡邉　裕介 分子生理部 1,300,000

科学研究費
補助金

脳血管内科部 1,200,000
科学研究費

補助金

膵癌に特徴的な生体内切断で活
性化される分泌・膜蛋白質を同
定するペプチドミクス

佐々木　一樹 分子薬理部 1,300,000
科学研究費

補助金

生活習慣・認知機能と血中脳由
来神経栄養因子の関連－住民
集団での断面・縦断的検討-

東山　綾 バイオバンク 1,600,000
科学研究費

補助金

小児循環器部 1,400,000
科学研究費

補助金

血栓性リスクとなるプロテインS
K196E異常症に関する研究 宮田　敏行 分子病態部 1,100,000

科学研究費
補助金

オキシム誘導体ナノパーティクル
による心筋再生効果の検討 福嶌　五月 心臓外科部 1,300,000

科学研究費
補助金

MRIによる脳機能イメージングの
低酸素性虚血性脳症の予後予
測への応用

圓見　純一郎 画像診断医学部 1,100,000
科学研究費

補助金

　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。

脂肪萎縮症の病態解明から杷満
症・メタポリックシンドロームの新
規治療標的の探索

野口　倫生 バイオバンク 1,997,825
科学研究費

補助金

頭蓋内動脈解離の治療選択と臨
床転帰に関する臨床的・凝血学
的検討

古賀　政利

新生児期・乳児期発症重度QT延
長症候群のてんかん・発達障害
合併に関する研究

宮崎　文

生化学部 1,100,000
科学研究費

補助金

GPR40ーインクレチンシグナル系
による新規の脂肪肝・脂質代謝
異常改善機構の解明

冨田　努 バイオバンク 700,000
科学研究費

補助金

Rhoキナーゼを基軸とした新規食
欲・脂肪蓄積制御因子の探索と
機能解析

吉田　守克

　「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

（様式第3）
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補
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(注) 1

2

3

所  属  部  門

データサイエンス部 1,400,000

急性ラクナ梗塞に対するPETとト
ラクトグラフィーを用いた新たな
病態解明

横田　千晶 脳血管内科部 1,600,000

生体医工学部 1,100,000

生化学部 2,000,000

細胞生物学部 1,100,000

高血圧・腎臓部 1,400,000

緊急時に対応可能な血中自己抗
体の簡易除去システムの創製 姜　貞勲 生体医工学部 900,000

科学研究費
補助金

急性期脳梗塞再灌流療法に造
影CT灌流画像を使用した安全性
評価

井上　学 脳血管内科部 1,600,000

血管内皮細胞における血栓形成
促進因子VWFの極性的分泌機
構に関する研究

山﨑 泰男 分子病態部 1,400,000
科学研究費

補助金

低酸素で致死的影響をもたらす
小胞体関連分解(ERAD)機能不
全に関する研究

小亀　浩市 分子病態部 1,300,000
科学研究費

補助金

動脈硬化・糖尿病内科 1,200,000
科学研究費

補助金

血管形成における新規ＡＬＫ１シ
グナル下流因子の分子生物学・
生化学的解析

久光　隆 分子生理部 1,400,000
科学研究費

補助金

科学研究費
補助金

予防医学・疫学情報部 1,100,000
科学研究費

補助金

PCSK9 の遺伝子変異及び分子
型が生活習慣病に及ぼす影響と
その制御機構の解明

堀　美香 病態代謝部 1,500,000
科学研究費

補助金

科学研究費
補助金

再生医療部 1,100,000
科学研究費

補助金

急性冠症候群レジストリ構築と東
アジア人のリアルワールドデータ
統合

安田　聡 副院長 1,400,000
科学研究費

補助金

質量分析法による薬剤血中濃度
測定をもとにしたテーラーメイド抗
凝固療法の確立

宮本　康二 不整脈科 1,300,000
科学研究費

補助金

　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

循環動態制御部 1,500,000
科学研究費

補助金

強度と分解速度を独立して広範
囲に制御可能なシルクゲルの創
出と心筋梗塞治療への応用

神戸　裕介

稀少疾患の臨床試験のデザイン
と解析に関する統計的方法の研
究

濱﨑 俊光

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

肺癌手術及び抗癌剤治療に対す
るANPを用いた新規併用治療法
の確立

野尻　崇 生化学部 1,300,000

脳動脈瘤病態形成進展に対する
T細胞機能の検討 青木　友浩 分子薬理部 1,400,000

モデル動物と患者遺伝子検体の
解析に基づく周産期心筋症の病
態解明と革新的治療法開発

大谷　健太郎

新しい急性心不全治療戦略構築
への基盤的研究－利尿薬反応
性とバイオマーカーの応用－

吉原　史樹

血管新生・リモデリング過程での
流れ刺激に対する内皮細胞応答
の可視化と機能解析

中嶋　洋行

非哺乳類におけるグレリンの存
在意義：胃腸管に対する作用と
遺伝子改変動物の作出

海谷　啓之

臨床実用化を目指した薬理的迷
走神経刺激による新規心血管再
生治療法の確立

李　梅花

患者特性に基づく脂質低下療法
の費用対効果に関する研究 竹上　未紗

GLP-1の心機能への影響=心磁
図を用いた刺激伝導系での解析
を中心に＝

玉那覇　民子

科学研究費
補助金

科学研究費
補助金

科学研究費
補助金

科学研究費
補助金

科学研究費
補助金

科学研究費
補助金

科学研究費
補助金

補助元又は委託
元

（様式第3）
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1,300,000
科学研究費

補助金

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

PCSK9測定による家族性高コレ
ステロール血症診断法・心リスク
層別化法確立研究

片岡　有 冠疾患科 500,000
科学研究費

補助金

希少心筋疾患、2次性心筋症を
基礎心疾患とする重症心不全診
療基準の確立

瀨口 理 移植医療部 1,400,000
科学研究費

補助金

右心機能の正常化を目指した新
しい肺高血圧症治療への探索的
メカニズム研究

大郷　剛
肺高血圧症先端医学研

究部
1,100,000

科学研究費
補助金

医療ビッグデータを用いた急性
心筋梗塞症の新規「医療の質指
標(QI)」の開発

中尾　一泰 冠疾患科 900,000
科学研究費

補助金

気管支上皮細胞のTrkBによる炎
症性シグナルを介した肺高血圧
症の病態機構の解明

岡澤　慎 血管生理学部 1,400,000
科学研究費

補助金

高リスク冠動脈硬化巣を認識す
る多面的非侵襲的画像診断法
確立のための基盤研究

浅海　泰栄 冠疾患科 1,200,000
科学研究費

補助金

腎血管性高血圧への血行再建
術の適応基準の確立と病態改善
機序の解明

岩嶋　義雄 高血圧・腎臓部 1,500,000
科学研究費

補助金

心血管形態形成および病態にお
ける内皮分化制御の分子機構 岩田　裕子 分子生理部 1,300,000

科学研究費
補助金

心臓ホルモンの生理作用を応用
したメタボリックシンドロームの革
新的治療法開発

德留 健 生化学部 1,300,000
科学研究費

補助金

国内外の大規模データベースを
用いた脳出血の包括的研究 佐藤　祥一郎 脳血管内科部 1,200,000

科学研究費
補助金

フォンタン術後患者における高比
重リポ蛋白（HDL）機能に関する
臨床研究

大内　秀雄 小児循環器部 1,200,000
科学研究費

補助金

ヘパリン起因性血小板減少症の
免疫反応特異性解明とそれに基
づく最適診断法の開発

宮田　茂樹 輸血管理室 1,400,000
科学研究費

補助金

血小板・血管内皮機能から見た
VAD装着後の後天性VW病の病
態解明に関する研究

水野　敏秀 人工臓器部 1,300,000
科学研究費

補助金

子宮内低灌流に起因する低出生
体重児の脳神経障害の発症機
序解明

辻　雅弘 再生医療部 1,300,000
科学研究費

補助金

もやもや病に対する浅側頭動脈
-中大脳動脈バイパス手術の脳
血流変化と術後合併症

吉谷　健司 手術部 1,200,000
科学研究費

補助金

骨代謝調節因子による肥満・エ
ネルギー代謝調節の制御とその
病態生理学的意義

日野　純 生化学部 2,000,000
科学研究費

補助金

心虚血・再灌流時のセロトニン動
態への薬理学的介入による心筋
細胞傷害軽減の検討

秋山　剛 心臓生理機能部 1,900,000
科学研究費

補助金

新しい非侵襲モニターによる心
臓再同期療法の遠隔期予後の
予測

前田　琢磨 輸血管理室 1,300,000
科学研究費

補助金

　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。

Biotube 成長への挑戦　～若齢
ビーグル犬モデルの作製から実
証へ～

古越　真耶 生体医工学部 800,000
科学研究費

補助金

早期再分極症候群の病態解明
および診断・予後指標に関する
多角的研究

鎌倉　令 不整脈科

（様式第3）
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循環動態制御部 1,400,000

マクロからミクロまでを同一評価
可能とする心室粘性測定法の開
発

宍戸　稔聡 研究推進支援部 1,300,000

βB1-クリスタリン単独欠損ハム
スターの創出とその心臓病研究
への応用

阪本　英二 血管生理学部 1,400,000

口腔内細菌に起因する出血性脳
卒中の病態理解とモデル動物の
作成

猪原　匡史 脳神経内科 800,000

都市部地域住民を対象とする頸
動脈硬化症予防診断のためのリ
スクスコアーに関する研究

小久保　喜弘 予防健診部 1,500,000
科学研究費

補助金

初期2型糖尿病ラットでの拡張期
末の心筋収縮タンパク質分子動
態異常の放射光解析

白井　幹康 心臓生理機能部 1,600,000
科学研究費

補助金

医療ビッグデータと人工知能を用
いた新次元的アプローチによる
心筋梗塞発症予測

中尾　葉子 予防医学・疫学情報部 5,000,000
科学研究費

補助金

骨新生因子が仲介する骨-脂肪
組織連関メカニズムの解明 高野　晴子 細胞生物学部 5,700,000

科学研究費
補助金

転写共役因子Vgll2を介した新規
遅筋化制御機構の基礎的解析 本多　賢彦 分子生物学部 900,000

科学研究費
補助金

臨床試験における不確実下の合
理的意思決定とリスクの定量化・
可視化の統計的方法

朝倉　こう子 DM/統計室 900,000
科学研究費

補助金

体温と血流量を指標とした睡眠
改善物質探索のための新規アッ
セイ法

小川　優子 再生医療部 500,000
科学研究費

補助金

小胞体ストレスで発動する
Derlin-3の分子機能と細胞保護
効果の解明

 樋口　由佳（江浦由佳） 分子病態部 1,000,000
科学研究費

補助金

冠動脈血栓症の病態解明と予防
法の確立 大塚　文之 バイオバンク 800,000

科学研究費
補助金

免疫応答に着目した心臓サルコ
イドーシスに対する新規診断法
およびリスク層別法の開発

永井　利幸 心臓血管内科 500,000
科学研究費

補助金

遺伝性脳小血管病におけるアク
チン代謝異常の分子メカニズム
の解明と新規治療法の開発

山本　由美 再生医療部 1,600,000
科学研究費

補助金

好中球のRhoキナーゼ活性で冠
動脈病変の進行と病態を予測す
る事ができるか？

渡邉　琢也 予防健診部 1,100,000
科学研究費

補助金

“位相差画像”を用いたCT画像ノ
イズ低滅法の臨床応用への実証
研究

西井　達矢 放射線部 900,000
科学研究費

補助金

BMP-ALK1シグナル下流遺伝子
Tmem100による心血管形成機構
の解明

片山　由美 分子生理部 1,500,000
科学研究費

補助金

　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。

核医学的手法を用いた膵外作用
指向型新規GLP-1アナログの開
発

近藤　直哉 画像診断医学部 900,000
科学研究費

補助金

科学研究費
補助金

科学研究費
補助金

心再生医療のための脱細胞化冠
動脈網内腔の再内皮化 山岡　哲二 生体医工学部 1,700,000

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
生動物２光子イメージングと
MEMS神経マシンによる迷走神
経終末動態の解明

神谷　厚範

科学研究費
補助金

科学研究費
補助金

科学研究費
補助金

（様式第3）



1  研究費補助等の実績

金   額

補

委

補

委

補

委

補

委

補

委

補

委

補

委

補

委

補

委

補

委

補

委

補

委

補

委

補

委

補

委

補

委

補

委

補

委

補

委

補

委 　計　20
(注) 1

　総計　140　 　

2

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

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

元

近赤外線分光法を用いた定量的
脳血流量によるくも膜下出血後
脳血管攣縮の評価

加藤　真也 手術部 500,000
科学研究費

補助金

血管新生因子に基づいた硬膜動
静脈瘻新規治療の確立 伊藤　嘉朗 脳神経外科 1,000,000

科学研究費
補助金

脳血管を標的としたTauopathyに
対する新規治療薬の開発 齊藤　聡 脳神経内科 1,800,000

科学研究費
補助金

小動物による補助人工心臓モデ
ルの循環システムの構築と心機
能解析

竹下　大輔 人工臓器部 2,300,000
科学研究費

補助金

ブルガダ症候群に対する肺動脈
周囲自律神経アブレーションによ
る新規治療法の開発

片岡　直也 心臓血管内科部 1,100,000
科学研究費

補助金

心房性ナトリウム利尿ペプチドに
よる内皮依存性血管拡張効果の
作用機序解明

西村　博仁 生化学部 1,300,000
科学研究費

補助金

エピゲノム情報を用いた拡張型
心筋症と拡張相肥大型心筋症の
鑑別法に関する研究

錦織　充広 オミックスセンター 1,600,000
科学研究費

補助金

炎症による内皮機能障害を背景
とする肺高血圧病態の解明と治
療法の開発

稲垣　薫克 血管生理学部 1,700,000
科学研究費

補助金

造血制御における転写因子
KLF2の役割の解明 石橋　知彦 血管生理学部 1,600,000

科学研究費
補助金

肥満におけるC型ナトリウム利尿
ペプチド（CNP）の病態生理学的
意義の解明

ベ　チョロン 生化学部 1,600,000
科学研究費

補助金

左室補助人工心臓補助下の大
動脈弁逆流が生体に与える影響
解明と管理・治療基準の構築

飯塚　慶 人工臓器部 1,100,000
科学研究費

補助金

小動物用超音波イメージングを
応用した胎仔心不全の病態解明
及び新規治療法の開発

三好　剛一 周産期・婦人科部 1,700,000
科学研究費

補助金

市町村が収集・蓄積している
データベース活用による、認知機
能低下の予測モデル構築

尾形　宗士郎 統合情報センター 1,100,000
科学研究費

補助金

蛍光イメージングによる血管新
生での先導端内皮細胞の一方
向性移動の制御機構の解析

若山　勇紀 細胞生物学部 1,100,000
科学研究費

補助金

急性心不全に対する補助循環治
療成績を改善する新規グレリン
皮下投与法の開発研究

巽　英介 人工臓器部 1,100,000
科学研究費

補助金

カルシウム拮抗薬を基盤とした
心臓PET画像診断技術の開発 平野　満 画像診断医学部 1,100,000

科学研究費
補助金

23,700,000
科学研究費

補助金

赤血球の変化と鉄欠乏が循環器
疾患に与える影響の解析 丸山　慶子 分子病態部 1,100,000

科学研究費
補助金

NDRGファミリータンパク質による
ナトリウム/カリウムATPaseの機
能調節

井本　ひとみ 分子病態部 682,309
科学研究費

補助金

　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。

国産医療機器創出基盤整備等
事業 赤川　英毅 知的資産部 7,960,000

日本医療研
究開発機構

心臓分子イメージング国際共同
研究による心不全個別化医療戦
略の構築

樋口　隆弘 画像診断医学部

（様式第3）



2　論文発表等の実績

(1)高度の医療技術の開発及び評価を行うことの評価対象となる論文

番
号

論文種別

1 Review

2 Original Article

3 Original Article

4 Original Article

5 Others

6 Original Article

7 Original Article

8 Others

9 Review

Medical Research
Archives. 2017   DEC;

5: （オンライン）
Fukushima N

Fujita T,
Fukushima S,
Fukushima N,

et al.

Noguchi T

Three-dimensional replica of
corrected transposition of the
great arteries for successful

heart transplantation

移植医療部　部長

Donor Assessment and
Management System for

Maximizing Heart Availability in
Japan

心臓外科部　部長

Therapeutic Apheresis
and Dialysis. 2017
APR;  21: 166-172

Innovations
(Philadelphia, Pa.).

2017   Jul/AUG;  12:
e10-e12

高血圧・腎臓部　部長

Irrigation Device Successfully
Tests Valve Competence During
Minimally Invasive Mitral Valve

Repair

High Stroke Volume Variation Is
an Independent Predictor for
Decreased Blood Pressure

During Hemodialysis

心臓外科部　部長

Ihara M,
Washida K

Ogo T,
Fukuda T,

Tsuji A, et al.

Ishibashi-
Ueda H,

Matsuyama
TA, Ohta-

Ogo K, et al.

心臓血管内科部
部長

（冠疾患・血管担当）

心臓血管内科部
部長

（不整脈担当）

脳神経内科部　部長

肺高血圧症先端医学
研究部 特任部長
肺高血圧科　医長

病理部　部長

Journal of Cardiology.
2017   Nov-DEC;  70:

518-519

Journal of arrhythmia.
2017   AUG;  33: 297-

301

Journal of Alzheimer's
Disease. 2018   FEB;

62: 61-72

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

雑誌名・
出版年月等

Yoshihara F,
Kishida M,
Ogawa K,

 et al.

Fujita T,
Fukushima S,
Hata H, et al.

Journal of Artificial
Organs. 2017   SEP;

20: 289-291

Kusano K,
Akao M,

Tsuji H, et
al.

European journal of
radiology. 2017   APR;

89: 270-276

Circulation Journal.
2017   APR;  81: 417-

426

High-intensity plaques as a
novel surrogate marker of

vulnerable coronary lesions?

Study design of GENERAL
(general practitioners and

embolism prevention in NVAF
patients treated with

rivaroxaban: Real-life evidence):
A multicenter prospective cohort
study in primary care physicians
to investigate the effectiveness

and safety of rivaroxaban in
Japanese patients with NVAF

Linking Atrial Fibrillation with
Alzheimer's Disease:

Epidemiological, Pathological,
and Mechanistic Evidence

Efficacy and safety of balloon
pulmonary angioplasty for
chronic thromboembolic

pulmonary hypertension guided
by cone-beam computed

tomography and
electrocardiogram-gated area

detector computed tomography

Significance and Value of
Endomyocardial Biopsy Based on

Our Own Experience
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10 Original Article

11 Original Article

12 Original Article

13 Original Article

14 Original Article

15 Original Article

16 Original Article

17 Others

18 Review

19 Original Article

20 Original Article

21 Original Article

22 Original Article

Tsuda E,
Tsujii N,

Hayama Y

Tsuda E,
Singhal M

Tsuda E,
Tsujii N,

Kimura K, et
al.

Tsuda E,
Tsujii N,

Hayama Y

Asakura M,
Kim J,

Asanuma H,
et al.

Kiso K,
Tateishi E,
Imoto A, et

al.

Seguchi O,
Fujita T,

Watanabe T,
et al.

Kataoka Y

Kataoka Y,
Andrews J,

Puri R, et al.

Kataoka Y,
Harada-Shiba
M, Nakao K,

et al.

Kawarada O,
Noguchi T,
Yasuda S

Kawarada O,
Kume T,

Ayabe S, et
al.

Uehara K,
Matsuda H,
Inoue Y, et

al.

医療安全室　室長

医療安全室　室長

医療安全室　室長

医療安全室　室長

臨床研究企画室
室長

心臓血管内科

放射線部　ＲＩ室医長

移植医療部　医長

冠疾患科　医長

冠疾患科　医長

冠疾患科　医長

血管科　医長

血管科　医長

血管科　医長

Journal of Pediatrics.
2018   MAR;  194:

165-170

International journal of
rheumatic diseases.

2018   JAN;  21: 56-63

Pediatric Cardiology.
2017   JUN;  38: 932-

940

Journal of Pediatrics.
2017   SEP;  188: 70-

74.e1

Cardiovascular drugs
and therapy. 2017
AUG;  31: 401-411

Annals of Nuclear
Cardiology. 2017
OCT;  3: 167-171

Journal of Artificial
Organs. 2017   SEP;

20: 206-214

Atherosclerosis. 2017
OCT;  265: 244-245

Current Opinion in
Endocrinology

Diabetes and Obesity.
2017   APR;  24: 122-

132

Journal of Clinical
Lipidology. 2017

APR;  11: 413-421

Cardiovascular and
interventional

radiology. 2018   FEB;
41: 313-316

Journal of
Endovascular Therapy.
2017   AUG;  24: 504-

515

Annals of Vascular
Diseases. 2017   SEP;

10: 211–216

Stenotic Lesions and the
Maximum Diameter of Coronary
Artery Aneurysms in Kawasaki

Disease

Role of imaging studies in
Kawasaki disease
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the Relationship to Coronary
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Cardiac Events and the
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Artery Aneurysms in Kawasaki

Disease

Does Treatment of Impaired
Glucose Tolerance Improve
Cardiovascular Outcomes in

Patients with Previous
Myocardial Infarction?

The Feasibility of Quantitative
Assessment of Myocardial

Perfusion Using Single Photon
Emission Computed Tomography

Imaging

Temporary biventricular support
with extracorporeal membrane

oxygenation: a feasible
therapeutic approach for

cardiogenic shock with multiple
organ failure

Trans fatty acids and plaque
vulnerability: Research continues

Plaque burden, microstructures
and compositions underachieving

very low LDL-C levels

Mature proprotein convertase
subtilisin/kexin type 9, coronary

atheroma burden, and vessel
remodeling in heterozygous
familial hypercholesterolemia

Longitudinal Cracking with a
Guidewire Tail for Extremely

Calcified Lesions in Infrainguinal
Arteries: PICKING Technique

Endovascular Therapy Outcomes
and Intravascular Ultrasound
Findings in Thromboangiitis

Obliterans (Buerger's Disease)

Is Conventional Open Repair for
Abdominal Aortic Aneurysm
Feasible in Nonagenarians?
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Association of Spinal Cord
Protection in Aortic Surgery

Database

Hemodynamic determinants of
mortality after Fontan operation

Where Is the "Optimal" Fontan
Hemodynamics?

Simple Identification of the
Adamkiewicz Artery in Extended

Thoracoabdominal Aortic
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Development of a Basic Risk
Score for Incident Atrial

Fibrillation in a Japanese General
Population - The Suita Study

Renal resistive index reflects
Fontan pathophysiology and

predicts mortality
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Conversion Late After Primary
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Repair

Importance of multidisciplinary
management for pulmonary

atresia, ventricular septal defect,
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arteries and completely absent

central pulmonary arteries

Long-term respiratory outcomes
after primary total correction for

tetralogy of Fallot and absent
pulmonary valve in patient with

respiratory symptoms

Improvement in Exercise
Capacity by Exercise Training

Associated With Favorable
Clinical Outcomes in Advanced
Heart Failure With High B-Type
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Long-Term Outcomes of Suture
vs. Ring Tricuspid Annuloplasty

for Functional Tricuspid
Regurgitation
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3 高度の医療技術の開発及び評価の実施体制 

(1)倫理審査委員会の開催状況 

① 倫理審査委員会の設置状況 有・無 

② 倫理審査委員会の手順書の整備状況 有・無 

・ 手順書の主な内容 

   倫理委員会の運営｣、｢委員会の責務｣、｢倫理審査予備調査｣、｢審査の方法｣、｢研究許可申

請手続き｣、｢迅速審査｣、｢研究者等の責務｣、｢実施状況報告の審査｣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 

「利益相反マネジメントの対象」、「職員等の責務」、「利益相反マネジメント委員会所掌

事項」、「調査結果に基づく処置」、「異議申立て」等 

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４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  「医学系研究と個人情報保護」「臨床研究倫理の基礎」「改正個人情報

保護法に基づく指針改正の方向」「終末期の倫理的考え方とDNAR指示」 

(注）前年度の実績を記載すること。 
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1 研修の内容 

心臓血管内科プログラム 

不整脈科・肺循環科・心不全科・冠疾患科・血管科・重症心不全・心臓移植・循環器救急 

心臓血管外科 

脳血管内科プログラム 

脳血管内科・脳神経内科、脳神経外科 

小児循環器科プログラム 

小児循環器科コース・周産期コース・小児心臓外科コース・新生児小児集中治療コース 

成人先天性心疾患コース 

予防健診プログラム 

高血圧・腎臓科・動脈硬化・糖尿病内科・予防健診部 

中央診療部門 

心血管リハビリテーション科コース・病理コース・麻酔科コース・放射線コース 

臨床遺伝科コース 

（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         １１７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        

野口 暉夫 心臓血管内科 心臓血管内科部長          30 年  

豊田 一則 脳血管･神経内科 脳血管部門長 31 年  

    － 精神科                研修ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ無し 

黒嵜 健一 小児循環器科 小児循環器部特任

部長 

         31 年  

小林 順二郎 心臓血管外科 院長          38 年  

市川 肇 小児心臓外科 小児心臓外科部長 34 年  

    － 整形外科               研修ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ無し 

髙橋 淳 脳神経外科 脳神経外科部長          27 年  

    － 皮膚科               研修ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ無し 

    －  泌尿器科               研修ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ無し 

吉松 淳   産婦人科 周産期・婦人科部長          31 年  

    －   眼科               研修ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ無し 

   －  耳鼻咽喉科   研修ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ無し 

福田 哲也 放射線科 放射線部長          23 年  

大西 佳彦 麻酔科 手術部長          35 年  

               年  

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

診療科については、必ず記載すること。 

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

てのサブスペシャルティ領域について研修統括者を記載すること。 

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

てのサブスペシャルティ領域について研修統括者を記載すること。 



 

(様式第 4) 

高度の医療に関する研修を行わせる能力を有することを証する書類 

 

4 医師、歯科医師以外の医療従事者等に対する研修 

① 医師、歯科医師以外の医療従事者に対する研修の実施状況（任意） 

 ・研修の主な内容 

 ・研修の期間・実施回数 

 ・研修の参加人数 

 

② 業務の管理に関する研修の実施状況（任意） 

 ・研修の主な内容 

 ・研修の期間・実施回数 

 ・研修の参加人数 

 

③ 他の医療機関に所属する医療関係職種に対する研修の実施状況 

 ・研修の主な内容：循環器病診療に従事する看護師、診療放射線技師、臨床検査技師及び臨床

工学技士に対し、高度の専門的知識及び技術を修得させ、専門職員の技術・知識の向上を図

ることを目的とする。 

 ・研修の期間・実施回数：３日間・１回／年 

 ・研修の参加人数：７４名 

 

(注) 1 高度の医療に関する研修について、前年度実績を記載すること。 

(注) 2 「③他の医療機関に所属する医療関係職種に対する研修の実施状況」については、医療法施

行規則第六条の四第四項の規定に基づき、がん、循環器疾患等の疾患に関し、高度かつ専門的な医

療を提供する特定機能病院についてのみ記載すること。また、日本全国の医療機関に勤務する医療

従事者を対象として実施した専門的な研修を記載すること。 

 

 



 
 

(様式第 5) 
診療並びに病院の管理及び運営に関する諸記録の管理方法に関する書類 

 
計画・現状の別 １．計画    ２．現状  
管理責任者氏名 病院長 小林 順二郎 

  管理担当者氏名 総務課長：西岡 哲寿、医事室長：森田 健志、情報管理室長：恩地 俊夫
、薬剤部長：老田 章 

 
 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  平成24年1月より診療記録

は電子保存（電子カルテ）

としている。従前のカルテ

、Ｘ線フィルム等について

は１患者１ファイル方式と

し、集中管理している。 

診療録等の院外持ち出しは

原則禁止としている。病院

長の許可を得た場合のみ可

能としている。 

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

 

病院の管
理及び運
営に関す
る諸記録 

規
則
第
二
十
二
条
の
三
第
三
項
に

掲
げ
る
事
項 

従業者数を明らかにする帳簿 人事課 
 

 

高度の医療の提供の実績 医事室 
高度の医療技術の開発及び評価
の実績 

研究医療課 
 

高度の医療の研修の実績 研究医療課 
閲覧実績 情報管理室 
紹介患者に対する医療提供の実
績 

医事室 
 

入院患者数、外来患者及び調剤
の数を明らかにする帳簿 

医事室 
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 

感染対策室 
 
 

 

院内感染対策のための委員会の
開催状況  

感染対策室 
 

従業者に対する院内感染対策の
ための研修の実施状況  

感染対策室 
 

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

感染対策室 
 
 
 

医薬品安全管理責任者の配置状
況  

医療安全室 

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  

医療安全室 

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
   

医療安全室 

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 

医療安全室 

医療機器安全管理責任者の配置
状況 

医療安全室 

従業者に対する医療機器の安全
使用のための研修の実施状況 

医療安全室 

医療機器の保守点検に関する計
画の策定及び保守点検の実施状
況 

医療安全室 

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

医療安全室 
 
 

  



 
 

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

 

規
則
第
九
条
の
二
十
の
二
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
十
三
号
ま
で
及
び
第
十
五
条
の
四
各
号
に
掲
げ
る
事
項 

医療安全管理責任者の配置状
況 

医療安全室  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

専任の院内感染対策を行う者
の配置状況 

感染対策室 

医薬品安全管理責任者の業務
実施状況 

医療安全室 

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 

情報管理室 

診療録等の管理に関する責任
者の選任状況 

情報管理室 

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

研究医療課 

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 

研究医療課 

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

医療安全室 

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 

医療安全室 

当該病院内に患者からの安全
管理に係る相談に適切に応じ
る体制の確保状況 

医事室 

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

医療安全室 

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

医療安全室 

管理者が有する権限に関する
状況 

総務課 

管理者の業務が法令に適合す
ることを確保するための体制
の整備状況 

総務課 

開設者又は理事会等による病
院の業務の監督に係る体制の
整備状況 

総務課 

(注)「診療に関する諸記録」欄には、個々の記録について記入する必要はなく、全体としての管理
方法の概略を記入すること。また、診療録を病院外に持ち出す際に係る取扱いについても記載する
こと。 



(様式第 6) 

病院の管理及び運営に関する諸記録の閲覧方法に関する書類 

 

○病院の管理及び運営に関する諸記録の閲覧方法 

     計画・現状の別  １．計画      ２．現状  

 閲 覧 責 任 者 氏 名              医療情報部長：平松 治彦 

 閲 覧 担 当 者 氏 名              総務課長：西岡 哲寿、医事室長：森田 健志、情報管理室長：恩地 俊夫 

 閲覧の求めに応じる場所              診療録等開示閲覧室 

 閲覧の手続の概要 

  円滑な運用を確保するため、情報公開窓口を設置し運用 

① 開示申請者から所定の申請書提出 

② 申請書を受けて開示・不開示の決定 

③ 申請者に対し開示・不開示の決定通知書の送付 

④ 当該文書等の閲覧 

 

 

 

 

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

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

する番号に〇印を付けること。 

 

 

〇病院の管理及び運営に関する諸記録の閲覧の実績 

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

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

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

 



 
 
 

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

 
 
① 医療に係る安全管理のための指針の整備状況 

 
     有・無 

 
 ・ 指針の主な内容： 
第1章【1.趣旨 2.医療安全の基本的な考え方 3.医療安全に係る安全管理のための
委員会・組織に対する基本的事項 4.医療安全に係る安全管理のための職員に対する
研修に関する基本方針 5.センター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 6.医療事故発生時の対応に関する
基本方針 7.医療従事者と患者との情報共有に関する基本方針 8.患者からの相談
への対応に関する基本方針 9.その他の医療安全の確保のための基本方針】、第２
章から構成。第2章は、用語の定義、第1章2～9の実務的内容を記す。 
 

 

 
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：ｱ)医療安全管理指針の制定、改訂に関すること。ｲ)医療安

全管理に関する職員への教育・研修に関すること。ｳ)医療安全確保を目的とした改
善のための検討に関すること。ｴ)医療事故等重大な問題が発生した場合の対応に関
すること。ｵ)医療事故の分析及び再発防止策の検討並びに立案された防止対策及び
改善策の実施状況の調査及び評価、見直しに関すること。ｶ)医療安全管理に関する
研究、広報、院外活動に関すること。ｷ)医療安全上の訴訟に関すること。ｸ)診療に
関する患者・家族からの意見、要望に関すること。ｹ)その他医療安全管理に関する
こと等 
 

 

 
③ 医療に係る安全管理のための職員研修の実施状況 

 
     年２回 

 
 ・ 研修の内容（すべて）： 
   全職員対象医療安全講習会 
   ・第１回「リスクマネジメント コミュニケーションの視点から 

考える」 
   ・第２回「医療安全施策の動向について」 
 
 

 

 
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：医療安全コア会議のメンバ
ーがコメディカルを含む構成になっており、コア会議で検討した上、医療安
全室員会議、推進担当者会議からの意見を集約し改善策を検討し、最終、医
療安全委員会で決定し職員へ周知している。 

 
 
 
 
 
 

 

(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： 

① 院内感染対策に関する基本的考え方 ②院内感染管理体制 ③職員研修 ④感染症の発生状
況の報告 ⑤院内感染発生時の対応 ⑥患者への情報提供と説明 ⑦その他の院内感染対策の
推進 

 
 
 
 
 
② 院内感染対策のための委員会の開催状況 

 
年１２回 

 
  ・ 活動の主な内容： 

①院内感染症の調査、予防対策の立案 ②予防対策実施の監視と助言、指導、勧告 ③職員の
教育指導 ④院内感染対策の指針及びマニュアルの作成・見直し ⑤その他委員長が必要と認
める事項 

 
 
 
 
 
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４４回 

 
 ・ 研修の内容（すべて）： 
 

 ・正しい手指衛生とＰＰＥの装着 ・長引く咳にどう対処するか 
・ワクチンで予防できる職業感染 ・夏の感染症と対策 
・栄養管理、デバイス管理と感染対策について ・冬の感染症と対策 

 
 
 
 
 
 
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： 
 

   感染対策室に報告がされ、感染対策室は感染対策委員会を開催し、原因究明及び感染拡大
防止対策の立案を行う。加えて、必要に応じて現地調査を行い、状況を逐一院長に報告する。 

 
 
 
 
 
 

(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２回 

 
 ・ 研修の主な内容： 
 

 ・医薬品安全管理について 
・麻薬等の取り扱いについて 
・抗菌薬・免疫抑制剤のTDMについて 
・免疫抑制剤について 
・PCI後の抗血小板薬について 
・管理薬品について 

 
 
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医薬品の採用 ②医薬品の購入 ③調剤室における医薬品の管理 ④病棟・各部門への医薬

品の供給 ⑤外来患者への医薬品使用 ⑥在宅患者への医薬品使用 ⑦病棟における医薬品
の管理 ⑧入院患者への医薬品使用 ⑨医薬品情報の収集・管理・提供 ⑩手術・麻酔部門 
⑪集中治療室（ＩＣＵ・ＮＣＵ）⑫輸血・血液管理部門 ⑬生命維持管理装置領域 ⑭臨床検
査部門、画像診断部門 ⑮他施設との連携 ⑯事故発生時の対応 ⑰教育・研修 

 
 
 
 
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）： 
 
 
  ・ その他の改善のための方策の主な内容： 
 

医薬品メーカーおよび医薬品医療機器総合機構等から随時情報を収集。 
院内ｗｅｂにてＤＩニュースとして発信。 
重大情報・緊急情報については文書による回報を合わせて行い、各職員が伝達確認票に押印 
のうえ、専任医療安全管理者が回収し、伝達状況を確認している。 

 
 
 
 

(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１３２回 

 
 ・ 研修の主な内容： 
 
  ○第１回人工呼吸器講習会（Servo i、BiPAP、AVEA、DPAP、Hamilton他） 

○第２回人工呼吸器講習会（Servo i、BiPAP、AVEA、DPAP、Hamilton他） 
○第３回人工呼吸器講習会（Servo i、BiPAP、AVEA、DPAP、Hamilton他） 
○補助人工心臓装置講習会（Dura Heart、EVAHEART、Heart MateⅡ） 
○PCPS・IABP講習会 
○閉鎖式保育器講習会 
○サイクロトロン研修 他 

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

保守点検計画表に基づき、臨床工学技士若しくは委託業者により定期点検を実施している。また
  各使用部署において外観、作動状況等の日常点検を実施している。 

○日常点検（始業時点検・使用中点検・終業時点検） 
○定期点検（電気的安全点検・外観点検・機能点検・性能点検・定期交換部品等の交換等） 
○故障時点検（定期点検に準じた点検を行い故障箇所を特定する） 

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

その他の医療機器の安全使用を目的とした改善のための方策の実施状況 
 
  ・ 医療機器に係る情報の収集の整備        （ 有・無 ） 
 ・ 未承認等の医療機器の具体的な使用事例（あれば）： 
 
 
 
 
  ・ その他の改善のための方策の主な内容： 
 

医薬品・医療機器安全情報をはじめ、メーカーからの提供情報、インターネットによる情報検索
により、医療機器の安全使用関連情報を収集し、医療安全委員会等で資料を配付し、各職場で伝
達している。 
伝達状況については伝達確認票を回収し、確認している。 

 
 
 
 

(注）前年度の実績を記入すること。 

 

  



 
 
 

 
規則第９条の２０の２第１項第１号から第１３号に掲げる事項の実施状況 

 
 
① 医療安全管理責任者の配置状況 

 
     有・無 

 
・責任者の資格（医師・歯科医師） 
・医療安全管理責任者による医療安全管理部門、医療安全管理委員会、医薬品安全管理責任者及び医
療機器安全管理責任者の統括状況 
 
  医療安全担当副院長（医師）を医療安全管理責任者として配置している 
 
 
 
 
② 専任の院内感染対策を行う者の配置状況 

 
 有（ ２名）・無 

 

③ 医薬品安全管理責任者の業務実施状況 

・医薬品に関する情報の整理・周知に関する業務の状況 

医薬品安全使用手順書の作成・改訂、手順に従った業務遂行の確認及び記録 

医薬品安全使用のための研修の企画・運営 

医薬品の安全使用のための情報収集と職員への情報提供 

医薬品安全使用を目的とした改善方策の実施 

新規医療評価室室員として未承認薬等の審議 

 

・未承認等の医薬品の使用に係る必要な業務の実施状況 

 新規医療評価室にて毎月委員会を開催し、申請内容の議論及び決定を行っている。 

 

・担当者の指名の有無（有・無） 

・担当者の所属・職種： 

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

（所属：感染対策室，職種 看護師  ）  （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

：説明事項・説明範囲・成立要件・手順・留意事項について監査結果を委員会にて報告 

 



 
 
 

 

  

 

 

⑤ 診療録等の管理に関する責任者の選任状況 有・無 

・診療録等の記載内容の確認、及び指導の主な内容：診療情報管理室長の監督のもと、診療情報管理

士が診療録等を管理し、責任者の医療情報部長に報告している 

 

 

 

⑥ 医療安全管理部門の設置状況 有・無 

・所属職員：専従（ 3 ）名、専任（ 2 ）名、兼任（ 1 ）名 

 うち医師：専従（ 1 ）名、専任（ ）名、兼任（ 1 ）名 

 うち薬剤師：専従（ 1 ）名、専任（ ）名、兼任（ ）名 

 うち看護師：専従（ 1 ）名、専任（ 2 ）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： 

・医療安全の確保を目的とした改善のための検討に関すること 

・医療事故等重大な問題が発生した場合の対応に関すること 

・医療事故の分析及び再発防止策の検討並びに立案された防止対策及び改善策の実施状況の調査 

及び評価、見直しに関すること  

・重大な医療事故等の発生等委員長が必要と判断した場合は、適宜開催できるものとする。 

・月に１回開催する医療推進委員会の重要伝達内容、インシンデント•アクシデント報告、注意喚起

をリスクマネージャーから各部門において、従事者全員に周知し、周知者の記名を行い、モニタリ

ングを行っている。全職員を対象とした医療安全の研修会を年間 2回以上開催し、受講状況を確認

した。アンケート調査を実施し、医療安全に対する認識について、意識調査のモニタリングを行っ

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（１件）、及び許可件数（１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：申請手続き、審査の方法等 

 

 

 

・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（２件）、及び許可件数（２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：申請手続き、審査の方法等 

 

 

・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１７７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１６２件 

・上記に関する医療安全管理委員会の活動の主な内容 

・死亡患者の状況報告（重症回診の有無・警察への届出の有無等） 

  

 



 
 
 

 

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：京都府立医科大学付属病院）・無） 

・他の特定機能病院等からの立入り受入れ（ 有（病院名：国立国際医療研究センター）・無） 

・技術的助言の実施状況  

＜医療安全＞まず現在使用している説明・同意文書について様式の統一を目指し、項目提示の上、各

診療科で修正し、医療安全室で確認した。日本医療事故安全調査機構からの『医療事故再発防止に向

けた提言-第 2報』に従い、11月より現在肺循環科医師と協力し、急性肺血栓塞栓(APTE)予防ワーキ

ンググループを立ち上げた。当院における APTE に対する予防対象患者基準を明らかにし、APTE 発生

についてリスクアセスメントを行う予定とした。 

＜医療安全体制＞  

・ 専従薬剤師の配置については、H30 年 4 月 1 日配置 

・ 説明・同意文書について電子カルテのリプレイスとともに更新予定です。電子カルテのリプレイ

スとともに入院時の APTE アセスメントのテンプレートを導入予定です。 

＜手術室＞退室時のチェックの記載について、多職種の意見を調整し、改訂版を導入しました。マー

キングについては、各手術部屋に入室した際に、麻酔科同席のもと、外科医・看護師とで確認するよ

うにしました。局麻症例では外科医または内科医と看護師で確認をしています。 

＜血管造影室＞タイムアウトの実施を記録に残すよう、周知徹底いたしました。 

＜薬剤部門＞業務手順書原本を修正しました。 

＜放射線部門＞医療ごみ箱の蓋は納品され、改善しました。CGM 運用について取り決めを検討し、周

知しました。 

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、平日の８：３０～１７：１５に外来１番窓口にて対応する。また、窓口 

設置について院内掲示もしている。 

 

⑫ 職員研修の実施状況 

・研修の実施状況 新採用者研修として、当院におけるインシデント・アクシデント発生状況と特徴、

発生時の報告方法、インフォームドコンセントや医療安全に関連する記録記載時の注意点についての

説明、インシデント発生後の改善策としての院内ルールについて説明を実施。 

 年 2回実施する医療安全研修は前年度の研修時に実施したアンケートに基づき、講師を招き全職員

を対象に実施。理解についてはアンケートにより把握している。 



 
 
 

 

 

（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 

 日本医療機能評価機構が開催する研修を受講の予定（申し込み済み） 

 

 

（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 

  平成30年4月1日に新しい管理者を選任しており、平成31年1月を目途に、今

後の管理者の選任に係る規程を策定する準備を進めている 

 

 

 

 

・ 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 

 

 
 

管理者の選任を行う委員会の委員名簿及び選定理由 

氏名 所属 委員長 

（○を付す） 

選定理由 特別の関

係 

    有・無 

    有・無 

    有・無 

    有・無 
 
  



 
 
 

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

設置及び運営状況 
 
 
 合議体の設置の有無 

 
    有・無 
   

 

・合議体の主要な審議内容 

 病院の運営方針、中期計画、予算及び決算を審議 

 

 

・審議の概要の従業者への周知状況 

 各部署の部長会議により、決定事項を報告し、各部署へ周知している 

 

 

・合議体に係る内部規程の公表の有無（ 有・無 ） 

・公表の方法 

 

 

 

・外部有識者からの意見聴取の有無（ 有・無 ） 

 
 

合議体の委員名簿 

氏名 委員長 

（○を付す） 

職種 役職 

別紙のとおり    

    

    

    

    

    
 
 
  



 
 
 

 
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 
   理事長の設置・理事会の会議の招集・理事の職務及び権限・執行役員の設置・執行役員会の設

置及び任務・病院の院長及び副院長の役割 
 
 
 
 
 

 ・ 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 
   院長を補佐する 
 
 
 
 
 

 ・ 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 
   国立病院機構、厚生労働省との人事交流により病院の運営管理に精通する人材の確保に努めて

いる。 
 
 
 
 
 
 

 
 
  



 
 
 

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

状況 

 

監査委員会の設置状況 有・無 

・監査委員会の開催状況：年２回 

・活動の主な内容：病院の医療安全にかかる活動報告、インシデント・アクシデント事例報告 

 

 

 

 

・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：病院ホームページに掲載 

 

 

 

 

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 

小島 崇宏 大阪 M&A法律事

務所 

○ 法律に関する識

見を有する 

有・無 １ 

 

國子 克雄 心を守る会  医療を受ける者 有・無 ２ 

友田 恒一 奈良県立医科

大学病院 

 医療に係る安全

管理に関する識

見を有する 

有・無 １ 

安田 聡 国立循環器病

研究センター 

 医療安全部外の

立場からの監査 

有・無 ３ 

 

中瀬 邦彦 国立循環器病

研究センター 

 医療安全部外の

立場からの監査 

有・無 ３ 

    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 
  2ヶ月に1回コンプライアンス委員会を開催しコンプライアンスの推進に努めている 
 
 
 
 ・ 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 
 
 
 
 
 
 
 
 ・ 会議体の実施状況（ 年１２回 ） 
 
 ・ 会議体への管理者の参画の有無および回数（ 有・無 ）（ 年１２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：理事会 

会議体の委員名簿 

氏名 所属 委員長 

（○を付す） 

利害関係 

別紙のとおり   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 

 職員一斉メール・電子カルテ周知事項掲載・デジタルサイネージ 

 

 

 



職　名

理事長 小川　久雄 オガワ　ヒサオ

理　事
（研究所長、副研究所長、研究開発基盤センター長併任）

望月　直樹 モチヅキ　ナオキ

企画戦略局長（企画経営部長併任） 柳樂　晃洋 ナギラ　テルヒロ

病院長 小林　順二郎 コバヤシ　ジュンジロウ

副院長 安田　聡 ヤスダ　サトシ

副院長 豊田　一則 トヨダ　カズノリ

副院長 飯原　弘二 イイハラ　コウジ

副研究開発基盤センター長 巽　英介 タツミ　エイスケ

理事長特任補佐（政策医療部長併任） 一瀬　篤 イチノセ　アツシ

理事長特任補佐 宍戸　稔聡 シシド　トシアキ

理事長特任補佐 山本　晴子 ヤマモト　ハルコ

総務部長（人事部長併任） 宮下　克巳 ミヤシタ　カツミ

財務経理部長 国松　孝成 クニマツ　コウセイ

移転建替推進部長 中森　幸雄 ナカモリ　ユキオ

コンプライアンス室長 木村　尚巧 キムラ　ナホヨシ

看護部長 三井　佐代子 ミツイ　サヨコ

国立循環器病研究センター執行役員会名簿

平成３０年８月１日付

氏　　名



職　名 就任年月日

理事長 小川　久雄 ｵｶﾞﾜ　ﾋｻｵ H28.2.1

理　事 望月　直樹 ﾓﾁﾂﾞｷ　ﾅｵｷ H30.4.1

理　事
（非常勤）

尾崎    裕 ｵｻﾞｷ　ﾋﾛｼ H28.4.1

理　事
（非常勤）

瀧原　圭子 ﾀｷﾊﾗ　ｹｲｺ H30.4.1

国立循環器病研究センター理事会名簿

平成３０年４月１日付

氏　　名



(様式第 7) 

専門性の高い対応を行う上での取組みに関する書類（任意） 

 

 

1  病院の機能に関する第三者による評価 

① 病院の機能に関する第三者による評価の有無 有・無 

 ・評価を行った機関名、評価を受けた時期 

日本医療機能評価機構による病院機能評価 

平成２７年６月５日認定（平成２７年３月１１、１２日受審） 

 

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

と。 

 

 

2  果たしている役割に関する情報発信 

① 果たしている役割に関する情報発信の有無 有・無 

 ・情報発信の方法、内容等の概要 

ホームページで循環器に関する主な疾患について、その原因や治療法などについて分か

りやすく紹介している。 

  定期的に市民公開講座を開催し、循環器疾患かかる情報提供・啓蒙活動を実施している。 

 

 

 

3  複数の診療科が連携して対応に当たる体制 

① 複数の診療科が連携して対応に当たる体制の有無 有・無 

 ・複数の診療科が連携して対応に当たる体制の概要 

各診療科にコンサルティングドクターを設けており、速やかな連携を図っている。 

 

 

 

 

 


