
(様式第10)

厚生労働大臣　　　　　　　　殿

開設者名 学校法人　関西医科大学
理事長　山下　敏夫 (印)

記
1　開設者の住所及び氏名
　住　　　所 〒 573-1010

　氏　　　名
(注)

2　名　　称

3　所在の場所
〒 573-1191

大阪府枚方市新町２丁目３番１号 072 ) 804-0101

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

　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 30 年 10 月 5 日

関西医科大学附属病院の業務に関する報告について

関 病 発 第 18X01 号

大阪府枚方市新町２丁目５番１号
学校法人　関西医科大学　理事長　山下　敏夫

　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。

　関西医科大学附属病院

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

アレルギー疾患内科またはアレルギー科の内容は呼吸器内科、小児科、耳鼻咽喉科、皮膚科、眼科で診
療している。



(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751 751

病理診断科 臨床検査科

内分泌外科の内容は、耳鼻咽喉科、泌尿器科で診療している。

肝臓内科 心療内科 糖尿病内科 肝臓外科

胆のう外科 膵臓外科 頭頸部外科 形成外科 リハビリテーション科

　「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。

血液・腫瘍内科

　「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）。



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

 

皮 膚 科 専 門 医

泌 尿 器 科 専 門 医

産 婦 人 科 専 門 医

あん摩マッサージ指圧師

医療社会事業従事者

10

170

　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。

医療安全管理対策委員会委員長として、平成25年4月1日から平成30年3月31日まで業務を担当しています。

澤田　敏 平成25年4月1日

12

10

10

12

5

13

13

34

2

11

4

10

合　計

耳鼻咽喉科専門医

脳神経外科専門医小 児 科 専 門 医

35.0 855.0

0.0

3

43

71

0

0

0

9

33

153

0

7

7

21

0

0

臨床検査技師

衛生検査技師
検査

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

24

57 2.00 59.0

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

3.0

6 5.00 11.0

33 33.0

820

69 0

3 1.00 4.0 23

341 120.00 461.0
診療エックス線技師

臨床

外 科 専 門 医

精 神 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。

14

891.70
鉄筋コンク

リート造（一
部鉄骨造）耐

火建物

151.50

　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 53 心電計集中治療室

1,448.021.81,426.2

　「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。

985.4

156.0

3.0

23.0

392.0

合 計歯 科 等 以 外 歯　科　等

670.9 0.3 671.2

210

52,000

　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。

〃

〃

〃

安全ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ､ﾊﾞｸﾃｱﾗｰﾄ３D、BDﾌｪﾆｯｸｽ、ﾗｲﾄｻｲｸﾗｰ

ｶｾｯﾄ印字機、ｽﾗｲﾄﾞ印字機､ﾊﾟﾗﾌｨﾝ液透機､免疫染色機

ﾊﾟﾗﾌｨﾝ液透機､包理ｾﾝﾀｰ､ﾄﾞﾗﾌﾄﾁｬﾝﾊﾞｰ

顕微鏡､冷却遠心機､CO2ｲﾝｷｭﾍﾞｰﾀﾞｰ

53.00

病棟業務課

2

1

〃 AUX5800,XE-2100,ｱｰｷﾃｸﾄ,Eﾓｼﾞｭｰﾙ、CS-5100405.30

112.90

299.90

118.90

8,193.84

363.40

1,135.16

〃

〃

〃



 

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

16,679

1,621

30,736

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。

藤本 良知
枚方市医師会
会長

〇
地域医療に関す
る学識経験者

1

76.60 54.27

21,923紹 介 患 者 の 数

他の病院又は診療所に紹介した患者の数

森田 眞照
市立ひらかた病院
病院長

病院機能に関す
る学識経験者

1

永井 仁美
富田林保健所
所長

公衆衛生に関す
る学識経験者

1

吉野 敬昌
枚方信用金庫
理事長

医療を受ける側
の代表者

2

谷川 昇
関西医科大学医学部
放射線科学講座教授

医療に関する学
識経験者

1

関西医科大学
臨床病理学講座教授

臨床病理に関す
る学識経験者

1

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

本学ホームページにて公表

蔦 幸治



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

20人　

0人　

1人　

0人　

0人　

0人　

0人　

人　

人　

人　

人　

人　

人　

人　

人　

人　

人　

人　

人　

人　

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

　　　　　第百二十九号）第二各号に掲げる先進医療について記入すること。

(注） 2　「取扱患者数」欄には、前年度の年間実患者数を記入すること。

高度の医療の提供の実績

先　進　医　療　の　種　類   

多焦点眼内レンズを用いた水晶体再建術

腹腔鏡下広汎子宮全摘術

放射線照射前に大量メトトレキサート療法を行った後のテモゾロミド内服投与及び放射線治療の併用療法
並びにテモゾロミド内服投与の維持療法

術前のS-1内服投与、シスプラチン静脈内投与及びトラスツズマブ静脈内投与の併用療法

テモゾロミド用量強化療法

リツキシマブ点滴注射後におけるミコフェノール酸モフェチル経口投与による寛解維持療法

膵癌腹膜転移に対するS-1+パクリタキセル経静脈腹腔内投与併用療法

（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 腹腔鏡下傍大動脈リンパ節郭清術 取扱患者数 1人　

当該医療技術の概要

医療技術名 内視鏡下手術用ロボットを用いた腹腔鏡下広汎子宮全摘出術 取扱患者数 2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
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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

本手術は、2017年7月11日　先進医療Aに告知された術式であり、現在早期子宮体がんに対して保険診療
として行っている腹腔鏡下子宮体がん根治術に腹腔鏡下傍大動脈リンパ節郭清術を追加するものである。
この傍大動脈リンパ節郭精術は、現在保険診療として開腹術で行っている傍大動脈リンパ節郭清と同様の
方法を腹腔鏡下で行うものである。具体的には、カメラを下腹部正中から上腹部の方向に向け、後腹膜を
切開し、腹膜を腹壁側に吊り上げ又は排圧し空間を確保し、腹大動脈より下腸間膜動脈・腎動脈を確認し
た上で、腎動脈以下の傍大動脈リンパ節郭清術を行う。

根治的子宮癌手術は、比較的早期の子宮癌対する最も一般的な治療法であるが、手術的には他の開放
手術に比べて出血量が多く、また侵襲性の高い術式であった。1990年頃に腹腔鏡下手術の当該術式への
適応が模索され、開腹手術に比し出血量が少ないこと、術後疼痛が軽微あることが多くの利点が提唱され
てきたが、2次元視野での難易度の高い術式あることは否めない。手術支援ロボットであるda vincisは三次
元視野下での手術操作を可能とするとともに手術野に挿入された鉗子の先端部が広い自由度を保持した
関節機能を有する事により小骨盤腔という極めて狭小な手術野での鉗子先端部の自由な可動域を得るこ
とにより、従来は難しいされれた鉗子操作を容易に行えることが可能となり、気腹圧による静脈出血の制御
という腹腔鏡下手術の利点と手術操作の可動域の拡大を兼ね備えた画期的手術手技となり得ることが明
らかになってきた。加えるに10倍の拡大視野下での手術操作により、神経、血管等の確認を容易とし、確実
な尿管の剥離、より確実な子宮動脈の剥離結紮を可能にするなど従来の開腹手術では期待できなかった
多くの利点がある手術である。

（様式第2）



（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）。



疾　　　患　　　名 患者数 疾　　　患　　　名 患者数
1 球脊髄性筋萎縮症 9 56 ベーチェット病 105
2 筋萎縮性側索硬化症 25 57 特発性拡張型心筋症 61
3 脊髄性筋萎縮症 1 58 肥大型心筋症 53
4 原発性側索硬化症 1 59 拘束型心筋症 0
5 進行性核上性麻痺 36 60 再生不良性貧血 44
6 パーキンソン病 435 61 自己免疫性溶血性貧血 19
7 大脳皮質基底核変性症 13 62 発作性夜間ヘモグロビン尿症 1
8 ハンチントン病 3 63 特発性血小板減少性紫斑病 276
9 神経有棘赤血球症 0 64 血栓性血小板減少性紫斑病 0
10 シャルコー・マリー・トゥース病 6 65 原発性免疫不全症候群 16
11 重症筋無力症 160 66 IgＡ 腎症 111
12 先天性筋無力症候群 0 67 多発性嚢胞腎 36
13 多発性硬化症／視神経脊髄炎 45 68 黄色靱帯骨化症 42

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
33 69 後縦靱帯骨化症 137

15 封入体筋炎 0 70 広範脊柱管狭窄症 3
16 クロウ・深瀬症候群 1 71 特発性大腿骨頭壊死症 88
17 多系統萎縮症 38 72 下垂体性ADH分泌異常症 0
18 脊髄小脳変性症(多系統萎縮症を除く。) 72 73 下垂体性TSH分泌亢進症 0
19 ライソゾーム病 2 74 下垂体性PRL分泌亢進症 0
20 副腎白質ジストロフィー 4 75 クッシング病 2
21 ミトコンドリア病 2 76 下垂体性ゴナドトロピン分泌亢進症 0
22 もやもや病 27 77 下垂体性成長ホルモン分泌亢進症 0
23 プリオン病 0 78 下垂体前葉機能低下症 0
24 亜急性硬化性全脳炎 0 79 家族性高コレステロール血症（ホモ接合体） 0
25 進行性多巣性白質脳症 0 80 甲状腺ホルモン不応症 0
26 HTLV-1関連脊髄症 42 81 先天性副腎皮質酵素欠損症 0
27 特発性基底核石灰化症 1 82 先天性副腎低形成症 0
28 全身性アミロイドーシス 2 83 アジソン病 3
29 ウルリッヒ病 0 84 サルコイドーシス 209
30 遠位型ミオパチー 2 85 特発性間質性肺炎 17
31 ベスレムミオパチー 0 86 肺動脈性肺高血圧症 10
32 自己貪食空胞性ミオパチー 1 87 肺静脈閉塞症／肺毛細血管腫症 0
33 シュワルツ・ヤンペル症候群 0 88 慢性血栓塞栓性肺高血圧症 4
34 神経線維腫症 48 89 リンパ脈管筋腫症 3
35 天疱瘡 28 90 網膜色素変性症 95
36 表皮水疱症 0 91 バッド・キアリ症候群 1
37 膿疱性乾癬（汎発型） 1 92 特発性門脈圧亢進症 2
38 スティーヴンス・ジョンソン症候群 7 93 原発性胆汁性肝硬変 99
39 中毒性表皮壊死症 2 94 原発性硬化性胆管炎 10
40 高安動脈炎 5 95 自己免疫性肝炎 106
41 巨細胞性動脈炎 3 96 クローン病 111
42 結節性多発動脈炎 17 97 潰瘍性大腸炎 254
43 顕微鏡的多発血管炎 19 98 好酸球性消化管疾患 0
44 多発血管炎性肉芽腫症 9 99 慢性特発性偽性腸閉塞症 0
45 好酸球性多発血管炎性肉芽腫症 22 100 巨大膀胱短小結腸腸管蠕動不全症 1
46 悪性関節リウマチ 10 101 腸管神経節細胞僅少症 0
47 バージャー病 10 102 ルビンシュタイン・テイビ症候群 0
48 原発性抗リン脂質抗体症候群 2 103 CFC症候群 0
49 全身性エリテマトーデス 281 104 コステロ症候群 0
50 皮膚筋炎／多発性筋炎 126 105 チャージ症候群 0
51 全身性強皮症 64 106 クリオピリン関連周期熱症候群 0
52 混合性結合組織病 45 107 全身型若年性特発性関節炎 6
53 シェーグレン症候群 241 108 TNF受容体関連周期性症候群 0
54 成人スチル病 19 109 非典型溶血性尿毒症症候群 2
55 再発性多発軟骨炎 7 110 ブラウ症候群 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）



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 6 161 家族性良性慢性天疱瘡 2
112 マリネスコ・シェーグレン症候群 0 162 類天疱瘡（後天性表皮水疱症を含む。） 2
113 筋ジストロフィー 34 163 特発性後天性全身性無汗症 0
114 非ジストロフィー性ミオトニー症候群 0 164 眼皮膚白皮症 1
115 遺伝性周期性四肢麻痺 0 165 肥厚性皮膚骨膜症 0
116 アトピー性脊髄炎 0 166 弾性線維性仮性黄色腫 0
117 脊髄空洞症 13 167 マルファン症候群 4
118 脊髄髄膜瘤 0 168 エーラス・ダンロス症候群 3
119 アイザックス症候群 0 169 メンケス病 0
120 遺伝性ジストニア 0 170 オクシピタル・ホーン症候群 0
121 神経フェリチン症 0 171 ウィルソン病 2
122 脳表ヘモジデリン沈着症 1 172 低ホスファターゼ症 0

123
禿頭と変形性脊椎症を伴う常染色体劣性

白質脳症
0 173 VATER症候群 1

124
皮質下梗塞と白質脳症を伴う常染色体優

性脳動脈症
0 174 那須・ハコラ病 0

125
神経軸索スフェロイド形成を伴う遺伝性び

まん性白質脳症
0 175 ウィーバー症候群 0

126 ペリー症候群 0 176 コフィン・ローリー症候群 0
127 前頭側頭葉変性症 0 177 有馬症候群 0
128 ビッカースタッフ脳幹脳炎 0 178 モワット・ウィルソン症候群 0
129 痙攣重積型（二相性）急性脳症 1 179 ウィリアムズ症候群 1
130 先天性無痛無汗症 0 180 ＡＴＲ－Ｘ症候群 0
131 アレキサンダー病 0 181 クルーゾン症候群 2
132 先天性核上性球麻痺 0 182 アペール症候群 1
133 メビウス症候群 0 183 ファイファー症候群 0
134 中隔視神経形成異常症/ドモルシア症候群 0 184 アントレー・ビクスラー症候群 0
135 アイカルディ症候群 0 185 コフィン・シリス症候群 0
136 片側巨脳症 0 186 ロスムンド・トムソン症候群 0
137 限局性皮質異形成 0 187 歌舞伎症候群 0
138 神経細胞移動異常症 0 188 多脾症候群 0
139 先天性大脳白質形成不全症 0 189 無脾症候群 1
140 ドラベ症候群 0 190 鰓耳腎症候群 0
141 海馬硬化を伴う内側側頭葉てんかん 0 191 ウェルナー症候群 0
142 ミオクロニー欠神てんかん 0 192 コケイン症候群 0
143 ミオクロニー脱力発作を伴うてんかん 0 193 プラダー・ウィリ症候群 3
144 レノックス・ガストー症候群 1 194 ソトス症候群 1
145 ウエスト症候群 0 195 ヌーナン症候群 0
146 大田原症候群 0 196 ヤング・シンプソン症候群 0
147 早期ミオクロニー脳症 0 197 １p36欠失症候群 0
148 遊走性焦点発作を伴う乳児てんかん 0 198 ４p欠失症候群 0
149 片側痙攣・片麻痺・てんかん症候群 0 199 ５p欠失症候群 0
150 環状20番染色体症候群 0 200 第14番染色体父親性ダイソミー症候群 0
151 ラスムッセン脳炎 0 201 アンジェルマン症候群 0
152 ＰＣＤＨ19関連症候群 0 202 スミス・マギニス症候群 0
153 難治頻回部分発作重積型急性脳炎 0 203 22q11.2欠失症候群 4

154
徐波睡眠期持続性棘徐波を示すてんかん

性脳症
0 204 エマヌエル症候群 0

155 ランドウ・クレフナー症候群 0 205 脆弱Ｘ症候群関連疾患 0
156 レット症候群 2 206 脆弱X症候群 0
157 スタージ・ウェーバー症候群 2 207 総動脈幹遺残症 0
158 結節性硬化症 5 208 修正大血管転位症 1
159 色素性乾皮症 0 209 完全大血管転位症 3
160 先天性魚鱗癬 1 210 単心室症 12



4　指定難病についての診療

高度の医療の提供の実績
（様式第2）

疾　　　患　　　名 患者数 疾　　　患　　　名 患者数

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

ラーゼ欠損症
0

212 三尖弁閉鎖症 4 260 シトステロール血症 0
213 心室中隔欠損を伴わない肺動脈閉鎖症 0 261 タンジール病 0
214 心室中隔欠損を伴う肺動脈閉鎖症 0 262 原発性高カイロミクロン血症 1
215 ファロー四徴症 25 263 脳腱黄色腫症 0
216 両大血管右室起始症 6 264 無βリポタンパク血症 0
217 エプスタイン病 1 265 脂肪萎縮症 1
218 アルポート症候群 4 266 家族性地中海熱 4
219 ギャロウェイ・モワト症候群 0 267 高ＩｇＤ症候群 0
220 急速進行性糸球体腎炎 9 268 中條・西村症候群 0

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
3

222 一次性ネフローゼ症候群 0 270 慢性再発性多発性骨髄炎 0
223 一次性膜性増殖性糸球体腎炎 8 271 強直性脊椎炎 18
224 紫斑病性腎炎 21 272 進行性骨化性線維異形成症 0
225 先天性腎性尿崩症 0 273 肋骨異常を伴う先天性側弯症 0
226 間質性膀胱炎（ハンナ型） 0 274 骨形成不全症 3
227 オスラー病 2 275 タナトフォリック骨異形成症 0
228 閉塞性細気管支炎 0 276 軟骨無形成症 0
229 肺胞蛋白症（自己免疫性又は先天性） 0 277 リンパ管腫症/ゴーハム病 0
230 肺胞低換気症候群 0 278 巨大リンパ管奇形（頚部顔面病変） 0

231 α1－アンチトリプシン欠乏症 0 279
巨大静脈奇形（頚部口腔咽頭びまん性病

変）
0

232 カーニー複合 0 280 巨大動静脈奇形（頚部顔面又は四肢病変） 0
233 ウォルフラム症候群 0 281 クリッペル・トレノネー・ウェーバー症候群 1

234
ペルオキシソーム病（副腎白質ジストロ

フィーを除く。）
0 282 先天性赤血球形成異常性貧血 0

235 副甲状腺機能低下症 6 283 後天性赤芽球癆 0
236 偽性副甲状腺機能低下症 2 284 ダイアモンド・ブラックファン貧血 0
237 副腎皮質刺激ホルモン不応症 0 285 ファンコニ貧血 0
238 ビタミンＤ抵抗性くる病/骨軟化症 0 286 遺伝性鉄芽球性貧血 0
239 ビタミンＤ依存性くる病/骨軟化症 0 287 エプスタイン症候群 0
240 フェニルケトン尿症 0 288 自己免疫性出血病XIII 0
241 高チロシン血症1型 0 289 クロンカイト・カナダ症候群 0
242 高チロシン血症2型 0 290 非特異性多発性小腸潰瘍症 0
243 高チロシン血症3型 0 291 ヒルシュスプルング病（全結腸型又は小腸 22
244 メープルシロップ尿症 0 292 総排泄腔外反症 0
245 プロピオン酸血症 0 293 総排泄腔遺残 1
246 メチルマロン酸血症 0 294 先天性横隔膜ヘルニア 4
247 イソ吉草酸血症 0 295 乳幼児肝巨大血管腫 0
248 グルコーストランスポーター1欠損症 0 296 胆道閉鎖症 8
249 グルタル酸血症1型 0 297 アラジール症候群 0
250 グルタル酸血症2型 0 298 遺伝性膵炎 0
251 尿素サイクル異常症 0 299 嚢胞性線維症 0
252 リジン尿性蛋白不耐症 0 300 ＩｇＧ４関連疾患 32
253 先天性葉酸吸収不全 0 301 黄斑ジストロフィー 18
254 ポルフィリン症 0 302 レーベル遺伝性視神経症 1
255 複合カルボキシラーゼ欠損症 0 303 アッシャー症候群 0
256 筋型糖原病 0 304 若年発症型両側性感音難聴 0
257 肝型糖原病 0 305 遅発性内リンパ水腫 1

258
ガラクトース－１－リン酸ウリジルトランス

フェラーゼ欠損症
0 306 好酸球性副鼻腔炎 129



4　指定難病についての診療

高度の医療の提供の実績
（様式第2）

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

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

ル（GPI）欠損症
0

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

315
ネイルパテラ症候群（爪膝蓋骨症候群）／Ｌ

ＭＸ１Ｂ関連腎症
0 327

特発性血栓症（遺伝性血栓性素因によるも
のに限る。）

0

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

（注）　「患者数」欄には、前年度の年間実患者数を記入すること。



5　届出が受理されている診療報酬制度における施設基準等（基本診療科）

　
・

地域歯科診療支援病院歯科初診料 　・ 精神疾患診療体制加算

　
・

歯科外来診療環境体制加算２ 　・ 救命救急入院料１

　
・

特定機能病院入院基本料 　・ 救命救急入院料４

　
・

超急性期脳卒中加算 　・ 特定集中治療室管理料２

　
・

診療録管理体制加算２ 　・ 総合周産期特定集中治療室管理料

　
・

医師事務作業補助体制加算１ 　・ 新生児治療回復室入院医療管理料

　
・

急性期看護補助体制加算 　・ 小児入院医療管理料２

　
・

看護職員夜間配置加算

　
・

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

　
・

栄養サポートチーム加算

　
・

医療安全対策加算１

　
・

感染防止対策加算１

　
・

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

　
・

ハイリスク分娩管理加算

　
・

総合評価加算

　
・

呼吸ケアチーム加算

　
・

後発医薬品使用体制加算１

　
・

病棟薬剤業務実施加算１

　
・

データ提出加算

　
・

入退院支援加算

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

（様式第2）（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）

・
歯科疾患管理料の注11に掲げる総合医療管理加算及
び歯科治療時医療管理料

・ 検体検査管理加算（Ⅰ）

・ 糖尿病合併症管理料 ・ 検体検査管理加算（Ⅳ）

・ がん性疼痛緩和指導管理料 ・ 国際標準検査管理加算

・ がん患者指導管理料イ ・ 遺伝カウンセリング加算

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

・ 外来緩和ケア管理料 ・ 胎児心エコー法

・ 移植後患者指導管理料（臓器移植後） ・ 時間内歩行試験及びシャトルウォーキングテスト

・ 移植後患者指導管理料（造血幹細胞移植後） ・ ヘッドアップティルト試験

・ 糖尿病透析予防指導管理料 ・ 長期継続頭蓋内脳波検査

・ 乳腺炎重症化予防・ケア指導料 ・ 脳波検査判断料１

・ 外来放射線照射診療料 ・ 神経学的検査

・ ニコチン依存症管理料 ・ 補聴器適合検査

・
療養・就労両立支援指導料の注２に掲げる相談体制充
実加算

・ ロービジョン検査判断料

・ がん治療連携計画策定料 ・ コンタクトレンズ検査料１

・ 排尿自立指導料 ・ 小児食物アレルギー負荷検査

・ 肝炎インターフェロン治療計画料 ・ 内服・点滴誘発試験

・ 薬剤管理指導料 ・ ＣＴ透視下気管支鏡検査加算

・ 地域連携診療計画加算 ・ 画像診断管理加算２

・ 医療機器安全管理料１ ・ ポジトロン断層撮影

・ 医療機器安全管理料２ ・ ポジトロン断層・コンピューター断層複合撮影

・
在宅患者訪問看護・指導料及び同一建物居住者訪問
看護・指導料

・ ＣＴ撮影及びＭＲＩ撮影

・ 在宅腫瘍治療電場療法指導管理料 ・ 冠動脈ＣＴ撮影加算

・ 持続血糖測定器加算及び皮下連続式グルコース測定 ・ 外傷全身ＣＴ加算

・ 遺伝学的検査 ・ 心臓ＭＲＩ撮影加算

・
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）

・ 乳房ＭＲＩ撮影加算

・
ＨＰＶ核酸検出及びＨＰＶ核酸検出（簡易ジェノタイプ判
定）

・ 小児鎮静下ＭＲＩ撮影加算

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

（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）

・ 抗悪性腫瘍剤処方管理加算 ・ 脳腫瘍覚醒下マッピング加算

・ 外来化学療法加算１ ・ 原発性悪性脳腫瘍光線力学療法加算

・ 無菌製剤処理料 ・ 頭蓋骨形成手術（骨移動を伴うものに限る。）

・ 心大血管疾患リハビリテーション料（Ⅰ） ・
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

・ 脳血管疾患等リハビリテーション料（Ⅰ） ・ 脊髄刺激装置植込術及び脊髄刺激装置交換術

・ 運動器リハビリテーション料（Ⅰ） ・
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））

・ 呼吸器リハビリテーション料（Ⅰ） ・ 緑内障手術（水晶体再建術併用眼内ドレーン挿入術）

・ がん患者リハビリテーション料 ・ 網膜再建術

・ 歯科口腔リハビリテーション料２ ・ 人工中耳植込術

・ 認知療法・認知行動療法１ ・
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

・
医科点数表第２章第９部処置の通則の５に掲げる処置
の休日加算１

・ 内視鏡下鼻・副鼻腔手術Ⅴ型（拡大副鼻腔手術）

・
医科点数表第２章第９部処置の通則の５に掲げる処置
の時間外加算１

・
上顎骨形成術（骨移動を伴う場合に限る。）、下顎骨形
成術（骨移動を伴う場合に限る。）

・
医科点数表第２章第９部処置の通則の５に掲げる処置
の深夜加算１

・
乳腺腫瘍画像ガイド下吸引術（一連につき）（ＭＲＩによ
るもの）

・ レーザー機器加算 ・
乳がんセンチネルリンパ節加算１及びセンチネルリン
パ節生検（併用）

・ 硬膜外自家血注入 ・
乳腺悪性腫瘍手術（乳輪温存乳房切除術（腋窩郭清を伴わ
ないもの）及び乳輪温存乳房切除術（腋窩郭清を伴うもの））

・ エタノールの局所注入（甲状腺） ・ ゲル充填人工乳房を用いた乳房再建術（乳房切除後）

・ エタノールの局所注入（副甲状腺） ・

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

・ 人工腎臓 ・ 経皮的冠動脈形成術（特殊カテーテルによるもの）

・ 導入期加算１ ・ 胸腔鏡下弁形成術

・ 導入期加算２及び腎代替療法実績加算 ・ 胸腔鏡下弁置換術

・ 透析液水質確保加算及び慢性維持透析濾過加算 ・ 経皮的中隔心筋焼灼術

・ 下肢末梢動脈疾患指導管理加算 ・ ペースメーカー移植術及びペースメーカー交換術

・ ＣＡＤ／ＣＡＭ冠 ・
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）

・
組織拡張器による再建手術（乳房（再建手術）の場合
に限る。）

・
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

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

・
植込型除細動器移植術及び植込型除細動器交換術及
び経静脈電極抜去術

・
骨移植術（軟骨移植術を含む。）（自家培養軟骨移植術
に限る。）

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

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

（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） ・
医科点数表第２章第10部手術の通則の12に掲げる手
術の時間外加算１

・ 腹腔鏡下胃縮小術（スリーブ状切除によるもの） ・
医科点数表第２章第10部手術の通則の12に掲げる手
術の深夜加算１

・ バルーン閉塞下逆行性経静脈的塞栓術 ・
医科点数表第２章第10部手術の通則の16に掲げる手
術

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

・ 輸血管理料Ⅰ

・ 体外衝撃波胆石破砕術 ・ 輸血適正使用加算

・ 腹腔鏡下肝切除術 ・ 自己生体組織接着剤作成術

・ 生体部分肝移植術 ・ 人工肛門・人工膀胱造設術前処置加算

・ 体外衝撃波膵石破砕術 ・ 広範囲顎骨支持型装置埋入手術

・ 腹腔鏡下膵腫瘍摘出術 ・ 麻酔管理料（Ⅰ）

・ 腹腔鏡下膵体尾部腫瘍切除術 ・ 麻酔管理料（Ⅱ）

・ 早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術 ・ 放射線治療専任加算

・ 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術 ・ 外来放射線治療加算

・ 腎腫瘍凝固・焼灼術（冷凍凝固によるもの） ・ 高エネルギー放射線治療

・
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）

・ １回線量増加加算

・ 同種死体腎移植術 ・ 強度変調放射線治療（ＩＭＲＴ）

・ 生体腎移植術 ・ 画像誘導放射線治療（ＩＧＲＴ）

・ 膀胱水圧拡張術 ・ 体外照射呼吸性移動対策加算

・ 腹腔鏡下膀胱悪性腫瘍手術 ・ 定位放射線治療

・ 人工尿道括約筋植込・置換術 ・ 定位放射線治療呼吸性移動対策加算

・ 腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術 ・ 画像誘導密封小線源治療加算

・
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）

・ 保険医療機関間の連携による病理診断

・ 腹腔鏡下仙骨膣固定術 ・ 病理診断管理加算２

・ 腹腔鏡下子宮悪性腫瘍手術（子宮体がんに限る。） ・ 悪性腫瘍病理組織標本加算

・ 腹腔鏡下子宮悪性腫瘍手術（子宮頸がんに限る。） ・ クラウン・ブリッジ維持管理料

・ 胎児胸腔・羊水腔シャント術

・
医科点数表第２章第10部手術の通則の12に掲げる手
術の休日加算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

（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

臨床検査部：年間75回　病理部：月4～5回

剖　検　の　状　況

　・

　・

剖検症例数　　　24例　　　／　　剖検率      3.8%

　・

　・ 　・

(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

　・腹腔鏡下胃縮小術（スリーブ状切除によるもの） 　・

　・

　・

　・

　・

　・

　・

　・

　・

　・

　・

（様式第2）



（様式第3）

１．研究費補助等の実績
研究課題名 研究者氏名 所属部門 金額

高圧処理技術を用いた巨大色素性母斑治
療～不活化機序解明と生着率向上

森本　尚樹 形成外科学 6,370,000
補

委

日本学術振興会
科研費

Tリンパ球由来マイクロパーティクルによる
呼吸器関連アレルギー疾患の新規病態評
価法

野村　昌作 内科学第一 1,040,000
補

委

日本学術振興会
科研費

１型自己免疫性膵炎における好塩基球を
介した自然免疫反応の役割

内田　一茂 内科学第三 1,560,000
補

委

日本学術振興会
科研費

CT透視の術者被曝を低減するシールドの
臨床評価

中谷　幸 放射線科学 1,170,000
補

委

日本学術振興会
科研費

癌根治手術のための光プローブを用いた
迅速定量病理診断法の開発

海堀　昌樹 外科学 1,820,000
補

委

日本学術振興会
科研費

インドシアニングリーン・ラクトソームを用い
たがん診断・治療技術の開発

松井　康輔 外科学 1,690,000
補

委

日本学術振興会
科研費

根治不能肝腫瘍に対する増殖型遺伝子組
換えウイルスを用いた新治療法の臨床応
用研究

權　雅憲 外科学 1,690,000
補

委

日本学術振興会
科研費

グリオーマ癌幹細胞を標的とした樹状細胞
療法の開発に関する基礎研究

淺井　昭雄 脳神経外科学 650,000
補

委

日本学術振興会
科研費

One airway, one diseaseの機序解明と新し
い治療戦略

神田　晃 耳鼻咽喉科・頭頸部外科学1,820,000
補

委

日本学術振興会
科研費

無細胞多血小板血漿の検証と実験的検討 楠本　健司 形成外科学 1,820,000
補

委

日本学術振興会
科研費

好酸球性気道炎症の治療ターゲットとして
のステロイド受容体の局在と機能の解析

小林　良樹 耳鼻咽喉科・頭頸部外科学1,690,000
補

委

日本学術振興会
科研費

高度の医療技術の開発及び評価を行う能力を有することを証する書類

補助元又委託元
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Smad2/3リンカー部リン酸化に着目した癌
幹細胞・癌の発生・進展に関する検討

福井　寿朗 内科学第三 1,430,000
補

委

日本学術振興会
科研費

顆粒球単球コロニー刺激因子の免疫抑制
作用を利用した慢性GVHD制御法の開発

佐竹　敦志 内科学第一 1,170,000
補

委

日本学術振興会
科研費

ビタミンAとD の免疫作用を利用した微少変
化型ネフローゼ症候群の画期的治療の検
討

金子　一成 小児科学 1,820,000
補

委

日本学術振興会
科研費

副腎皮質再生メカニズムの解明と自家移
植への応用

吉田　崇 腎泌尿器外科学 1,690,000
補

委

日本学術振興会
科研費

肺癌前転移ニッチ関連バイオマーカーの特
定と先制医療への展開

齊藤　朋人 呼吸器外科学 1,170,000
補

委

日本学術振興会
科研費

泌尿器内視鏡手術における Ergonomic
analysis

松田　公志 腎泌尿器外科学 1,040,000
補

委

日本学術振興会
科研費

細胞性免疫操作による老人性難聴予防 岩井　大 耳鼻咽喉科・頭頸部外科学1,820,000
補

委

日本学術振興会
科研費

放射線性顎骨壊死の病態と発症リスク因
子の解明に関する多施設共同研究

兒島　由佳 耳鼻咽喉科・頭頸部外科学1,690,000
補

委

日本学術振興会
科研費

都市部貧困がもたらす肥満児予防対策の
検討

高屋　淳二 小児科学 1,560,000
補

委

日本学術振興会
科研費

高精度がん放射線治療の確立に向けた
Web教育システム開発

中村　聡明 放射線科学 1,300,000
補

委

日本学術振興会
科研費

脂肪分解酵素を介する内因性ジギタリス物
質の産生機序の関与と高血圧発症機序の
解明

吉賀　正亨 臨床病理学 1,430,000
補

委

日本学術振興会
科研費

日常生活での心身モニタリングによるスト
レス評価と疾病リスクの予測についての検
討

神原　憲治 心療内科学 1,560,000
補

委

日本学術振興会
科研費

自己免疫膵炎の免疫病態と線維化におけ
る自然免疫の関与に関する研究

岡崎　和一 内科学第三 1,820,000
補

委

日本学術振興会
科研費

2 / 9 



腎嚢胞形成を促進するシグナル伝達機構
の分子遺伝学的研究

塚口　裕康 内科学第二 1,820,000
補

委

日本学術振興会
科研費

骨髄腫最適化治療に向けたIMiDsと抗体医
薬の免疫賦活機序の解明

伊藤　量基 内科学第一 1,820,000
補

委

日本学術振興会
科研費

ナノバブル生成器の開発：バブル投与下超
音波照射によるソノポレーション効果での
検証

狩谷　秀治 放射線科学 1,560,000
補

委

日本学術振興会
科研費

悪性腫瘍に対する2種類の同位元素を用
いた新しい経カテーテル的放射線塞栓療
法の開発

谷川　昇 放射線科学 1,820,000
補

委

日本学術振興会
科研費

増殖型遺伝子組換えヘルペスウイルスを
用いた神経内分泌腫瘍に対する新規治療
の開発

石崎　守彦 外科学 1,430,000
補

委

日本学術振興会
科研費

ウィルスの関与に着目した胸腺上皮性腫
瘍発症メカニズムに関する探索的研究

村川　知弘 呼吸器外科学 2,080,000
補

委

日本学術振興会
科研費

microRNAによる妊娠高血圧症候群の病態
解明と遺伝子治療への応用

中嶋　康文 麻酔科学 2,470,000
補

委

日本学術振興会
科研費

腎不全進行克服に向けた腎臓における組
織幹細胞階層構造解析

駒井　資弘 腎泌尿器外科学 1,820,000
補

委

日本学術振興会
科研費

手術動作の医工学的な解析と、それらを基
盤とした科学的なトレーニング法の構築

木下　秀文 腎泌尿器外科学 4,030,000
補

委

日本学術振興会
科研費

転写因子ＨＡＮＤ２による着床制御機構の
解明

岡田　英孝 産科学・婦人科学 1,170,000
補

委

日本学術振興会
科研費

脂肪幹細胞の低酸素応答メカニズムの解
明と新たな体外増幅法の開発

覚道　奈津子 形成外科学 1,430,000
補

委

日本学術振興会
科研費

敗血症ショックに対するβ受容体機能調整
を利用した新しい循環制御法の開発

鍬方　安行 救急医学 2,470,000
補

委

日本学術振興会
科研費

来院時心肺停止患者における赤血球表面
上の補体沈着とその侵襲の評価

室谷　卓 救急医学 1,820,000
補

委

日本学術振興会
科研費
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大量ナノバブルにより増強したキャビテー
ション効果を利用したソノポレーションの評
価

上野　裕 放射線科学 1,040,000
補

委

日本学術振興会
科研費

血管新生と低酸素誘導因子HIF-1に着目し
た子宮内膜症の新規治療戦略

都築　朋子 産科学・婦人科学 910,000
補

委

日本学術振興会
科研費

慢性歯周炎の歯槽骨吸収におけるIL-1β
とCX3CR1/FKNの役割

澤田　俊輔 耳鼻咽喉科・頭頸部外科学1,170,000
補

委

日本学術振興会
科研費

進行肝細胞癌に対する分子標的治療の効
果を予測する新規バイオマーカーの探求

山口　隆志 内科学第三 650,000
補

委

日本学術振興会
科研費

自己免疫性膵炎における疾患エクソソーム
の解析

富山　尚 内科学第三 1,950,000
補

委

日本学術振興会
科研費

胎児期のカルシウム不足は、仔の成獣期
に高血圧や慢性腎疾患を引き起こすの
か？

山内　壮作 小児科学 1,040,000
補

委

日本学術振興会
科研費

内視鏡下手術操作における技術分析と新
規教育方法の開発

吉田　健志 腎泌尿器外科学 910,000
補

委

日本学術振興会
科研費

IV型コラーゲン由来ペプチドによる眼内血
管新生抑制効果の検討

大中　誠之 眼科学 1,690,000
補

委

日本学術振興会
科研費

難治性乳糜漏に対する胸管-下大静脈バ
イパス術の基礎的研究

丸山　拓士 放射線科学 780,000
補

委

日本学術振興会
科研費

超音波処理法と次世代シーケンサーによる
インプラント周囲感染の新規診断法の構築

植田　成実 整形外科学 2,210,000
補

委

日本学術振興会
科研費

拡張現実（AR）技術を応用した麻酔穿刺針
ガイドシステムの先駆的開発研究

吉田　敬之 麻酔科学 1,430,000
補

委

日本学術振興会
科研費

movo/hovo遺伝子の精子形成に関する研
究

谷口　久哲 腎泌尿器外科学 2,080,000
補

委

日本学術振興会
科研費

抗腫瘍免疫賦活機能を付加した癌特異的
複製型HSV-1による肝細胞癌への治療開
発

中竹　利知 外科学 2,210,000
補

委

日本学術振興会
科研費
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インジェクタブル人工脂肪の開発 森本　尚樹 形成外科学 910,000
補

委

日本学術振興会
科研費

医療面接におけるコミュニケーション技法
の客観的評価指針の開発

阿部　哲也 心療内科学 1,040,000
補

委

日本学術振興会
科研費

脊髄後角GABAA受容体δサブユニットの
神経障害性疼痛における役割

博多　紗綾 麻酔科学 1,300,000
補

委

日本学術振興会
科研費

鎮静レベルでの脳波変化の解明と鎮静モ
ニターの開発

萩平　哲 麻酔科学 1,170,000
補

委

日本学術振興会
科研費

重症外傷患者における血管内皮障害と免
疫応答メカニズムの解明

高橋　弘毅 救急医学 130,000
補

委

日本学術振興会
科研費

ヒト癌幹細胞に対するINF-α賦活BID遺伝
子/放射線集学的治療の検討

岩田　亮一 脳神経外科学 520,000
補

委

日本学術振興会
科研費

新しい核酸医薬で敗血症を治療するため
の分子基盤の構築

海堀　昌樹 外科学 130,000
補

委

日本学術振興会
科研費

新しい核酸医薬で敗血症を治療するため
の分子基盤の構築

中竹　利知 外科学 65,000
補

委

日本学術振興会
科研費

セプシス・外傷に対するリンパ球・好中球の
生体反応からみた免疫学的病態解析法の
確立

高橋　弘毅 救急医学 65,000
補

委

日本学術振興会
科研費

次世代シークエンサーを用いた急性脳炎・
脳症診断への新たな取り組み

高橋　弘毅 救急医学 65,000
補

委

日本学術振興会
科研費

急性腎障害に関与するmiRNA-ceRNAクロ
ストークとバイオマーカーへの応用

中嶋　康文 麻酔科学 572,000
補

委

日本学術振興会
科研費

正規化・データベース化した病理DICOMの
探索による術中患部移動変形計算につい
て

埜中　正博 脳神経外科学 390,000
補

委

日本学術振興会
科研費

減量外科治療における効果不良因子の検
討-多施設共同調査研究

井上　健太郎 外科学 249,600
補

委

日本学術振興会
科研費
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病態解明および創薬を目標とした小児先
天性心疾患患者の赤血球中microRNA解
析

中嶋　康文 麻酔科学 13,000
補

委

日本学術振興会
科研費

microRNA急性腎障害発症機序の解明と早
期診断バイオメーカーへの応用

中嶋　康文 麻酔科学      494,000
補

委

日本学術振興会
科研費

放射線性多発う触の発生機序の解明と予
防法に関する多施設共同ランダム化比較
試験

兒島　由佳
耳鼻咽喉科・頭頸部

外科学
      65,000

補

委

日本学術振興会
科研費

2型糖尿病易感染症病態の解明と治療に
向けた白血球遺伝子及びcfDNAの網羅的
解析

中嶋　康文 麻酔科学      130,000
補

委

日本学術振興会
科研費

IgG4関連疾患の診断基準並びに診療指針
の確立を目指す研究

岡崎　和一 内科学第三  24,999,000
補

委
厚生労働省

難治性炎症性腸管障害に関する調査研究 岡崎　和一 内科学第三      250,000
補

委
厚生労働省

小児期発症の希少難治性肝胆膵疾患の移
行期を包含し診療の質の向上に関する研
究

濵田　吉則 外科学      160,000
補

委
厚生労働省

自己炎症性疾患とその類縁疾患の全国診
療体制整備、重症度分類、診療ガイドライ
ンの確立に関する研究

神戸　直智 皮膚科学      600,000
補

委
厚生労働省

網膜脈絡膜・視神経萎縮症に関する調査
研究

髙橋　寛二 眼科学      400,000
補

委
厚生労働省

高齢者のがん医療の質の向上に資する簡
便で効果的な意思決定支援プログラムの
開発に関する研究

海堀　昌樹 外科学      700,000
補

委
厚生労働省

先天性巨大色素性母斑を母地とした悪性
黒色腫に対する予防的低侵襲治療方法の
開発〜First-in-man臨床研究から先進医
療へ

森本尚樹 形成外科学  47,399,999
補

委

日本医療研究開発
機構（AMED）

切除不能進行・再発胃がんに対する個別
化治療と最適化標準治療に関する研究

井上健太郎 外科学      697,320
補

委

日本医療研究開発
機構（AMED）

がん治療中のせん妄の発症予防を目指し
た多職種せん妄プログラムの開発

海堀昌樹 外科学   4,290,000
補

委

日本医療研究開発
機構（AMED）
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認知症合併に対応した最適の治療選択と
安全性の向上を目指した支援プログラムの
開発

海堀昌樹 外科学   1,300,000
補

委

日本医療研究開発
機構（AMED）

革新的抗がんウイルス療法の実用化臨床
研究

海堀昌樹 外科学   1,400,000
補

委

日本医療研究開発
機構（AMED）

局所進行非扁平上皮非小細胞肺癌に対す
るシスプラチン＋S-1同時胸部放射線治療
とシスプラチン＋ペメトレキセド同時胸部放
射線治療の無作為化第II相試験

倉田宝保 内科学第一      100,000
補

委

日本医療研究開発
機構（AMED）

EGFR遺伝子変異陽性進行非扁平上皮非
小細胞肺癌に対するゲフィチニブ単剤治療
とゲフィチニブにシスプラチン+ペメトレキセ
ドを途中挿入する治療とのランダム化比較
試験(JCOG1404/WJOG8214L:AGAIN)

倉田宝保 内科学第一      585,000
補

委

日本医療研究開発
機構（AMED）

がん患者の難治性神経障害性疼痛へのエ
ビデンスに基づく標準的薬物療法の開発

蓮尾英明 心療内科学      274,300
補

委

日本医療研究開発
機構（AMED）

IgG4 関連疾患の新規バイオマーカーと治療
ターゲット開発に関する研究

岡﨑和一 内科学第三   2,210,000
補

委

日本医療研究開発
機構（AMED）

自己炎症性疾患の治療標的分子同定およ
び薬剤開発基盤整備

神戸直智 皮膚科学   1,755,000
補

委

日本医療研究開発
機構（AMED）

自己炎症性症候群Blau症候群と中條西村
症候群の病態解析と新規治療標的探索

神戸直智 皮膚科学   1,560,000
補

委

日本医療研究開発
機構（AMED）

内視鏡外科手術における熟練技術追体験
システムを使用したトレーニングシステムの
評価

松田公志 腎泌尿器外科学   1,300,000
補

委

日本医療研究開発
機構（AMED）

TLR7を標的としたSLE治療薬の開発 伊藤量基 内科学第一   1,560,000
補

委

日本医療研究開発
機構（AMED）

C型肝炎ウイルスに起因する肝硬変患者に
対するG-CSF動員自家末梢血CD34陽性
細胞の経肝動脈投与に関する臨床研究

海堀昌樹 外科学   4,978,429
補

委

日本医療研究開発
機構（AMED）

未来医療を実現する先端医療機器・システ
ムの研究開発/先端医療機器の開発/麻痺
した運動や知覚の機能を回復する医療機
器・システムの研究開発

長谷公隆
整形外科学・リハビ

リ科
 10,000,000

補

委

日本医療研究開発
機構（AMED）

脳機能補完による高齢者・障がい者の機
能回復支援技術の研究開発
副題：外骨格ロボットと脳機能ニューロ
フィードバックによる身体および認知・感覚
運動機能のICTを活用したリハビリテーショ

長谷公隆
整形外科学・リハビ

リ科
  5,000,000

補

委

情報通信研究機構
（NICT）
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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）

吉岡弘鎮 内科学第一      350,000
補

委

国立がん研究セン
ター(NCC)

去勢抵抗性前立腺癌の治療実態に関する
後方研究

松田　公志
腎泌尿器外科学講

座
  1,000,000

補

委

一般財団法人
大阪腎泌尿器疾患研
究財団
大阪腎泌尿器疾患研
究財団後方研究

腎移植レシピエントのフレイルおよびサル
コペニアの実態把握とその対策

矢西　正明
腎泌尿器外科学講

座
  1,000,000

補

委

公益財団法人
三井生命厚生財団
第50回医学研究助成

救急業務等における情報技術 池側　均 救急医学講座      532,000
補

委

一般財団法人
救急振興財団
委託研究事業

光ファイバー圧力センサーカテーテルを用
いた軟性腎盂尿管鏡による逆行性持続腎
盂内圧モニタリング：in vitro研究

井上　貴昭
腎泌尿器外科学講

座
     500,000

補

委

公益財団法人　内視
鏡医学研究振興財団
平成29年度　研究助
成金

泌尿器腹腔鏡手術のセッティングと手技の
習得に関する研究

松田　公志
腎泌尿器外科学講

座
     400,000

補

委

公益財団法人　内視
鏡医学研究振興財団
平成30年度　海外研
究医受け入れ助成

バルプロ酸ナトリウムによる低カルニチン
血症とFanconi症候群発症の関連性

藤代　定志 小児科学講座      400,000
補

委

公益財団法人　森永
奉仕会
平成28年度研究奨励
金

大阪府北河内地区における膵癌早期発見
を目指した地域医療連携システムの構築

池浦　司 内科学第三講座   1,000,000
補

委

公益財団法人　大阪
コミュニティ財団
2018年4月助成　が
ん研究助成金

「ひらめき☆ときめきサイエンス～ようこそ
大学の研究室へ～KAKENHI」（研究成果の
社会還元・普及事業）

中村　聡明 放射線科学講座      311,000
補

委

独立行政法人
日本学術振興会

セマフォリン４Aを標的とした新規GVHD制
御法の開発

吉村　英晃 内科学第一講座      300,000
補

委

特定非営利活動法人
近畿がん診療推進
ネットワーク
若手ステップアップが
ん研究助成金

ヒト樹状細胞における免疫調整薬
lenalidomideと抗SLAMF7抗体Elotuzumab
の免疫学的作用機序の解明

東　由子 内科学第一講座      500,000
補

委

特定非営利活動法人
近畿がん診療推進
ネットワーク
若手ステップアップが
ん研究助成金

（注）　１　国、地方公共団体又は公益法人から補助金の交付又は委託を受け、当該医療機関に所属する医師等が申請の前年度に
　　　　　行った研究のうち、高度の医療技術の開発及び評価に資するものと判断される主なものを記入すること。
　　　　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」と記入の上で補助元又は委託元を記入すること。
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(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
Takeyasu Y, Satake
A, Azuma Y, et al.

血液呼吸器膠原
病感染症内科

Tyrosine kinase inhibitor and rituximab-CHOP treatment for
concurrent chronic myeloid leukemia and non-Hodgkin lymphoma: a
case report.

Clinical Case Reports
5(12):2047-2050
2017/11

Original Article

2 Nomura S.
血液呼吸器膠原
病感染症内科

Extracellular vesicles and blood diseases.
International journal of hematology
105(4):392-405
2017/04

Original Article

3
Kurata T, Nakaya A,
Yokoi T, et al.

血液呼吸器膠原
病感染症内科

Phase I/II study of erlotinib, carboplatin, pemetrexed, and bevacizumab
in chemotherapy-naïve patients with advanced non-squamous non-
small cell lung cancer harboring epidermal growth factor receptor
mutation.

Genes, chromosomes & cancer
8(5-6):559-565
2017/05

Original Article

4
Tamaki T, Shimizu T,
Niki M, et al.

血液呼吸器膠原
病感染症内科

Immunohistochemical analysis of NANOG expression and epithelial-
mesenchymal transition in pulmonary sarcomatoid carcinoma.

Oncology letters
13(5):3695-3702
2017/05

Original Article

5
Nakaya A, Fujita S,
Satake A, et al.

血液呼吸器膠原
病感染症内科

Realistic Lenalidomide Dose Adjustment Strategy for Transplant-
Ineligible Elderly Patients with Relapsed/Refractory Multiple Myeloma:
Japanese Real-World Experience.

Acta haematologica
138(1):55-60
2017/07

Original Article

6
Nomura S, Ishii K,
Fujita S, et al.

血液呼吸器膠原
病感染症内科

Associations between acute GVHD-related biomarkers and endothelial
cell activation after allogeneic hematopoietic stem cell transplantation.

Transplant immunology
43-44:27-32
2017/07

Original Article

7
Nakatani Y, Nakaya
A, Kurata T, et al.

血液呼吸器膠原
病感染症内科

Interstitial Lung Disease Following Single-Agent Nanoparticle Albumin-
Bound Paclitaxel Treatment in Patients with Advanced Non-Small Cell
Lung Cancer.

Case reports in oncology
10(2):683-688
2017/08

Original Article

8
Niki M, Yokoi T,
Kurata T, et al.

血液呼吸器膠原
病感染症内科

New prognostic biomarkers and therapeutic effect of bevacizumab for
patients with non-small-cell lung cancer.

Lung Cancer
8:91-99
2017/08

Original Article

9
Nakaya Aya, Fujita
Shinya, Satake
Atsushi, et al.

血液呼吸器膠原
病感染症内科

Upfront high-dose chemotherapy combined with autologous stem cell
transplantation: Potential survival benefit for patients with high-risk
diffuse large B-cell lymphoma

Oncology letters
14(3):3803-3808
2017/09

Original Article

10
Sawai Y, Shimizu T,
Yamanaka Y, et al.

血液呼吸器膠原
病感染症内科

Benign metastasizing leiomyoma and 18-FDG-PET/CT: A case report
and literature review

Oncology letters
14(3):3641-3646
2017/09

Original Article

11
Nakaya A, Fujita S,
Satake A, et al.

血液呼吸器膠原
病感染症内科

Transplant-Ineligible Symptomatic but Indolent Multiple Myeloma
Shows Better Prognosis with Conventional Agents.

Case reports in oncology
10(3):871-875
2017/10

Case report

12
Nakaya A, Kurata T,
Yokoi T, et al.

血液呼吸器膠原
病感染症内科

Retrospective analysis of single-agent nab-paclitaxel in patients with
platinum-resistant non-small cell lung cancer.

Molecular and clinical oncology
7(5):803-807
2017/11

Original Article
小計
１2

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

２．論文発表等の実績

（注）１　当該特定機能病院に所属する医師等が申請の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）

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。
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特定機能病院における所属 題                     名

雑誌名・
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論文種別

13
Nakaya A, Azuma Y,
Fujita S, et al.

血液呼吸器膠原
病感染症内科

Dasatinib-induced hemorrhagic colitis complicated with
cytomegalovirus infection.

Hematology reports
9(4):7415
2017/12

Case report

14
Iwata R, Maruyama
M, Ito T, et al.

血液呼吸器膠原
病感染症内科

Establishment of a tumor sphere cell line from a metastatic brain
neuroendocrine tumor

Medical molecular morphology
50(4):211-219
2017/12

Original Article

15

Toshihiko Kaneda,
Hiroshige Yoshioka,
Motohiro Tamiya,et
al.

血液呼吸器膠原
病感染症内科

Differential efficacy of cisplatin plus pemetrexed between L858R and
Del-19 in advanced EGFR-mutant non-squamous non-small cell lung
cancer

BMC cancer
18(1):6
2018/01

Original Article

16

Nomura S, Ito T,
Yoshimura H, Hotta
M,et al.
A, Ishii K.

血液呼吸器膠原
病感染症内科

Evaluation of thrombosis-related biomarkers before and after therapy
in patients with multiple myeloma.

Journal of blood medicine
9:1-7
2018/01

Original Article

17
Nomura S, Yokoi T,
Kurata T.

血液呼吸器膠原
病感染症内科

Platelet-related indices in patients with lung cancer with nivolumab.
Platelets
29(2):207-208
2018/03

Original Article

18
Morishita S, Maeba
H, Takehana K, et al.

循環器内分泌代
謝内科

Nicorandil was an Effective Treatment Option for a Patient with
Bland-White-Garland Syndrome.

Internal medicine
56(17):2295-2299
2017/09

Original Article

19 Park H
循環器内分泌代
謝内科

Complex PCI to Double CTO with Large Ostium of LCX

Journal of the American College of
Cardiology
69(16):S261-262
2017/04

Original Article

20 Yoshio T
循環器内分泌代
謝内科

Stent Deformation After Pullout of Scoring Balloon

Journal of the American College of
Cardiology
69(16):S224-S225
2017/04

Original Article

21 Noda T
循環器内分泌代
謝内科

Very Late In-stent Restenosis of Bear- metal Stent with Aortitis

Journal of the American College of
Cardiology
69(16):S122
2017/04

Original Article

22
Yoshioka K, Yokoi M,
Otagaki M, et al.

循環器内分泌代
謝内科

Impact of early tolvaptan treatment for very elderly patients with heart
failure and chronic kidney disease

European journal of heart failure
19(suppl1):230
2017/05

Original Article

23
Nakahigashi M,
Tsukaguchi H,
Morimoto S, et al.

循環器内分泌代
謝内科

Determinants of the Change in Arterial Stiffness in Peritoneal Dialysis
Patients: A Cross-sectional and Longitudinal Study After Initiation of
Therapy

International heart journal
58(6):915-925
2017/12

Original Article

24
Nguyen HT, Noguchi
S, Sugie K, Matsuo
Y, et al.

循環器内分泌代
謝内科

Small-Vessel Vasculopathy Due to Aberrant Autophagy in LAMP-2
Deficiency.

Scientific reports
8(1):3326
2018/02

Original Article
小計
１2

　　　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）

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。

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

２．論文発表等の実績

（注）１　当該特定機能病院に所属する医師等が申請の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。）



（様式第３）

(1)高度の医療技術の開発及び評価を行うことの評価対象となる論文

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

25
Ikeura T, Horibe M,
Sanui M, et al.

消化器肝臓内科
Validation of the efficacy of the prognostic factor score in the
Japanese severity criteria for severe acute pancreatitis: A large
multicenter study.

United European gastroenterology
journal
5(3):389-397
2017/04

Original Article

26
Shiamatani M,
Tokuhara M, Kato K,
et al.

消化器肝臓内科
Evaluation of Newly Developed Short Type Double Balloon Endoscopy
for Endoscopic Retrograde Cholangiography in Postoperative Patients;
a Large Case Series

Gastrointestinal endoscopy
85(5):AB619
2017/05

Others

27
Fukui T, Takahashi
M, Okazaki T, et al.

消化器肝臓内科
Multifocal Colonic Wall Abscesses during Anti-Tumor Necrosis Factor
(TNF)-α Therapy for a Patient with Ulcerative Colitis: A Very Rare
Manifestation of Infectious Complications.

Internal medicine
56(10):1157-1161
2017/05

Case report

28
Sakao M, Sakaguchi
Y, Suzuki R, et al.

消化器肝臓内科
Smad2/3 Linker Phosphorylation Is a Possible Marker of Pancreatic
Stem/Progenitor Cells in the Regenerative Phase of Acute
Pancreatitis.

Pancreas
46(5):605-613
2017/05

Original Article

29
Kato K, Ikeura T,
Yanagawa M,
Tomiyama T,et al.

消化器肝臓内科
Morphological and immunohistochemical comparison of intrapancreatic
nerves between chronic pancreatitis and type 1 autoimmune
pancreatitis.

Pancreatology
17(3):403-410
2017/06

Original Article

30
Shimatani M,
Tokuhara M, Kato K,
et al.

消化器肝臓内科
Utility of newly developed short type double balloon endoscopy for
endoscopic retrograde cholangiography in postoperative patients.

Journal of gastroenterology and
hepatology
32(7):1348-1354
2017/07

Original Article

31
Tanaka T, Zhang W,
Sun Y, et al.

消化器肝臓内科
Autoreactive Monoclonal Antibodies from Patients with Primary Biliary
Cholangitis Recognize Environmental Xenobiotics.

Hepatology
66(3):885-895
2017/09

Original Article

32
Mori S, Tahashi Y,
Uchida K, Ikeura T,
et al.

消化器肝臓内科 Sclerosing Esophagitis with IgG4-positive Plasma Cell Infiltration.
Internal medicine
56(22):3023-3026
2017/11

Case report

33
Ikeura T, Kato K,
Takaoka M, et al.

消化器肝臓内科
A body mass index ≥25 kg/m2 is associated with a poor prognosis in
patients with acute pancreatitis: a study of Japanese patients.

Hepatobiliary & pancreatic diseases
international
16(6):645-651
2017/12

Original Article

34
Yanagawa M, Uchida
K, Ando Y, et al.

消化器肝臓内科
Basophils activated via TLR signaling may contribute to
pathophysiology of type 1 autoimmune pancreatitis.

Journal of gastroenterology
53(3):449-460
2018/03

Original Article

35
Kato F, Abe T,
Kanbara K, Ban I, et
al.

心療内科
Pain threshold reflects psychological traits in patients with chronic
pain: a cross-sectional study.

BioPsychoSocial medicine
12;11:13
2017/05

Original Article

36
Hasuo H, Kanbara K,
Abe T, et al.

心療内科
Relationship between Alexithymia and latent trigger points in the upper
Trapezius.

Biopsychosocial Medicine
11:Article No.31
2017/12

Original Article
小計
１2

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

２．論文発表等の実績

（注）１　当該特定機能病院に所属する医師等が申請の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）

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。
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37
Hasuo H, Kanbara K,
Abe T,et al.

心療内科
Factors Associated with the Efficacy of Trigger Point Injection in
Advanced Cancer Patients.

Journal of palliative medicine
20(10):1085-1090
2017/10

Original Article

38
Hasuo H, Kanbara K,
Fukunaga M, et al.

心療内科
Hypnotic Intervention for Unexplained Dizziness in Patients with
Advanced Cancer: A Preliminary Retrospective Observation Study.

Indian journal of palliative care
24(1):39-43
2018/03

Original Article

39
Morise S, Nakamura
M, Morita J, et al.

神経内科
Thymoma-associated Progressive Encephalomyelitis with Rigidity and
Myoclonus (PERM) with Myasthenia Gravis.

Internal medicine
56(13):1733-1737
2017/07

Case report

40
Oki M, Kaneko S,
Morise S, et al.

神経内科
Zonisamide ameliorates levodopa-induced dyskinesia and reduces
expression of striatal genes in Parkinson model rats.

Neuroscience research
122:45-50
2017/09

Original Article

41
Nakamura M, Iwasaki
Y, Takahashi T, et al.

神経内科
A case of MOG antibody-positive bilateral optic neuritis and
meningoganglionitis following a genital herpes simplex virus infection.

Multiple sclerosis and related
disorders
17:148-150
2017/10

Original Article

42
Kunieda T, Miyake K,
Sakamoto H, et al.

神経内科

Leptomeningeal Collaterals Strongly Correlate with Reduced
Cerebrovascular Reactivity Measured by Acetazolamide-challenged
Single-photon Emission Computed Tomography Using a Stereotactic
Extraction Estimation Analysis in Patients with Unilateral Internal
Carotid Artery Stenosis.

Internal medicine
56(21):2857-2863
2017/11

Original Article

43
Takahashi M,
Soejima K, Taniuchi
S, et al.

小児科
Oral immunotherapy combined with omalizumab for high-risk cow's
milk allergy: a randomized controlled trial.

Scientific reports
7(1):17453
2017/12

Original Article

44
Takaya J, Tanabe Y,
Kuroyanagi Y, et al.

小児科
Relationship between asymmetric dimethylarginine in umbilical cord
plasma and birth weight follows a U-shaped curve

Endocrine journal
64(4):431-436
2017/04

Original Article

45
Ishizuka M, Tsuji S,
Hirabayashi M, et al.

小児科
Characteristic Bands Manifesting as Zebra Lines on Radiographs in
Osteogenesis Imperfecta.

Indian journal of pediatrics
84(4):336
2017/04

Case report

46
Suruda C, Tsuji S,
Yamanouchi S,  et al.

小児科
Decreased urinary excretion of the ectodomain form of megalin (A-
megalin) in children with OCRL gene mutations

Pediatric nephrology
32(4):621-625
2017/04

Original Article

47
Higuchi T, Ishizaki Y,
Noritake A, et al.

小児科
Spatiotemporal characteristics of gaze of children with autism
spectrum disorders while looking at classroom scenes.

PLoS ONE
12(5):e0175912
2017/05

Original Article

48
Tsuji S, Kimata T,
Yamanouchi S,et al.

小児科 Regulatory T cells and CTLA-4 in idiopathic nephrotic syndrome.
Pediatrics international
59(5):643-646
2017/05

Original Article
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49
Kino J, Takaya J,
Tanaka S, et al.

小児科
Congenital nephrogenic diabetes insipidus complicated with Hinman
syndrome.

Pediatrics international
59(6):742-743
2017/06

Original Article

50
Kino J, Tsukaguchi
H, Kimata T, et al.

小児科
Nephron development and extrarenal features in a child with congenital
nephrotic syndrome caused by null LAMB2 mutations.

BMC nephrology
18(1):220
2017/07

Case report

51
Kino J, Tsukaguchi
H, Kimata T, et al.

小児科
Erratum to: Nephron development and extrarenal features in a child
with congenital nephrotic syndrome caused by null LAMB2 mutations.

BMC nephrology
18(1):271
2017/08

Others

52
Yanagimoto Y,
Taniuchi S, Ishizaki
Y, et al.

小児科 Eosinophilic gastroenteritis caused by eating hens' eggs: A case report
Allergology international
66(4):621-623
2017/10

Others

53
Taniuchi S,
Takahashi M,
Soejima K, et al.

小児科 Immunotherapy for cow's milk allergy.

Human vaccines &
immunotherapeutics
13(10):2443-2451
2017/10

Original Article

54
Kaneko K, Tsuji S,
Kimata T

小児科 Role of gut microbiota in idiopathic nephrotic syndrome in children.
Medical hypotheses
108:35-37
2017/10

Original Article

55
Kimata T, Kino J,
Yamanouchi S, et al.

小児科
Effect of cesarean section on relapse of childhood idiopathic nephrotic
syndrome.

Pediatrics international
59(10):1109-1111
2017/10

Original Article

56
Washio R, Yamazoe
T, Kang A, et al.

小児科
Predictive Biomarkers of Acute Kidney Injury in Chemotherapy for
Children with Pediatric Cancer

Pediatric blood & cancer
64:S109-S110
2017/11

Others

57
Tsuji S, Suruda C,
Hashiyada M, et al.

小児科
Gut Microbiota Dysbiosis in Children with Relapsing Idiopathic
Nephrotic Syndrome.

American journal of nephrology
47(3):164-170
2018/03

Original Article

58
Yamanouchi S,
Kimata T, Kino J, et
al.

小児科
Urinary C-megalin for screening of renal scarring in children after
febrile urinary tract infection.

Pediatric research
83(3):662-668
2018/03

Original Article

59
Miyasaka C, Ishida
M, Ito H, et al.

外科
Lymphoepithelioma-like hepatocellular carcinoma: a case report with
emphasis on the cytological features

International journal of clinical and
experimental pathology
10(7):7893-7897
2017/07

Case report

60
Sakaguchi T,
Tokuhara K,
Nakatani K, et al.

外科
Laparoscopic management for spontaneous jejunal perforation caused
by nonspecific ulcer: A case report.

International journal of surgery case
reports
39:309-312
2017/09

Original Article
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61
Ishizaki M, Kaibori M,
Matsui K, et al.

外科
Phase I Study of Sorafenib in Combination with Intermittent Hepatic
Arterial Infusion Chemotherapy for Unresectable Hepatocellular
Carcinoma. Cancer Invest.

Cancer investigation
35(4):271-276
2017/04

Original Article

62
Komai H, Sakashita
H, Miyama N,et al.

外科
Technique of Duplex Scanning for Selection of Optimal Peripheral
Anastomosis Site for Distal Bypass.

EJVES short reports
35:16-18
2017/05

Original Article

63
Satoi S, Yanagimoto
H, Yamamoto T, et
al.

外科
Survival benefit of intravenous and intraperitoneal paclitaxel with S-1
in pancreatic ductal adenocarcinoma patients with peritoneal
metastasis: a retrospective study in a single institution.

Journal of hepato-biliary-pancreatic
sciences
24(5):289-296
2017/05

Original Article

64
Tokuhara K,
Matsushima H,
Ueyama Y, et al.

外科
Efficacy and Safety of Thromboembolism Prophylaxis with
Fondaparinux in Japanese Colorectal Cancer Patients Undergoing
Laparoscopic Surgery: A Phase II Study.

International journal of surgery
42:203-208
2017/06

Original Article

65
Yamamoto T, Satoi
S, Yanagimoto H, et
al.

外科
Clinical effect of pancreaticojejunostomy with a long-internal stent
during pancreaticoduodenectomy in patients with a main pancreatic
duct of small diameter.

International journal of surgery
42:158-163
2017/06

Original Article

66
Miki H, Tokuhara K,
Oishi M, et al.

外科
Elental® amino acid component has protective effects on primary
cultured hepatocytes and a rat model of acute liver injury.

Nutrition research
42:71-84
2017/06

Original Article

67
Kato K, Ikeura T,
Yanagawa M, et al.

外科
Morphological and immunohistochemical comparison of intrapancreatic
nerves between chronic pancreatitis and type 1 autoimmune
pancreatitis.

Pancreatology
17(3):403-410
2017/06

Original Article

68
Satoi S, Yamamoto
T, Yoshitomi H, et al.

外科
Developing better practices at the institutional level leads to better
outcomes after pancreaticoduodenectomy in 3,378 patients: domestic
audit of the Japanese Society of Pancreatic Surgery.

Journal of hepato-biliary-pancreatic
sciences
24(9):501-510
2017/07

Original Article

69
Miyamoto M,
Kobayashi Y, Miyata
E, et al.

外科
Residual Recurrent Nerve Paralysis After Esophagectomy is
Associated with Preoperative Lower Serum Albumin

Dysphagia
32(4):520-525
2017/08

Others

70
Yamaki S,
Yanagimoto H, Tsuta
K, et al.

外科

PD-L1 expression in pancreatic ductal adenocarcinoma is a poor
prognostic factor in patients with high CD8+ tumor-infiltrating
lymphocytes: highly sensitive detection using phosphor-integrated dot
staining.

International journal of clinical
oncology
22(4):726-733
2017/08

Original Article

71
Yanai H, Atsumi N,
Tanaka T, et al.

外科
Intestinal stem cells contribute to the maturation of the neonatal small
intestine and colon independently of digestive activity

Scientific reports
(7):Article number: 9891
2017/08

Original Article

72
Nakatake R, Ishizaki
M, Matui K, et al.

外科
Combination therapies for primary hepatic neuroendocrine carcinoma:
a case report.

Surgical case reports
3(1):102
2017/09

Case report
小計
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73
Kaibori M, Kon M,
Kitawaki T, et al.

外科
Comparison of anatomic and non-anatomic hepatic resection for
hepatocellular carcinoma.

Journal of hepato-biliary-pancreatic
sciences
24(11):616-626
2017/11

Original Article

74
Yamamoto T, Satoi
S, Kawai M, et al.

外科
Is distal pancreatectomy with en-bloc celiac axis resection effective
for patients with locally advanced pancreatic ductal adenocarcinoma?
-Multicenter surgical group study.

Pancreatology
18(1):106-113
2018/01

Original Article

75
Satoi S, Yamamoto
T, Motoi F, et al.

外科
Clinical impact of developing better practices at the institutional level
on surgical outcomes after distal pancreatectomy in 1515 patients:
Domestic audit of the Japanese Society of Pancreatic Surgery.

Annals of Gastroenterological Surgery
2(3):212-219
2018/03

Original Article

76
Yanagimoto H,
Toyokawa H, Sakai
D, et al.

外科
A phase I study for adjuvant chemotherapy of gemcitabine plus S-1 in
patients with biliary tract cancer undergoing curative resection without
major hepatectomy (KHBO1202).

Cancer chemotherapy and
pharmacology
81(3):461-468
2018/03

Original Article

77
Nakatake R, Kaibori
M, Nakamura Y, et al.

外科
Third-generation oncolytic herpes simplex virus inhibits the growth of
liver tumors in mice.

Cancer science
109(3):600-610
2018/03

Original Article

78
Nakatake R, Kaibori
M, Nakamura Y, et al.

外科
A third-generation oncolytic herpes simplex virus inhibits the growth
of liver tumors in mice.

Cancer science
109(3):600-610
2018/03

Original Article

79
Matsui Y, Satoi S,
Hirooka S, et al.

外科
Reappraisal of previously reported meta-analyses on antibiotic
prophylaxis for low-risk laparoscopic cholecystectomy: an overview of
systematic reviews

BMJ open
8:e016666
2018/02

Review

80
Nakano T, Inaba M,
Kaneda H.

呼吸器外科
Recurrent cerebral attack caused by thrombosis in the pulmonary vein
stump in a patient with left upper lobectomy on anticoagulant therapy:
case report and literature review.

Surgical case reports
3(1):101
2017/09

Case report

81 Hiroyuki Kaneda 呼吸器外科 Bronchial intervention for persistent air leaks
Shanghai Chest
1:58-58
2017/12

Others

82
Saito T, Tsuta K,
Fukumoto KJ, et al.

呼吸器外科
Combined small cell lung carcinoma and giant cell carcinoma: a case
report.

Surgical case reports
3(1):52
2017/12

Case report

83
Minato N, Okada T,
Kanemoto S,et al.

心臓血管外科
Segmental clamp and distal perfuion technique for reducing myocardial
ischemia during coronary onlay grafting on a beating heart

Surgery Today
1623-1626
2018/01

Original Article

84
Ryoichi Iwata,
Kunikazu Yoshimura,
Yoko Fujita, et al.

脳神経外科
Application of transpulmonary thermodilution monitoring (PiCCO) in
patients with neurogenic pulmonary edema and acute obstructive
hydrocephalus due to a central neurocytoma: A case report

Interdisciplicary Neurosurgery:
Advanced Techniques and Case
Management
8:57-59
2017/06

Case report
小計
１2

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

２．論文発表等の実績

（注）１　当該特定機能病院に所属する医師等が申請の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）

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。



（様式第３）

(1)高度の医療技術の開発及び評価を行うことの評価対象となる論文

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

85
Ryoichi Iwata,
Kunikazu Yoshimura,
Yoko Fujita, et al.

脳神経外科
Hyperperfusion syndrome after clipping of an unruptured aneurysm by
transsylvian approach: A case repot

Interdisciplicary Neurosurgery:
Advanced Techniques and Case
Management
8:11-13
2017/06

Case report

86
Takeda J, Nonaka M,
Li Y, Komori Y, et al.

脳神経外科
5-ALA fluorescence-guided endoscopic surgery for mixed germ cell
tumors

Journal of Neuro-Oncology
134(1):119-124
2017/08

Original Article

87
Kamei T, Nonaka M,
Uemura Y, et al.

脳神経外科
Enlarging pediatric ectopic Rathke's cleft cyst in the prepontine
cistern: case report.

Journal of neurosurgery. Pediatrics
20(5):480-484
2017/11

Case report

88
Iwata R, Maruyama
M, Ito T, et al.

脳神経外科
Establishment of a tumor sphere cell line from a metastatic brain
neuroendocrine tumor

Medical molecular morphology
50(4):211-219
2017/12

Original Article

89
Hayashi M, Iwata R,
Andharia1 N, et al.

脳神経外科
Functional expression of inwardly rectifying K+ channel in glioblastoma
stem-like cells.

The Journal of Physiological Sciences
68(Suppl 1):196
2018/03

Others

90
Morimoto N, Mahara
A, Jinno C, Ogawa
M, et al.

形成外科
An evaluation of the engraftment and the blood flow of porcine skin
autografts inactivated by high hydrostatic pressure.

Journal of biomedical materials
research. Part B, Applied biomaterials
105(5):1091-1101
2017/07

Original Article

91
Kakudo N, Morimoto
N, Ogawa T, et al.

形成外科
Angiogenic effect of platelet-rich plasma combined with gelatin
hydrogel granules injected into murine subcutis.

Journal of tissue engineering and
regenerative medicine
11(7):1941-1948
2017/07

Original Article

92 Masuoka H. 形成外科
The Visualization of the Function Role of the Depressor Septi Nasi
Muscle by Ultrasound

Plastic and reconstructive surgery
5(7):e1406
2017/07

Others

93
Kakudo N, Morimoto
N, Ogawa T, et al.

形成外科
Adipose-derived stem cell (ASC)-enriched fat grafting: experiments
using White rabbits and an automated cell processing apparatus.

Medical molecular morphology
50(3):170-177
2017/09

Original Article

94
Kakudo N, Kuro A,
Morimoto N, et al.

形成外科
Combined Tongue Flap and Deepithelialized Advancement Flap for
Thick Lower Lip Reconstruction.

Plast Reconstr Surg Glob Open
5(10):e1513
2017/10

Original Article

95
Morimoto N, Mahara
A, Jinno C, et al.

形成外科
The superiority of the autografts inactivated by high hydrostatic
pressure to decellularized allografts in a porcine model.

Journal of biomedical materials
research. Part B, Applied biomaterials
105(8):2653-2661
2017/11

Original Article

96
Hihara M,
Matsushima T,
Tanaka Y, et al.

形成外科
Function Reconstruction of Severely Burned Hand With Osseous Blood
Flow Deficiency With Immediate Surgery Using an Abdominal
Bipediceled Flap: A Case Report

Eplasty
18:92-98
2018/02

Case report
小計
１2

　　　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）

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。

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

２．論文発表等の実績

（注）１　当該特定機能病院に所属する医師等が申請の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。）
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97
Mizuno K, Chuyen
NT, Ueda-Hayakawa
I, et al.

皮膚科
Annular lesions of cutaneous sarcoidosis with granulomatous
vasculitis.

Journal of cutaneous pathology
44(5):494-496
2017/05

Case report

98
Kishimoto I, Uetsu N,
Tanimura H, et al.

皮膚科
Solar urticaria with a wide action spectrum from UVB to visible light
complicated with UVA-induced polymorphous light eruption.

Photodermatology, photoimmunology
& photomedicine
33(3):172-175
2017/05

Others

99
Ueki Y, Uetsu N,
Ueda-Hayakawa I, et
al.

皮膚科
Case of Japanese carpenter bee (Xylocopa appendiculata
circumvolans) stings.

The Journal of dermatology
44(6):726-727
2017/06

Others

100
Ueda-Hayakawa I,
Nguyen Thi Hong C,
Ueki Y, et al.

皮膚科
Psoriatic skin lesions induced by abatacept: Case report and review of
the published work.

The Journal of dermatology
44(7):845-846
2017/07

Others

101

Thi Hong Nguyen C,
Kambe N, Kishimoto
I, Ueda-Hayakawa I,
et al.

皮膚科
Serum soluble interleukin-2 receptor level is more sensitive than
angiotensin-converting enzyme or lysozyme for diagnosis of
sarcoidosis and may be a marker of multiple organ involvement.

The Journal of dermatology
44(7):789-797
2017/07

Original Article

102
Kishimoto I, Kambe
N, Thi Hong Nguyen
C, et al.

皮膚科
Protein contact dermatitis induced by cabbage with recurrent
symptoms after oral intake.

The Journal of dermatology
44(10):E252-E253
2017/10

Others

103
Kishimoto I, Chuyen
NT, Okamoto H.

皮膚科
Annularly arranged nodular pretibial myxedema after 7-year treatment
of Graves' disease.

The Journal of dermatology
45(1):110-111
2018/01

Others

104
Nomura Y, Uetsu N,
Ueki Y, et al.

皮膚科
Case of childhood polymorphous light eruption provoked by overlap
exposure to ultraviolet A and B radiation.

The Journal of dermatology
45(1):109-110
2018/01

Original Article

105
Kiyohara T,
Nakamaru S, Nagano
N, et al.

皮膚科
Two cases of infundibular squamous cell carcinoma on the nose with
aggressive clinical behavior: Case report and review of the published
work.

The Journal of dermatology
45(2):220-223
2018/02

Original Article

106
Matsuda T, Ly NTM,
Kambe N, et al.

皮膚科
Early cutaneous eruptions after oral hydroxychloroquine in a lupus
erythematosus patient: A case report and review of the published
work.

The Journal of dermatology
45(3):344-348
2018/03

Original Article

107
Taniguchi H, Kawa G,
Yoshida K, et al.

腎泌尿器外科
Relationship between volume of the seminal vesicles and sexual
activity in middle-aged men.

Andrologia
49(3):Article No.e12618
2017/04

Original Article

108
Matsuda T, Yoshida
K, Habuchi T,et al.

腎泌尿器外科
Scientific skill assessment of basic surgical dissection and overall
laparoscopic performance.

Journal of endourology
31(S1):S25-S29
2017/04

Others
小計
１2

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

２．論文発表等の実績

（注）１　当該特定機能病院に所属する医師等が申請の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）

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。
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109
Taniguchi H,
Kinoshita H, Koito Y,
et al.

腎泌尿器外科
Preoperative sexual status of Japanese localized prostate cancer
patients: comparison of sexual activity and EPIC scores

The aging male
17:1-5
2017/04

Original Article

110
Takizawa N, Tanaka
S, Oe S, et al.

腎泌尿器外科
Hypothalamo‑hypophysial system in rats with autotransplantation of
the adrenal cortex.

Molecular Medicine Reports
15(5):3215-3221
2017/05

Original Article

111
Yoshida T, Inoue T,
Omura N, et al.

腎泌尿器外科
Ureteral Wall Thickness as a Preoperative Indicator of Impacted
Stones in Patients with Ureteral Stones Undergoing Ureteroscopic
Lithotripsy.

Urology
106:45-49
2017/05

Original Article

112
Yoshida T, Kinoshita
H, Shimada S, et al.

腎泌尿器外科
Preoperative Pyuria Is a Poor Prognostic Factor in Patients With
Urothelial Carcinoma of the Upper Urinary Tract After Surgery.

Clinical genitourinary cancer
15(4):e543-e550
2017/08

Original Article

113
Yoshida T, Yanishi M,
Nakamoto T, Sugi M,
et al.

腎泌尿器外科
Successful Treatment of Transplant Renal Artery Thrombosis With
Systemic Infusion of Recombinant-Tissue-Plasminogen Activator
After Renal Transplant.

Experimental and clinical
transplantation
15(5):571-573
2017/10

Original Article

114
Yanishi M,
Tsukaguchi H,
Kimura Y, et al.

腎泌尿器外科
Evaluation of physical activity in sarcopenic conditions of kidney
transplantation recipients.

International urology and nephrology
49(10):1779-1784
2017/10

Original Article

115
Taguchi M, Yoshida
K, Sugi M, et al.

腎泌尿器外科
A ureteral stent crossing the bladder midline leads to worse urinary
symptoms.

Central European journal of urology
70(4):412-417
2017/11

Original Article

116
Taguchi M, Inoue T,
Muguruma K, et al.

腎泌尿器外科
Impact of loop-tail ureteral stents on ureteral stent-related symptoms
immediately after ureteroscopic lithotripsy: Comparison with pigtail
ureteral stents.

Investigative and clinical urology
58(6):440-446
2017/11

Original Article

117
Yanishi M, Kinoshita
H, Mishima T,
Taniguchi H, et al.

腎泌尿器外科
Urinary l-type fatty acid-binding protein is a predictor of early renal
function after partial nephrectomy.

Renal failure
39(1):7-12
2017/11

Original Article

118
Inoue T, Komemushi
A, Murota T, et al.

腎泌尿器外科
Effect of Protective Lead Curtains on Scattered Radiation Exposure to
the Operator during Ureteroscopy for Stone Disease: a Controlled
Trial.

Urology
109:60-66
2017/11

Original Article

119
Yanishi M, Kinoshita
H, Yoshida T, et al.

腎泌尿器外科
Laparoendoscopic Single-Site Surgery for Treatment of Urachal
Remnants: a comparison of perioperative outcomes and cosmesis.

The Canadian journal of urology
24(6):9098-9102
2017/12

Original Article

120
Yoshida T, Matsuzaki
T, Murota T, et al.

腎泌尿器外科
Evaluation of the Clinical Utility of Renin-Angiotensin System
Inhibitors in Patients Undergoing Radical Surgery for Urothelial
Carcinoma of the Upper Urinary Tract.

Clinical genitourinary cancer
15(6):e943-e954
2017/12

Original Article
小計
１2

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

２．論文発表等の実績

（注）１　当該特定機能病院に所属する医師等が申請の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）

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。
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121
Yanishi M,
Tsukaguchi H, Huan
N T, et al.

腎泌尿器外科
Correlation of whole kidney hypertrophy with glomerular over-filtration
in live, gender-mismatched renal transplant allografts.

Nephrology
22(12):1002-1007
2017/12

Original Article

122
Ohnaka M, Nagai Y,
Sho K, et al.

眼科
A modified treat-and-extend regimen of aflibercept for treatment-naï
ve patients with neovascular age-related macular degeneration.

Graefe's archive for clinical and
experimental ophthalmology
254(11):657-664
2017/04

Original Article

123
Fujita K, Kawamura
A, Yuzawa M

眼科
Choriocapillaris Changes Imaged by OCT Angiography After Half-Dose
Photodynamic Therapy for Chronic Central Serous Chorioretinopathy

Ophthalmic surgery, lasers & imaging
48(4):302-310
2017/04

Original Article

124
Ohnaka M, Nagai Y,
Kimura M, et al.

眼科
Two-year outcome of aflibercept for treatment-naïve patient with
neovascular age-related macular degeneration using modified treat-
and-extend regimen

Investigative ophthalmology & visual
science
58(8):890-890
2017/06

Others

125
Nakagawa K, Yamada
H, Mori H, et al.

眼科
Imaging of laser-induced choroidal neovascularization in mice using
optical coherence tomography angiography

Investigative ophthalmology & visual
science
58(8):4074
2017/06

Others

126
Ohnaka M, Ohji M,
Okada AA, et al.

眼科

RANDOMISED, OPEN-LABEL STUDY TO EVALUATE 2
INTRAVITREAL AFLIBERCEPT TREAT-AND-EXTEND DOSING
REGIMENS IN WET AGE-RELATED MACULAR DEGENERATION: 52-
WEEK OUTCOMES FROM ALTAIR

Clinical & experimental ophthalmology
45(suppl.1):30-30
2017/10

Others

127 Mori H, Takahashi K. 眼科
A Case of Adenocarcinoma of the Retinal Pigment Epithelium: An
Immunohistochemical and Electron Microscopic Study.

Ocular oncology and pathology
4(1):38-43
2017/12

Original Article

128
Kobayashi Y, Ito K,
Kanda A, et al.

耳鼻咽喉科頭頸
部外科

Impaired Dual-Specificity Protein Phosphatase DUSP4 Reduces
Corticosteroid Sensitivity.

Molecular pharmacology
91(5):475-481
2017/05

Original Article

129
Kojima Y, Yanamoto
S, Umeda M, et al.

耳鼻咽喉科頭頸
部外科

Relationship between dental status and development of
osteoradionecrosis of the jaw: a multicenter retrospective study.

Oral surgery, oral medicine, oral
pathology and oral radiology
124(2):139-145
2017/08

Original Article

130
Kariya S, Nakatani
M, Maruyama T, et
al.

放射線科
Sclerotherapy for Rectal Varices by a Small-Bore Needle Puncture
Through the Greater Sciatic Foramen.

Cardiovascular and interventional
radiology
41(2):317-322
2018/02

Original Article

131
Kariya S, Nakatani
M, Ueno Y, et al.

放射線科
Transvenous Retrograde Thoracic Ductography: Initial Experience with
13 Consecutive Cases.

Cardiovascular and interventional
radiology
41(3):406-414
2018/03

Original Article

132 Yasuda K 産婦人科
Late pubertal growth spurt in a girl with growth hormone deficiency: Is
Kaufmann therapy effective in a girl with short stature who responds
poorly to growth hormone therapy and estrogen-replacement therapy?

The journal of obstetrics and
gynaecology research
43(5):951-956
2017/05

Case report
小計
１2

　　　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）

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。

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

２．論文発表等の実績

（注）１　当該特定機能病院に所属する医師等が申請の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。）
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133
Okada H, Tsuzuki T,
Murata H.

産婦人科 Decidualization of the human endometrium.
Reproductive Medicine and Biology
17(3):220-227
2018/02

Original Article

134 Hagihira S 麻酔科
Brain mechanisms during course of anesthesia: What we know from
EEG changes during induction and recovery.

Frontiers in systems neuroscience
2017(11):Article39
2017/05

Original Article

135
Yoshida T, Nakamoto
T

麻酔科
Practical tips for placement of transversus abdominis plane catheter
using oblique subcostal approach.

Asian Journal of Anesthesiology
55(2):50-51
2017/06

Others

136
Yamaguchi R,
Perkins G

麻酔科
Deconstructing signaling pathways in cancer for optimizing cancer
combination therapies.

International journal of molecular
sciences
2017(18):1258
2017/06

Original Article

137
Anada N, Umegaki T,
Sumi C, et al.

麻酔科
Performance of a propofol pharmacokinetic model for target-controlled
infusion in morbidly obese japanese patients.

Jacobs Journal of Anesthesiolory and
Research
2017,4(1):025
2017/08

Original Article

138
Inada Takefumi, Sumi
Chisato, Hirota
Kiichi, et al.

麻酔科
Mitigation of inflammation using the intravenous anesthetic
dexmedetomidine in the mouse air pouch model.

Immunopharmacology and
immunotoxicology
39(4):225-232
2017/09

Original Article

139
Umegaki T, Kunisawa
S, Nakajima Y, et al.

麻酔科
Volume-outcome  relationship in surgical aortic valve relacement for
patients with aortic valve stenosis:a retrospective analysis of
administrative data.

Journal of Heart and Cardiovascular
Research
2017(3):109
2017/10

Original Article

140
Uba T, Nishi K,
Umegaki T, et al.

麻酔科

The influence of human soluble recombinant thrombomodulin on in-
hospital mortality in patients with acute respiratory distress syndrome
and disseminated intravascular coagulation:a retrospective multicenter
study.

Journal of Intensive and Critical Care
2017(3):NO4:40
2017/10

Original Article

141
Shoji T, Umegaki T,
Nishimoto K, et al.

麻酔科
Use of high-flow nasal cannula oxygen therapy in a pregnant woman
with dermatomyositis-related interstitial pneumonia.

Case Reports in Critical Care
2017:Article ID 4527597
2017/12

Case report

142
Hakata S, Takahashi
A, Iura A, et al.

麻酔科
The role of GABAA receptor δ subunit and its agonist THIP in
thermal
hypersensitivity in a mouse model of neuropathic pain.

Journal of Pain & Relief
7(1):1000308
2018/01

Original Article

143
Sumi C, Okamoto A,
Tanaka H,et al.

麻酔科
Propofol induces a metabolic switch to glycolysis and cell death in a
mitochondrial electron transport chain-dependent manner.

PLoS ONE
13(2):e0192796
2018/02

Original Article

144
Ando A, Umegaki T,
Yamaki S, et al.

麻酔科
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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

２．論文発表等の実績

（注）１　当該特定機能病院に所属する医師等が申請の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）

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。



（様式第３）

(1)高度の医療技術の開発及び評価を行うことの評価対象となる論文

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
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 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）

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。

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

２．論文発表等の実績

（注）１　当該特定機能病院に所属する医師等が申請の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。



(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  

〇申請書手続き及び判定の通知 〇研究の実施及び報告 〇有害事象の報告 

〇健康被害に対する保障 〇実施制限及び再審査 〇公開 

③ 倫理審査委員会の開催状況 年11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 

産学連携活動に伴い発生する利益相反を適切にマネジメントすることに関し必要な事項を定めるこ

とにより、本法人及び教職員等の社会的信頼を確保するとともに、もつて教育、研究及び社会への

貢献を継続的かつ適切に遂行することを目的としている。 

③ 利益相反を審査し、適当な管理措置について検討するための委員会

の開催状況 

年1回 

(注）前年度の実績を記載すること。 

 

(3)臨床研究の倫理に関する講習等の実施 

① 臨床研究の倫理に関する講習等の実施状況 年2回+（DVD講習会18回） 

 ・研修の主な内容 

〇昨今の研究不正について 



〇介入侵襲を伴う臨床研究におけるモニタリング 

〇産学連携活動に伴う利益相反の管理 

〇研究倫理の基本的な考え方 

(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 

多くの診療各科ではその所属する学会が定める専門医を目指して研修が行われますが、本院では研

修の年ごとの具体的目標と研修計画が設定されています。また、研修を円滑に進捗させるため研修進捗

状況の把握、評価し問題があれば改善を勧告する後期研修システムを備えています。 

 また、手術支援ロボット ダ・ヴィンチSiの導入など、高度かつ先進的な医療に関する研修を行っていま

す。 

 平成25年4月には、本院に直結する新学舎がオープンし、最新の研究室、基本的な医療技術及び医療

実践能力の向上を目的としたシミュレーションセンターや電子ジャーナルを取り入れた図書館などを備え

研修を最高レベルで一貫して行える体制を整えています。 

（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         88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        

野村 昌作 血液呼吸器膠原

病感染症内科 

診療部長・主任教授          37年  

塩島 一朗 循環器腎内分泌

代謝内科 

診療部長・主任教授          32年  

岡崎 和一 消化器肝臓内科 診療部長・主任教授          40年  

福永 幹彦 心療内科 診療部長・主任教授           33年  

日下 博文 神経内科 診療部長・主任教授           41年  

奥川 学 精神神経科 診療科長・准教授        25年  

金子 一成 小児科 診療部長・主任教授         34年  

松井 陽一 外科 診療副部長・准教授           30年 消化器外科、乳

腺外科、小児外

科研修統括者 

湊 直樹 心臓血管外科 診療部長・主任教授          37年  

村川 知弘 呼吸器外科 診療部長・主任教授           26年  

浅井 昭雄 脳神経外科 診療部長・主任教授           37年  

齋藤 貴徳 整形外科 診療部長・主任教授           35年  

長谷 公隆 ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科 診療部長・主任教授          33年  

楠本 健司 形成外科 診療部長・主任教授           38年  

岡本 祐之 皮膚科 診療部長・主任教授          40年  

松田 公志 腎泌尿器外科 診療部長・主任教授          40年  

髙橋 寛二 眼科 診療部長・主任教授          34年  

岩井 大 耳鼻咽喉科 診療部長・主任教授          35年  

谷川 昇 放射線科 診療部長・主任教授 33年  

岡田 英孝 産婦人科 診療部長・主任教授 25年  

上林 卓彦 麻酔科 診療部長・主任教授 31年  

蔦 幸治 臨床検査医学科・

病理診断科 

診療部長・主任教授 22年  

鍬方 安行 救急医学科 診療部長・主任教授 35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 

①「検体の取り扱い 検体提出時に医療安全面から注意すること」 

②「細菌検査で大切なこと」 

③「人工知能（AI）と検査について」 

 ・研修の期間・実施回数 

① 平成29年10月10日、②平成29年12月12日、③平成30年3月1日 

 ・研修の参加人数 

 ①59 名、②99 名、③20 名 

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 

 ・研修の期間・実施回数 

 ・研修の参加人数 

 

(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 澤田敏 

  管理担当者氏名 事務部長 川村元伸、看護部長 島村里香、薬剤部長 岡崎和一 
 

 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 管理課 ・保管部署で管理 
・患者データの抽出は、
所定の抽出依頼書に所
属部門長の承認を受け
た上で医療情報部へ申
請を行う。医療情報部長
は利用目的を審査の上
患者データの抽出を行う
。依頼者は患者データの
利用が完了次第速やか
に依頼者の責任のもと患
者データを削除する。 

各科診療日誌 各診療科 
処方せん 薬剤部 
手術記録 手術部 
看護記録 各病棟 
検査所見記録 臨床検査部 
エックス線写真 病歴情報課 
紹介状 地域医療連携部 
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 

地域医療連携部 

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 管理課  
 
 
・保管部署で管理 

高度の医療の提供の実績 各診療科 
 

高度の医療技術の開発及び評価
の実績 

各診療科 

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

地域医療連携部 

入院患者数、外来患者及び調剤
の数を明らかにする帳簿 

医事課、薬剤部 

規
則
第
一
条
の
十
一
第
一
項
に
掲

げ
る
事
項 

医療に係る安全管理のための指
針の整備状況 

医療安全管理部 
 

 
 
 
 
・保管部署で管理 
 
 
 
 
 
 

医療に係る安全管理のための委
員会の開催状況  

医療安全管理部 
 
 

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 
・保管部署で管理 

院内感染対策のための委員会の
開催状況  

感染制御部 

従業者に対する院内感染対策の
ための研修の実施状況  

感染制御部 

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

感染制御部 

医薬品安全管理責任者の配置状
況  

薬剤部 

従業者に対する医薬品の安全使
用のための研修の実施状況  

薬剤部 

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

薬剤部 

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

薬剤部 

医療機器安全管理責任者の配置
状況 

医用工学センター 

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 

医用工学センター 

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 

医用工学センター 

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 

医用工学センター 
 
 

  



 
 

 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 

医療安全管理部  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

医療情報部 

医療安全管理部門の設置状況 医療安全管理部 
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 

医事課 

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 

用度課 

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

医療安全管理部 

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 

内部監査室 

職員研修の実施状況 医療安全管理部 
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 

管理課 

管理者が有する権限に関する
状況 

管理課 

管理者の業務が法令に適合す
ることを確保するための体制の
整備状況 

内部監査室 

開設者又は理事会等による病
院の業務の監督に係る体制の
整備状況 

法人 総合企画課 

(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 澤田敏 

 閲 覧 担 当 者 氏 名              管理課長 杉上弘之   

医事課長 山本和彦   

病歴情報課課長 石原久美子 

 閲覧の求めに応じる場所               1階 情報ライブラリー室 

 閲覧の手続の概要 

・閲覧申請書を記入の上、申請窓口である管理課へ提出する。 

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

状について、その他の病院は計画について記載することとし、「計画・現状の別」欄の該当する番号に〇

印を付けること。 

 

 

〇病院の管理及び運営に関する諸記録の閲覧の実績 

   前 年 度 の 総 閲 覧 件 数    延        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： 

1. 医療安全管理に関する基本的考え方  
2. 医療安全管理対策委員会その他組織に関する基本的事項 
3. 職員に対する医療安全管理のため研修関基本方針  
4. 医療事故報告等の安全確保を目的とした改善のための方策に関する基

本的事項 
5. 医療事故発生時の対応に関する基本方針 
6. 医療従事者と患者との間の情報共有に関する基本方針（患者等に対す

る当方針の閲覧に関する基本方針を含む） 
7. 患者からの相談への対応に関する基本方針 
8. その他医療安全の推進のため必要な基本方針 

 

 
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29回 
・ 活動の主な内容： 

医療安全管理対策委員会（12回） 
医療事故対応委員会（6回） 
セーフティーマネージャー委員会（11回） 

 

 
③ 医療に係る安全管理のための職員研修の実施状況 

 
     年20回 

 
 ・ 研修の内容（すべて）： 

〇アレルギーについて 
〇災害医療研修会 
〇院内の安全ルール 
〇グループワーク チームSTEPPS 
 チーム力を高めよう！ 
〇医薬品安全講演会 
 心血管用予防における医薬品適正使用への取り組み 
〇医療安全・感染合同研修 
 インシデント事例の具体的対策 
〇インフォームドコンセント 
 説明と同意と記録 
〇第33回臨床検査セミナー 
〇医療安全大会 
〇個人情報保護について 
〇輸血用血液製剤の取り扱いについて 
〇虐待予防について 
〇事例検討会 
〇医薬品安全講演会 
 急変対応と救急カート薬品の使い方 
〇医療事故の再発防止に向けた提言について 
〇苦情・クレーム対応について 
〇平成29年度 医療安全活動のまとめ 
〇職場単位での出張研修会 

 

 

 
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）電子化入力による運用をしている。第１報は全職員、第２報はセーフティーマ
ネージャーが確認の上、入力を行う。 
２）事故報告等の目的は、「個人を罰することではなく事故の再発防止に活用す

 



 
 
 

 
る事である」と定めている。 
３）報告すべき事項は、療養指導・情報提供に関することからその他まで29項目
であり、項目の中には、入院患者が死亡、死産した場合の死亡の事実・死亡前
の状況、通常の経過では必要がない処置又は治療が必要となったもので院内で
定めた水準以上の事象が発生した際の事実と発生前の状況などの項目も含ま
れている。 
４）報告先は、セーフティーマネージャー、所属部門の部長を経て医療安全管理
部、病院長である。 
緊急を要する場合は、直接病院長へ報告し、指示を受けて対処する。 
５）医療安全管理部は報告をうけて速やかに内容を把握し、当該のセーフティー
マネージャーと分析し、対策を講じる。 
６）適切な報告のための職員への指導や研修 

 
・ その他の改善のための方策の主な内容： 

１）死亡・死産報告の義務化と合併症報告の対象の一部基準化 
２）医療安全管理マニュアルの年１回の改訂 
３）計画的な医療安全講習の実施。受講内容の理解度を測る確認テストを兼ね
たアンケートの実施 
４）技術研修（超音波装置を使用しての中心静脈穿刺） 
５）新入職者、中途入職者への医療安全に関するオリエンテーション 
６）医療事故防止策は、セーフティーマネージャーが中心となり、時系列と必要に
応じてＲＣＡ分析を行い、背景要因を明らかにすることから立案を行う 
７）事例から検討された医療の安全確保のための方策の職員への周知と周知状
況の確認 
８）セーフティーマネージャー会への研修医の出席 
９）毎月、部署やセーフティーマネージャー委員へ医療安全の情報を広報するマ
ンスリーレポートの配布。 
10)医療安全管理部のＨＰによる広報活動 
 
＜安全ラウンド＞ 
１）テーマに沿ったセーフティーマネージャー委員を交えた院内ラウンド 
２）医療事故発生時、発生部署、関連部署への聞取り 
３）日本私立医科大学協会による他の私立医科大学との相互ラウンド 

 

(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： 
 

Ⅰ 病院感染対策に関する基本的な考え 
   Ⅱ 感染対策委員会の設置 
   Ⅲ 病院感染対策マニュアル 
   Ⅳ 感染症の報告 
   Ⅴ 病院感染発生時の対応 
   Ⅵ 職員研修の基本方針 
   Ⅶ 患者への指針の公開 
 
 
② 院内感染対策のための委員会の開催状況 

 
年13回 

 
  ・ 活動の主な内容： 
 

○MRSAおよび多剤耐性菌の検出状況把握と対策 
  ○抗菌薬の使用状況調査と感受性の推移調査 
  ○抗菌薬使用報告書、TDM等の抗菌薬適正使用状況調査 
  ○院内感染発生時の対応、対策 
  ○感染対策研修会の企画および開催 
  ○院内ラウンド サーベイランスの実施 
  ○血液培養陽性症例ラウンドの実施 
  ○針刺事故の発生状況と事故防止対策の検討 
  ○感染防止対策地域連携合同カンファレンスでの報告 
  ○新型インフルエンザ等の対策 
 
 
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13回 

 
 ・ 研修の内容（すべて）： 

〇病院職員として知っておくべき感染対策 
〇平成28年度針刺し血液曝露データと対策 
〇海外渡航時に気を付ける感染症あれこれ 
〇感染源を探す 
〇病棟における輸液調整の注意点 
〇診断確率を上げる細菌検査 
〇ICTラウンド報告 
〇抗菌薬の中でTDMが必要な薬剤とタイミング 
〇真菌血症 
〇カテーテル関連血流感染対策 
〇医療安全・感染なんでもQ&A 
〇インフルエンザ・ノロウィルス対策 
〇当院のアウトブレイク事例とその対処 
〇細菌検査で大切なこと 
〇HIV/AIDSと感染対策 
〇抗HIV薬について 
〇針刺し事故と臨床検査 
〇感染対策上知っておくべき耐性菌 
〇SSIサーベイランス報告 
〇サーベイランスデータ報告 
〇肺炎予防 
〇年間データ報告 

 
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： 
 



 
 
 

 
 
    病棟ラウンド（ICTラウンド）時の監査内容のフィードバック 
    感染対策研修会の開催、DVD上映 
 

(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： 
〇アレルギーについて（アレルギー情報の共有） 
〇心血管病予防における医薬品適正使用への取り組み ～安全な薬物治療を目指して～ 
〇急変対応と救急カート薬品の使い方 
 
 
 
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： 
 
処方から投薬までの一連の業務手順は、各部門のメンバーで構成される委員会を設置し検討したうえで、「
内服･外用薬の指示&実施 運用マニュアル」を作成し周知している。また、医薬品安全管理責任者は上記の
手順書順守記録の該当チェック項目の確認により、遵守状況を把握している。 
 
 
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）： 
 
 
  ・ その他の改善のための方策の主な内容： 
 
〇薬剤師による向精神薬の常備薬チェックを開始（H29.10～） 
〇「ガベキサートメシル酸塩」使用時の皮膚障害について医療安全情報により注意喚起 
〇アントラサイクリン系抗がん剤について総投与量の管理を開始（H29.10～） 
〇経口腸管洗浄剤投与時の注意点について再確認（医療安全情報No.33） 
〇危険薬の院内選定と表示の開始 
〇要観察薬の選定 
〇ヒューマリンN病棟常備の廃止（ヒューマリンRとの誤投与防止） 
 
 
 

(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166回 

 
 ・ 研修の主な内容： 
 
○特定品目（人工心肺、人工呼吸器、除細動器、閉鎖式保育器、血液浄化装置、診療用高エネルギー放射
線発生装置、診療用放射線装置）に関する取扱い説明、インシデント事案を含めた研修 
○新規購入に伴う取り扱い研修実施 
○新人研修医、看護師に対するシリンジ、輸液ポンプ使用説明実施 
 
 
 
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： 
 
○放射線関連装置は放射線治療部において、その他の特定医療機器については医用工学センターが保守
点検計画書を作成し、それに基づき定期点検を実施、点検記録簿を作成している。 
特定品目以外では電気メス、シリンジ、輸液ポンプ、ペースメーカー、麻酔器、逐次型空気圧式マッサージ器
等も保守点検を実施している。 
 
 
 
 
④ 医療機器の安全使用のために必要となる未承認等の医療機器の使用の状況その他の情報の収集その

他の医療機器の安全使用を目的とした改善のための方策の実施状況 
 
  ・ 医療機器に係る情報の収集の整備        （ ○有 ・無 ） 
 ・ 未承認等の医療機器の具体的な使用事例（あれば）： 
  ・ その他の改善のための方策の主な内容： 
○当院に設置（使用）や関係しているものは医用工学センター及び医療機器安全管理責任者へ書面にて報
告されないようを吟味検討した上で、部署に配置している医療機器安全担当者へ書面やメールで情報発信
を行っている。また、医用工学センターＨＰ上で医療機器安全情報もＵＰ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） 
・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 
 
 
組織分掌規則に医療安全管理責任者は、「医療安全管理部、医療安全管理対策委員会、医薬品安全管理
責任者及び医療機器安全管理責任者を統括する」と明記している。 
また、医療安全管理責任者は副院長ならびに医療安全管理部門の部長、医療安全管理対策委員会の副委
員長、薬剤部顧問である。一方、医薬品安全管理責任者並びに医療機器安全管理責任者は医療安全管理
対策委員会の委員であることから、医療安全管理委員会に業務を報告する。以上のような配置により、医療
安全管理責任者は医療安全管理部門、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 （4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 

1 ヶ月単位で「院内医薬品使用状況一覧」を作成、使用量や金額使用量を集計して、当院での使用状

況を把握している。 

国内：厚生労働省の医薬品・医療機器等安全性情報、医薬品医療機器総合機構（PMDA） など 

海外：アメリカ食品医薬品局（FDA）の Med Watch Safety Alert、カナダ保健省の New Safety 

Information、欧州医薬品庁（EMA） など 

その他：添付文書やインタビューフォーム、製薬会社からの情報 など  

上記の医薬品安全使用に関する情報は、ファイリングして整理しており、必要に応じてその情報をメー

ル送信にて院内周知している。 

また、過去の配信記録は職員がいつでも閲覧できるようホームページ上に整理している。 

・未承認等の医薬品の使用に係る必要な業務の実施状況 

調剤時に処方箋を確認し、処方薬剤が適応外又は併用禁忌等の使用方法に該当するか否かを把握す

る。該当する場合は、コピーをとり保管している。 

  上記に該当する場合には、薬学的知見に基づき、調剤者および監査者は、提出された文献等を参考に

使用の必要性やリスク検討を加え、処方の妥当性等を確認する。 

  適応外または、併用禁忌等について疑義照会した場合の照会内容は、記録した処方箋のコピーを収集し

て記録として綴り、定期的に（毎月）医薬品安全管理責任者に報告し、保管している。 

 

・担当者の指名の有無（○有 ・無） 



 
 
 

 

・担当者の所属・職種： 

（所属： 医療安全管理部，職種 医師 ） （所属：薬剤部，職種 薬剤師 ）×3 名 

（所属： 医療安全管理部，職種 薬剤師）  

 

 

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：イ

ンフォームドコンセントマニュアルに説明と同意に関する方針、手順を定めている。説明書や同意書の新規

作成、改定文書は全て確認している。実施状況は医療説明等管理責任者ならびに医療安全管理部が中心

となって確認している。職員研修を年間計画に組み込み行っている。 

 

 

⑤ 診療録等の管理に関する責任者の選任状況 ○有 ・無 

・診療録等の記載内容の確認、及び指導の主な内容： 

〇診療録等の適切な管理を行うために診療録等の記載内容の確認に関すること 

〇診療録等の診療録内容等の定期的な確認に関すること 

〇必要の応じて行う指導に関すること 

〇診療録の記載が十分でない事例などの各部署への通知および研修に関すること 

⑥ 医療安全管理部門の設置状況 ○有 ・無 

・所属職員：専従（6）名、専任（1）名、兼任（9）名 

 うち医師：専従（1）名、専任（ ）名、兼任（2）名 

 うち薬剤師：専従（1）名、専任（ ）名、兼任（1）名 

 うち看護師：専従（1）名、専任（1）名、兼任（1）名 

（注）報告書を提出する年度の 10 月１日現在の員数を記入すること 

・活動の主な内容： 

○医療安全管理対策委員会、医療事故対応委員会、セーフティーマネージャー委員会等医療安全部門の

各委員会の運営と庶務に関すること。 

○医療事故や医療安全管理部が取り扱う事象が発生した場合における診療録の記録の確認、患者及び家

族への説明、発生原因の究明と対応状況の確認、事象の内容から派生した事項の職員への必要な指導 



 
 
 

 

○医療に係る安全管理の連絡調整、医療安全の確保のための対策の推進、医療安全の確保に資する診療

状況の把握と職員への安全意識向上の取組みとモニタリング 

 

※ 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： 

高難度新規医療技術評価委員会に対して当該高難度新規医療技術の提供の適否、実施を認める条件等

について意見を求めること。 

当該高難度新規医療技術の提供の適否等について決定し、申請を行った診療科の長に対しその結果を適

否結果通知書（様式第２号）により通知すること。 

当該高難度新規医療技術が適正な手続に基づいて提供されていたかどうかに関し、定期的に、及び術後に

患者が死亡した場合その他必要な場合には、診療録等の記載内容を確認すること。 

高難度新規医療技術が適正な手続きに基づいて提供されていたかどうか、従業者の遵守状況の確認を行う

こと。 

高難度新規医療技術の提供の適否等について決定した時及び高難度規程に定める事項の従業者の遵守

状況を確認した時に、その内容について病院長に報告すること。 

 

・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： 

未承認新規医薬品・医療機器等評価委員会（に対して当該未承認新規医薬品・医療機器等の適否、使用条

件等について意見を求めること。 

当該未承認新規医薬品・医療機器等の使用の適否、使用条件等について決定し、申請を行った診療科の

長に対しその結果を適否結果通知書（様式第４号）により通知すること。 

当該未承認新規医薬品・医療機器等を用いた医療が適正な手続に基づいて提供されていたかどうかに関

し、定期的に、及び術後に患者が死亡した場合その他必要な場合には、診療録等の記載内容を確認するこ

と。 

未承認新規医薬品・医療機器等が適正な手続きに基づいて使用されていたかどうか、従業者の遵守状況の

確認を行うこと。 

未承認新規医薬品・医療機器等の使用の適否、使用条件等について決定した時及び未承認規程に定める

事項の従業者の遵守状況を確認した時に、その内容について病院長に報告すること。 

・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 658 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 36 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・死産報告と合併症報告の義務化について医療安全研修を通じて全職員へ入力方法等もふまえて研

修を実施している。 

 電子カルテのトップページに入力についての情報を掲載している。セーフティーマネージャー委員会での周

知、マンスリーレポートでの周知、 

 院内で発生した死亡情報を確認し、インシデントレポート報告がされていない診療科等には報告するよう督

促を行うなど活動をしている。 

 

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

・他の特定機能病院等への立入り（○有 （病院名：順天堂大学医学部附属病院順天堂医院）・無） 

・他の特定機能病院等からの立入り受入れ（○有 （病院名：順天堂大学医学部附属病院順天堂医院）・無） 

・技術的助言の実施状況 



 
 
 

 

適応外の検討案件について平成 30 年度はすでに 4 件、平成 29 年度は 0 件と増加傾向にある。 

マーキングの記録については、マニュアルへ反映した。 

タイムアウトについては、内視鏡時にも実施するよう 

転倒・転落についてアセスメントシートの見直しと対応フローを変更した。 

診療科の購入機器については、診療科から機器の届け出を ME センターに行い、点検が必要な場合は ME

センターから連絡を行う。 

 

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 

患者相談窓口の趣旨、設置場所、担当者と責任者、対応時間等は院内に掲示されており、患者窓口運用規

程によって定められている。また相談者が不利益を受けないよう配慮し個室にて相談に応じている。相談内

容によってはインシデントレポートによる報告が行われ、一部内容は医療安全管理対策委員会にも報告され

て、対応を要する事項については委員会にて対策について検討している。 

 

 

⑫ 職員研修の実施状況 

・研修の実施状況 

職種横断的な内容になるよう配慮し、事例等を中心にテーマを決めて年間スケジュールを計画の上実施し

ている。職員間の連携や高度な医療を提供できるように必要な技能や知識を盛り込んだ内容を実施してい

る。 

○インフォームドコンセントと記録 

○診療のルール・インシデント報告のルール等 

○チーム STEPPS 

○薬剤・食物のアレルギーについて 

○インシデント事例の具体的対策 

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

数を記入すること） 

 

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

実施状況 

・研修の実施状況 

【管理者】 



 
 
 

 

○平成 28 年 11～12 月、平成 29 年 7～8 月 医療安全管理者養成研修 一般社団法人 医療の質・安全

学会  

【医療安全管理責任者、医薬品安全管理責任者】 

○平成 28 年 11 月 24 日 平成 28 年度「医療安全に関するシンポジウム」 厚生労働省 近畿厚生局 

○平成 28 年 12 月 8・9 日 平成 28 年度 第 2 回医療安全管理者養成研修会 一般社団法人  

医療の質・安全学会 

 〇平成 29 年 9 月 21・22 日・11 月 3 日 平成 29 年度 第 2 回医療安全管理者養成研修会 一般社団法人 

医療の質・安全学会 

 〇平成 29 年 11 月 14 日 平成 29 年度「医療安全に関するシンポジウム」厚生労働省 近畿厚生局 

【医療機器安全管理責任者】 

 ○日本精神病院協会 医療安全管理者養成研修会（H29.7.20、21 H29.8.31 9.1、2） 

 〇日本医療機能評価機構 特定機能病院管理者研修 （H30.2/21・22） 

（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 

 〇現在、策定中です。 

 

・ 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 

(1) 病院の運営方針に関すること  

(2) 病院の経営管理に関すること  

(3) 中期計画及び事業計画に関すること  

(4) 医療機能に関すること  

(5) 組織に関すること  

(6) 人事に関すること  

(7) 施設整備に関すること  

(8) 予算及び決算に関すること  

(9) 高難度新規医療技術の実施に関すること  

(10) 未承認の医薬品等の使用に関すること  

(11) 職員の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制の整備に関すること  

(12) その他、病院の運営全般に関すること 

・審議の概要の従業者への周知状況 

毎月1回（毎月第4火曜日午後4時から）開催の附属病院部科長会に報告し了承を得たうえで、職員に周

知しています。 

 

・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 

澤田 敏 〇 医師 病院長 

岡崎 和一  医師 副病院長 

松田 公志  医師 副病院長 

谷川 昇  医師 副病院長 

川村 元伸  事務 事務部長 

島村 里香  看護師 看護部長 

村中 達也  薬剤師 薬剤部副部長 

仲野 俊成  医師 医療情報部副部長 

杉上 弘之  事務 事務部次長 

藤原 宏司  事務 事務部次長 

山本 和彦  事務 医事課長 

川江 寛信  事務 医事課長 

森本 圭祐  事務 診療情報分析室課長 



 
 
 

 
大西 良和  事務 用度課長 

岩崎 信諭  事務 経理課長 

塚本 雄大  事務 管理課長 

真神 和之  事務 管理課係長 

木村 藍  事務 管理課係長 
 
 
  



 
 
 

 
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 

〇病院管理者として必要な人事及び予算執行権限について規定している。 

 ・ 管理者をサポートする体制（副院長、院長補佐、企画スタッフ等）及び当該職員の役割 
〇副病院長：医療安全に関すること    
〇副病院長：用度、広報、診療情報分析に関すること 
〇副病院長：地域連携、栄養管理に関すること   
〇事務部長：経営分析に関すること    
〇看護部長：看護に関すること    
〇薬剤部副部長：薬剤に関すること          
〇医療情報部副部長：医療情報に関すること        
      

 

 ・ 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 
＜事務部長＞ 
・社団法人日本私立医科大学協会主催の病院事務部長会議 
・㈱ホギメディカル主催のホスピタルマネージメントセミナー 
＜看護部長＞ 
・文部科学省主催の国公私立大学病院副看護部長研修 
・社団法人日本私立医科大学協会主催の看護部長会議 
＜薬剤部副部長＞ 
・社団法人日本私立医科大学協会主催の薬剤部長会議 
＜医事課長＞ 
・社団法人日本私立医科大学協会主催の医療事務研究会 
＜用度課長＞ 
・社団法人日本私立医科大学協会主催の病院用度業務研究会 
＜管理課長＞ 
・社団法人日本私立医科大学協会主催の病院庶務研究会 
 
なお、院内においては月１回経営会議を開催し、各科の診療成績や予算に対する収支状況について情報
共有を行っている。 

 
 

 
 
  



 
 
 

 
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) 附属病院の医療安全管理責任者、医療安全管理部門、医療安全管理対策委員会、医薬品安全管理

責任者、医療機器安全管理責任者等の業務状況について管理者から報告 

(2)  (1)の報告内容に関して是正措置を講ずる必要があるかどうかの意見収集 

(3) (1)、(2)の結果公表 

・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： 

 

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 

藤本 良知 枚方市医師会 
会長 

〇 地域医療に関する 
学識経験者 

有・○無  1 

森田 眞照 市立ひらかた病院 
病院長 

 病院機能に関する 
学識経験者 

有・○無  1 

永井 仁美 富田林保健所 
所長 

 公衆衛生に関する 
学識経験者 

有・○無  1 

吉野 敬昌 枚方信用金庫 
理事長 

 医療を受ける側の 
代表者 

有・○無  2 

谷川 昇 関西医科大学医学部
放射線科学講座教授 

 医療に関する 
学識経験者 

○有 ・無 1 

蔦 幸治 関西医科大学臨床病

理学講座教授 

 臨床病理に 
関する学識経験者 

○有 ・無 1 

（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 

通常は年４回のテーマを決めた内部監査を行っています。また、内部通報窓口となっているため、管理者
の業務に関する通報があれば、対応できる体制になっています。 

 
 ・ 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 

 
毎月、予算執行状況は議題として取り上げられており、常任理事会で審議しています。執行状況報告に不
明な点があった場合は、委員（常任理事）が質問をし、業務の監督を行っています。 

 
 ・ 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：  

会議体の委員名簿 

氏名 所属 委員長 

（○を付す） 

利害関係 

   有・無 

   有・無 

   有・無 

   有・無 

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

 

 

  



 
 
 

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

情報提供を受け付ける窓口の状況 

 

窓口の状況 

・情報提供を受け付けるための窓口の設置の有無（ ○有 ・無 ） 

・通報件数（年 0 件） 

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

他窓口の設置に関する必要な定めの有無（ ○有 ・無 ） 

・窓口及びその使用方法についての従業者への周知の有無（ ○有 ・無 ） 

・周知の方法 

〇職員更衣室の前に学内意見箱を設置し、案内を常時掲示しています。 

 

 

 



(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 

〇国際標準化機構（ＩＳＯ１５１８９認定） 平成25年8月15日認定 ※臨床検査部 

〇日本医療機能評価機構 平成30年4月6日認定  

(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 

【発信方法】当院ホームページ 

【内容の概要】医療圏における基幹病院の一つとして最先端医療、高度医療をおこなっており、

患者さんが安心できる安全で最新の医療の提供に努め、全ての人に平等で開かれた大学病院とし

ての社会的責務を果たしている。 

また、災害拠点病院・がん診療連携拠点病院・高度救命救急センターの指定を受けており、診療

の多様化にも対応し、広く地域医療機関との連携を図り医療圏全体の充実に貢献している。 

 

 

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 

センター化を推進し、診療科や部門との枠組みを超えてチーム医療を実施している。 

〇がんセンター：化学療法部門と緩和ケア部門を担当しており、関連する診療科で協力し、より

効率的で質の高いがん治療を提供している。 

〇ハートセンター：循環器内科・心臓血管外科が連携して循環器疾患の治療に当たっている。 



〇内視鏡センター：消化器肝臓内科、消化管外科、呼吸器内科、呼吸器外科および関連診療科が

協力して、消化器及び呼吸器に関連する内視鏡治療を積極的に行っている。 

〇脳卒中センター：脳神経外科、神経内科、救急医学科、リハビリテーション科及び関連診療科

が協力して超急性期に対する最新かつ質の高い脳卒中治療を提供している。 

〇腎センター；腎臓内科、腎泌尿器外科、糖尿病科の医師以外に健康科学センター、看護師、管

理栄養士、薬剤師が連携し、「全人的」な診療や支援を提供している。 

 

 

 

 


