
(様式第10)

厚生労働大臣　　　　　　　　殿

学校法人　近畿大学
開設者名　理事長　清水 由洋 (印)

記
1　開設者の住所及び氏名
　住　　　所 〒 577-8502

　氏　　　名
(注)

2　名　　称

3　所在の場所
〒 589-8511

072 ) 366-0221

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

大阪府大阪狭山市大野東３７７番地の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 1 日

近畿大学医学部附属病院の業務に関する報告について

近 大 総 発 第 126 号

大阪府東大阪市小若江3丁目4番1号
学校法人　近畿大学

　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。

近畿大学医学部附属病院

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

感染症内科､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で、リウマチ科の内容は血液
内科で診ている｡



(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10 0 0 0 919 929

呼吸器外科、乳腺外科、内分泌外科の内容は外科で診療している。

リハビリテーション科 病理診断科 腫瘍内科 心療内科

緩和ケア内科 漢方内科

　「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。

形成外科

　「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

13

264

　人数には、非常勤の者を当該病院の常勤の従事者の通常の勤務時間により常勤換算した員数と
常勤の者の員数の合計を小数点以下1位を切り捨て、整数で算出して記入すること。

平成21年4月より継続して、院内感染防止対策委員会の委員長を平成29年3月まで務めていた。

東田　有智 平成28年10月　1日

15

17

10

20

14

13

16

52

6

22

5

11

合　計

耳鼻咽喉科専門医

脳神経外科専門医小 児 科 専 門 医

20 954.2

0 0 0.0

6

61

103

0

0

0

9

60

538

4

5

15

0

35

0

2

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

50

93 10 96.0

0 0 0.0

　「合計」欄には、非常勤の者を当該病院の常勤の従事者の通常の勤務時間により常勤換算した
員数と常勤の者の員数の合計を小数点以下2位を切り捨て、小数点以下1位まで算出して記入する
こと。それ以外の欄には、それぞれの員数の単純合計員数を記入すること。

総 合 内 科 専 門 医

診療放射線技師

3 7.3

18 0 18.0

21 0 21.0

940

76 0

11 16 12.8 23

497 106 512.4 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。

1

215.67 鉄骨鉄筋コ
ンクリート

造

17.29

　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 10 心電計集中治療室

1,953.9100.21,853.7

　「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。

186.0

7.0

53.0

443.0

合 計歯 科 等 以 外 歯　科　等

746.1 3.3 749.4

入院1016.9剤、外来3194.6剤、計4211.5

1,692

137,000

　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。

鉄骨鉄筋コンクリート造

鉄骨鉄筋コンクリート造

鉄筋コンクリート造

PCR検査システム　コバスTaqMan48　他

密閉式自動固定包埋装置　他

解剖台　他

透過電子顕微鏡、高速液体クロマトグラフ質量分析計　他

32.03

10

5

鉄骨鉄筋コンクリート造 生化学自動分析装置日立7700型　他622.88

134.12

155.87

101.56

4,104.70

2,042.22

1,557.83

鉄骨鉄筋コンクリート造

鉄骨鉄筋コンクリート造

鉄骨鉄筋コンクリート造



 

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

18,425

1,603

27,308

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。

水本　一弘
和歌山県立医科大学医療
安全推進部　病院教授・

麻酔科准教授
○

同医科大学において医療安全
部門に就いており、医療安全
に精通していることから適任
と判断したもの

1

84.00 67.50

21,324紹 介 患 者 の 数

他の病院又は診療所に紹介した患者の数

山口　育子
NPO法人ささえあい医療人権セ
ンターCOML　理事長

医療事故調査支援センターの
運営委員等の職にも就かれ医
療安全に精通していることか
ら適任と判断したもの

2

小島　崇宏
大阪A&M法律事務所
医師・弁護士

医師として医療機関での職歴
もあり、法律学に関する専門
知識を有することから適任と
判断したもの

1

川田　暁
近畿大学附属看護専門学校長
近畿大学医学部附属病院　皮膚科
主任教授

看護専門学校長を兼任し、医
療人育成機関の長として職務
に当たっており適任と判断し
たもの

3

諸富　公昭
近畿大学医学部附属病
院　形成外科准教授

当院のリスクマネージャーの
経験もあり、医療安全に関す
る情報共有も行っていること
から、適任と判断したもの

3

救急用自動車によって搬入された患者の数

初 診 の 患 者 の 数

病院ホームページにて掲載



1  承認を受けている先進医療の種類（注１）及び取扱患者数

取扱患者数

0人　

8人　

5人　

人　

人　

人　

人　

人　

人　

人　

人　

人　

人　

人　

人　

人　

人　

人　

人　

人　

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

　　　　　第百二十九号）第二各号に掲げる先進医療について記入すること。

(注） 2　「取扱患者数」欄には、前年度の年間実患者数を記入すること。

高度の医療の提供の実績

先　進　医　療　の　種　類   

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

腹腔鏡下広汎子宮全摘

腹腔鏡下傍大動脈リンパ節郭清術

（様式第2）



2  承認を受けている先進医療の種類（注１）及び取扱患者数

取扱患者数

0人　

1人　

0人　

0人　

2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。

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

十二種類の腫瘍抗原ペプチドによるテーラーメイドのがんワクチン療法　ホルモン不応性再燃前立腺がん
（ドセタキセルの投与が困難な者であって、ＨＬＡ－Ａ24が陽性であるものに係るものに限る。）

先　進　医　療　の　種　類   

術前のＴＳ-1内服投与、パクリタキセル静脈内及び腹腔内投与並びに術後のパクリタキセル静脈内及び腹
腔内投与の併用療法　根治切除が可能な漿膜浸潤を伴う胃がん（洗浄細胞診により、がん細胞の存在が認
められないものに限る）
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 切除が可能な
高度リンパ節転移を伴う胃がん(HER2が陽性のものに限る。)

ペメトレキセド静脈内投与及びシスプラチン静脈内投与の併用療法　肺がん（扁平上皮肺がん及び小細胞
肺がんを除き、病理学的見地から完全に切除されたと判断されるものに限る。）

パクリタキセル腹腔内投与及び静脈内投与並びにS-1内服併用療法　腹膜播種又は進行性胃がん（腹水
細胞診又は腹腔洗浄細胞診により遊離がん細胞を認めるものに限る）

FDGを用いたポジトロン断層撮影によるアルツハイマー病の診断

高度の医療の提供の実績

（様式第2）



医療技術名 血小板凝集能モニタリング 取扱患者数 25人 

医療技術名 心臓サルコイドーシスにおけるPET診断 取扱患者数 31人　

医療技術名 肺高血圧症における運動負荷心エコーの有用性 取扱患者数 20人　

医療技術名 OCT(Optical Coherence Tomography:光干渉断層法)による冠動脈病変の描出 取扱患者数 9人　

医療技術名 冠動脈石灰化病変に対するRotablator治療 取扱患者数 25人 

医療技術名 心房細動アブレーション 取扱患者数 244人　

医療技術名 植え込み型除細動器ならびに心臓再同期療法 取扱患者数 28人　

医療技術名 リードレスペースメーカ 取扱患者数   ４人　

医療技術名 糖脂質抗体(抗ガングリオシド抗体)および糖脂質複合体抗体の測定 取扱患者数 4000人　

医療技術名 神経変性疾患の遺伝子検査 取扱患者数 100人　

医療技術名 パーキンソン病の酸化DJ－1測定 取扱患者数 50人　

高度の医療の提供の実績
3　その他の高度の医療                               　　　   

当該医療技術の概要

冠動脈ステント留置術後に抗血小板薬を服用している症例に対して、患者および家族に説明・同意の上でさまざまな血小板
機能検査法を用い血小板凝集能抑制効果を評価し、抗血小板薬抵抗性を示すメカニズムや原因を明らかにすることで、将来
的に個々の症例に対して至適な抗血小板療法の選択が可能となることを目指している。

当該医療技術の概要

FDG-PETを用いて心臓サルコイドーシスの炎症部位診断を行う。

当該医療技術の概要

肺動脈性肺高血圧症の患者に運動負荷心エコーと運動負荷右心カテーテル検査を同時に行い、各種血行動態のパラメー
ターを比較することにより運動負荷心エコー検査の有用性を検証する。また、運動負荷時の血行動態がその後の予後にどの
ように影響するかもあわせて検討する。

当該医療技術の概要

OCTは血管内超音波検査(IVUS)と比べて解像度が約10-15μmとIVUSの約10倍の高い分解能を有し、IVUSの弱点である石
灰化や血栓などの評価に優れている。冠動脈疾患発生のメカニズムの解明や薬剤溶出性ステント治療後の評価に役立つ事
が期待されている。

当該医療技術の概要

微少のダイアモンド粒子でコーティングされた先端チップ(Burr)とそのBurrを回転させる駆動シャフトから構成され、Burrを15
～19万回転/分で高速回転することにより、アテローム性プラークを切削する Deviceである。

当該医療技術の概要

心房細動を発症する原因となる不整脈源性を有する肺静脈の同定、カルトシステムによる3次元マッピングシステムとスマート
タッチシステムによる安全なアブレーション、さらには多点同時マッピングシステムによる心房細動の機序解明などを行い、心
房細動の根治治療を行っている。また、新規に導入された冷凍バルーンによる肺静脈隔離術も積極的に行っている。

当該医療技術の概要

致死的不整脈のリスクを有する患者や薬物抵抗性の心不全と心室の非同期的収縮を有する患者に対する植え込み型の治療機器。

当該医療技術の概要

鎖骨下静脈の血管アクセスが困難な透析症例、徐脈性心房細動症例などでペースメーカが必要な場合、大腿静脈からアプ
ローチし、右室にリードレスペースメーカの留置を行っている。

当該医療技術の概要

ギラン・バレー症候群をはじめとする免疫性末梢神経障害の原因抗体である抗糖脂質抗体を測定している。
糖脂質複合体抗体は、当院当科オリジナルの抗体であり、独自の手法で測定を行っている。
全国の医療機関から依頼を受けており、件数は年間4000件以上である。

当該医療技術の概要

脊髄小脳変性症、筋萎縮性側索硬化症（ALS）などの神経変性疾患の原因遺伝子の検査を行っている。
特に、近年ALSの発症関連遺伝子が次々と明らかとなり、特に若年発症ALSとの関連が示唆されている。
また、臨床遺伝専門医による診療も行っている。

当該医療技術の概要

DJ－1はパーキンソン病の原因遺伝子のひとつであり、パーキンソン病発症との関連が示唆されている。
赤血球膜の酸化DJ-1が未治療のパーキンソン病で上昇するとの報告があり、補助診断としての応用を検討している。

（様式第2）



医療技術名
高齢者進展型小細胞肺がんに対するカルボプラチン+エトポシド併用療法
(CE療法)とカルボプラチン+イリノテカン併用療法(CI療法)のランダム化比較
第II/III相試験（JCOG1201/TORG1528）

取扱患者数 0人　

当該医療技術の概要

医療技術名
高悪性度神経内分泌肺癌完全切除例に対するイリノテカン+シスプラチン療
法とエトポシド+シスプラチン療法のランダム化比較試験
（JCOG1205/JCOG1206）

取扱患者数 1人　

当該医療技術の概要

医療技術名
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
単剤療法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 )

取扱患者数 2人　

当該医療技術の概要

医療技術名
がん性胸膜炎に対する胸膜癒着療法のランダム化比較第 3 相試験： 滅菌
調整タルク vs. OK-432　WJOG8415L (J-PLEURA)

取扱患者数 3人　

当該医療技術の概要

医療技術名

T790M変異以外の機序にてEpidermal growth factor receptor-tyrosine
kinase inhibitor (EGFR-TKI)に耐性化したEGFR遺伝子変異陽性非扁平上
皮非小細胞肺がんに対するニボルマブとカルボプラチン＋ペメトレキセド併
用療法を比較する第Ⅱ相臨床試験（WJOG8515L）

取扱患者数 6人　

当該医療技術の概要

医療技術名
既治療の進行・再発非小細胞肺癌に対するドセタキセルとnab -パクリタキセ
ルのランダム化比較第III 相試験（ Japanese Intergroup Study of Nab-
Paclitaxel  (J-AXEL) ）

取扱患者数 5人　

当該医療技術の概要

医療技術名
化学療法未施行IIIB/IV期・術後再発肺扁平上皮癌に対するCBDCA＋TS-1
併用療法後のTS-1維持療法の無作為化第Ⅲ相試験（WJOG7512L）

取扱患者数 0人　

当該医療技術の概要

医療技術名 肺がんを対象としたドライバー遺伝子変異の分子スクリーニング 取扱患者数 3人　

当該医療技術の概要

医療技術名
高齢者切除不能・再発胃癌に対するS-1単剤療法とS-1/L-OHP併用 (SOX)
療法のランダム化第II相試験 (WJOG 8315G)

取扱患者数 2人　

当該医療技術の概要

医療技術名
高度腹水を伴うまたは経口摂取不能の腹膜転移を有する胃癌に対する5-
FU/l-LV療法vs. FLTAX（5-FU/l-LV+PTX)療法のランダム化第II/III相比較
試験（JCOG1108/WJOG7312G）

取扱患者数 0人　

当該医療技術の概要

医師主導の比較第II/III相試験

医師主導の比較第III相試験

医師主導の比較第III相試験

医師主導の比較第III相試験

医師主導の比較第II相試験

医師主導の比較第III相試験

医師主導の比較第III相試験

医師主導臨床試験 パラフィン包埋ブロックからDNAおよびRNAを抽出
次世代シークエンサーなどを用いて約30遺伝子の遺伝子異常と融合遺伝子を検出する

医師主導の比較第Ⅱ相試験

医師主導の比較第II/III相試験



医療技術名
再発および遠隔転移食道癌を対象とした5FU/ドセタキセル/ネダプラチン併
用療法第Ⅱ相臨床試験 （UDON　PⅡ）

取扱患者数 4人　

当該医療技術の概要

医療技術名

RAS 遺伝子（KRAS/NRAS遺伝子）野生型で化学療法未治療の切除不能進
行再発大腸癌患者に対するmFOLFOX6 + ベバシズマブ併用療法と
mFOLFOX6 +パニツムマブ併用療法の有効性及び安全性を比較する第III
相無作為化比較試験（PARADIGM試験）

取扱患者数 2人　

当該医療技術の概要

医療技術名
薬物療法非抵抗性Stage IV乳癌に対する原発巣切除の意義（原発巣切除な
しversusあり）に関するランダム化比較試験（JCOG1017）

取扱患者数 1人　

当該医療技術の概要

医療技術名
再発高リスク乳癌術後患者の標準的フォローアップとインテンシブフォロー
アップの比較第 III 相試験(JCOG1204)

取扱患者数 0人　

当該医療技術の概要

医療技術名
ホルモン受容体陽性転移・再発乳がんに対する タモキシフェンの CYP2D6
遺伝子型に基づく個別化投薬と固定用量の比較研究（TARGET-1 study)

取扱患者数 0人　

当該医療技術の概要

医療技術名
進行･再発乳癌を対象としたエリブリン/S-1併用療法の第II相試験（ERIS-

Study）
取扱患者数 0人　

当該医療技術の概要

医療技術名

局所進行頭頸部扁平上皮癌術後の再発ハイリスク患者に対する3-Weekly
CDDP を同時併用する術後補助化学放射線療法とWeekly CDDP を同時併
用する術後補助化学放射線療法に関するランダム化第Ⅱ/Ⅲ相試験
（JCOG1008）

取扱患者数 1人　

当該医療技術の概要

医療技術名
局所進行上顎洞原発扁平上皮癌に対するCDDPの超選択的動注と放射線
同時併用療法の用量探索および有効性検証試験（JCOG1212）

取扱患者数 0人　

当該医療技術の概要

医療技術名
再発および遠隔転移頭頸部扁平上皮細胞癌を対象としたネダプラチン/S-１
/セツキシマブ併用療法　第Ⅱ相臨床試験

取扱患者数 3人　

当該医療技術の概要

医療技術名
固形癌に対する腫瘍遺伝子網羅的解析結果に基づく分子標的治療薬選択
に関する観察研究

取扱患者数 163人　

当該医療技術の概要

医師主導の第II相試験

医師主導の比較第III相試験

医師主導の比較試験
4期発乳癌を対象とし薬物療法と薬物療法に続く原発手術を比較

医師主導の比較第III相試験
ハイリスク根治手術後のフォローアップに関してインテンシブフォローの意義を検討

医師主導臨床試験
エストロゲン受容体陽性ＨＥＲ２陰性の進行再発乳癌を対象

医師主導の比較第二相試験
ＨＥＲ２陰性の進行再発乳癌を対象

医師主導のランダム化第Ⅱ/Ⅲ相試験

医師主導の用量探索および有効性検証試験

医師主導の第II相試験

パラフィン包埋ブロックからDNAおよびRNAを抽出
次世代シークエンサーなどを用いて約30遺伝子の遺伝子異常と融合遺伝子を検出する



医療技術名
日本人の進行・再発小細胞肺癌患者を対象としたrovalpituzumab tesirineの
安全性及び忍容性を評価する非盲検試験

取扱患者数 4人　

当該医療技術の概要

医療技術名
NTRK1/2/3、ROS1 又はALK 遺伝子再構成陽性の局所進行又は遠隔転移
を有する固形癌患者を対象としたentrectinib の非盲検、多施設共同、第2相
国際共同バスケット試験

取扱患者数 2人　

当該医療技術の概要

医療技術名

上皮成長因子受容体チロシンキナーゼ阻害剤による一次治療が無効であっ
た上皮成長因子受容体遺伝子変異陽性かつT790M陰性のステージIV又は
再発非小細胞肺癌患者を対象とした、ニボルマブ（BMS-936558）とペメトレ
キセド／プラチナ製剤又はニボルマブとイピリムマブ（BMS-734016）の併用
療法をペメトレキセドとプラチナ製剤の併用療法と比較するランダム化オープ
ンラベル試験

取扱患者数 ０人　

当該医療技術の概要

医療技術名
HER2陽性進行再発乳がんに対するペルツズマブ再投与の意義を検討する
3相試験 (JBCRG M05)

取扱患者数 0人　

当該医療技術の概要

医療技術名 YS110の悪性胸膜中皮腫患者を対象とした第 I/II 相臨床試験 取扱患者数 ２人　

当該医療技術の概要

医療技術名
ニボルマブとニボルマブ・イピリムマブ併用療法および化学療法併用療法の
有効性を検討する第III相臨床試験）

取扱患者数 ６人　

当該医療技術の概要

医療技術名 ゲフィチニブと放射線治療の同時併用療法 取扱患者数 0人　

当該医療技術の概要

医療技術名 ｃMET阻害剤INC280単剤による治療 取扱患者数 １人　

当該医療技術の概要

医療技術名
ONO-4538第Ⅲ相試験　非扁平上皮非小細胞肺がんに対する多施設共同
二重盲検無作為化試験

取扱患者数 4人　

当該医療技術の概要

医療技術名 エルロチニブとラムシルマブの併用療法 取扱患者数 1５人　

当該医療技術の概要

企業治験による第１相試験
進行再発小細胞肺癌を対象

企業治験による第2相試験
NTRK1/2/3, ROS1またはALK遺伝子再構成陽性の固形がん

企業治験による比較第三相試験

医師主導の比較第三相試験
ＨＥＲ２陽性の進行再発乳癌を対象

企業治験第II/III相試験
企業治験
YS110の悪性胸膜中皮腫患者に対する安全性、有効性を検討する

比較第III相試験
未治療進行非小細胞肺がんを対象とした企業治験
標準療法とニボルマブおよびイピリムマブや化学療法との併用の有効性を検証

単アーム第II相試験
WJOG多施設共同医師主導臨床試験

企業治験による臨床第II相試験
肺扁平上皮癌の2次、3次治療症例

企業治験の第III相比較試験
IV期非扁平上皮非小細胞肺癌

企業治験による比較III相試験
EGFR遺伝子変異陽性肺がん初回治療例が対象
エルロチニブ150mg/日連日投与とラムシルマブ１０ｍｇ iv/2週を併用する



医療技術名

進展型小細胞肺癌（SCLC）患者に対する一次治療におけるデュルバルマブ
又はデュルバルマブ＋トレメリムマブと白金製剤ベースの化学療法との併用
療法の有効性を検討する第Ⅲ相無作為化非盲検多施設共同比較試験
（CASPIAN）

取扱患者数 3人　

当該医療技術の概要

医療技術名
未治療原発不明癌に対する次世代シークエンスを用いた原発巣推定に基づ
く治療効果の意義を問う第II相試験

取扱患者数 2人　

当該医療技術の概要

医療技術名
ALK 陽性進行非小細胞肺癌患者を対象に，1次治療としてLORLATINIB
（PF-06463922）単剤療法とクリゾチニブ単剤療法を比較する第3相，無作為
化，非盲検試験

取扱患者数 4人　

当該医療技術の概要

医療技術名
ONO-4538 拡大治験　切除不能な進行又は再発胃がんに対する多施設共
同非盲検非対照試験

取扱患者数 ２人　

当該医療技術の概要

医療技術名
未治療の局所進行頭頸部扁平上皮癌患者を対象としたAVELUMAB と標準
的化学放射線療法（シスプラチンおよび根治的放射線療法）の併用と標準的
化学放射線療法を比較する無作為化，二重盲検，第3相試験

取扱患者数 3人　

当該医療技術の概要

医療技術名
進行癌患者を対象としてPF-02341066（C-MET/HGFR 選択的チロシンキ
ナーゼ阻害剤）を経口投与したときの安全性，薬物動態および薬力学を検討

取扱患者数 1人　

当該医療技術の概要

医療技術名

転移性非小細胞肺癌（NSCLC）患者に対する一次治療においてデュルバル
マブ単剤又はデュルバルマブ＋トレメリムマブに白金製剤を含む化学療法を
併用した場合の有効性を検討する第III 相無作為化非盲検国際多施設共同
比較試験（POSEIDON）

取扱患者数 3人　

当該医療技術の概要

医療技術名

A PHASE 2，MULTICENTER，OPEN－LABEL STUDY OF DS－8201A IN
SUBJECTS WITH HER2－EXPRESSING ADVANCED GASTRIC OR
GASTROESOPHAGEAL JUNCTION ADENOCARCINOMAHER2発現の進
行胃腺癌又は胃食道接合部腺癌の患者を対象としたDS-8201aの多施設共
同非盲検第II相試験

取扱患者数 0人　

当該医療技術の概要

企業治験による第III相比較試験
進展型未治療小細胞肺がん

（AMED)医師主導第II相臨床試験
未治療原発不明癌
次世代シークエンシングにて推定された原発巣の標準化学療法を行う

企業治験による第III相試験
ALK陽性非扁平非小細胞肺癌初回治療例を対象
Lorlatinibの有効性を検証する

企業治験による第II相試験
切除不能な進行又は再発胃がんの既治療例
Ono-4538の有効性を検討する

企業治験による第III相試験
未治療の局所進行頭頸部扁平上皮癌患者
Avelumabの有効性を検討する

企業治験の第I相試験
C-MET陽性IV期非小細胞肺癌初回治療例
PF-02341066

企業治験によるIII相試験
進行非小細胞肺がん初回治療例
デュルバルマブ単剤又はデュルバルマブ＋トレメリムマブに白金製剤を含む化学療法

企業治験による臨床第II相試験
HER2陽性胃癌症例
DS-8201aの有効性を検討する



医療技術名
A Phase 2，multicenter，open-label study of DS-8201a in subjects with
HER2-expressing advanced colorectal cancerHER2 発現の進行大腸癌の患
者を対象としたDS-8201aの多施設共同、非盲検、第II相試験

取扱患者数 0人　

当該医療技術の概要

医療技術名
切除不能な胸膜中皮腫患者を対象に、一次治療としてのニボルマブとイピリ
ムマブの併用療法をペメトレキセドとシスプラチン又はカルボプラチンの併用
療法と比較するランダム化オープンラベル第III相試験

取扱患者数 3人　

当該医療技術の概要

医療技術名
多剤併用療法が適さないRAS野生型切除不能進行再発大腸がんに対する
一次治療としてのパニツムマブ単剤療法 -第II相試験-（OGSG1602）

取扱患者数 1人　

当該医療技術の概要

医療技術名
既治療進行・再発肺多形癌など肺肉腫様癌に対するニボルマブの単群検証

的試験
取扱患者数 1人

当該医療技術の概要

医療技術名
Ramucirumab抵抗性進行胃癌に対するramucirumab＋Irinotecan併用療法の
インターグループランダム化第III相試験（RINDBeRG試験）

取扱患者数 0人　

当該医療技術の概要

医療技術名
特発性肺線維症合併進行非小細胞肺癌に対するカルボプラチン＋
nab-パクリタキセル＋ニンテダニブ療法とカルボプラチン＋
nab-パクリタキセル療法のランダム化第 II相試験 （J-SONIC）

取扱患者数 2人　

当該医療技術の概要

医療技術名
切除不能進行・再発大腸がん初回化学療法例に対する
FOLFIRI+ramucirumab療法とFOLFOXIRI+ramucirumab療法のランダム化第
II相試験（WJOG 9216G）

取扱患者数 0人　

当該医療技術の概要

医療技術名
高齢者化学療法未施行IIIB/IV期扁平上皮肺がんに対するnab-Paclitaxel+
Carboplatin併用療法とDocetaxel単剤療法のランダム化第Ⅲ相試験
（CAPITAL study）

取扱患者数 0人　

当該医療技術の概要

医療技術名
PD-1・L1抗体が有効であった進行・再発非小細胞肺がんに対する、
ニボルマブ投与の第II相試験（WJOG9616L）

取扱患者数 1人　

当該医療技術の概要

医療技術名
エストロゲン受容体陽性・低リスク非浸潤性乳管癌に対する非切除＋
内分泌療法の有用性に関する単群検証的試験（JCOG1505）

取扱患者数 0人　

当該医療技術の概要

企業治験の第II相試験
HER2陽性大腸癌症例
DS-8201aの有効性を検討する

企業治験によるIII相試験
切除不能な胸膜中皮腫を対象

医師主導の第II相試験

医師主導の単群検証的試験

医師主導の第III相試験

医師主導の比較第II相試験

医師主導の比較第II相試験

医師主導の比較第III相試験

医師主導の第II相試験

医師主導の単群検証的試験



医療技術名
高齢進行非小細胞肺癌患者に対するPEG-G-CSF支持下のドセタキセル＋
ラムシルマブ療法の多施設共同単群第II相試験（WJOG9416L）

取扱患者数 0人　

当該医療技術の概要

医療技術名

HER2陽性進行・再発乳癌におけるトラスツズマブ、ペルツズマブ、タキサン
併用療法とトラスツズマブ、ペルツズマブ、エリブリン併用療法を比較検討す
る
第III相臨床研究- JBCRG-M06 (EMERALD)

取扱患者数 0人　

当該医療技術の概要

医療技術名 難治性腸管GVHDに対する経口ベクロメタゾン内服治療 取扱患者数 3人　

当該医療技術の概要

医療技術名 頻回再発型ネフローゼ症候群に対する高用量ブレディニン治療 取扱患者数 12人　

当該医療技術の概要

医療技術名 セルセプト薬物モニタリングによる小児ネフローゼ症候群の治療 取扱患者数 5人　

当該医療技術の概要

医療技術名 小児期IgA腎症に対する扁桃摘出療法 取扱患者数 7人　

当該医療技術の概要

医療技術名 小児期および先天性心疾患に対する高周波カテーテル心筋焼灼術 取扱患者数 43人　

当該医療技術の概要

医療技術名 胎児頻脈性不整脈に対する胎児治療 取扱患者数 2人　

当該医療技術の概要

医療技術名 がんペプチドワクチンによる食道癌術後補助免疫療法 取扱患者数 4人　

当該医療技術の概要

医療技術名
cT4局所進行食道癌に対する術前50-60Gy化学放射線療法とplanned
salvage surgery

取扱患者数 5人　

当該医療技術の概要

医療技術名 頸部口側進展を呈する頸部または頸胸境界部食道癌に対する喉頭温存術 取扱患者数 2人　

当該医療技術の概要

医師主導の単群第II相試験

医師主導の第III相試験

同種造血幹細胞移植後の腸管GVHDに対して、ステロイドの全身投与にて効果が無い場合に、非吸収性のベクロメタゾンの
経口内服により、副腎皮質ステロイドホルモンの全身投与の副作用なしにて、腸管GVHDの治療を行なう。

ブレディニン血中濃度モニタリングを行ない、投与量を調節して、小児頻回再発型ネフローゼ症候群の治療を行なう。

セルセプト血中濃度測定により、投与量を調節し、小児難治性ネフローゼ症候群の治療を行なう。

内科的治療による改善が不十分な症例に対して扁桃摘出療法を行なう。

全身麻酔下で三次元マッピング装置を用いて小児期および先天性心疾患に対するに関与する不整脈器質に対して高周波
カテーテル心筋焼灼術の治療を行なう。

胎児頻脈性不整脈に対し、経胎盤的に抗不整脈薬を投与することで不整脈の改善を図る

術前治療後の病理学的リンパ節転移陽性根治切除進行食道癌を対象に食道癌特異的ペプチドワクチンの術後補助療法と
しての有用性を検討する企業主導の臨床治験のPIとして参画し、研究を推進している。本試験は、近畿大学単独施設で行っ
た探索的研究でワクチン投与群が非投与群に比し倍近い生存率が得られたことから、第III相企業治験として現在多施設共同
プラセボ対象二重盲検無作為比較試験が進行している。多くの施設に声をかけたり、学会や研究会でのセミナー講演などで
協力施設を募り、２０１８年３月最終登録があって治験の登録は終了した。今後は症例の適格性の審査とfollow upを行う予定
である。

手術をしても切除面に癌の違残の可能性がある症例に対して根治量の化学放射線療法を行い、切除可能と判断すれば積極
的に手術にを追加してSalvegeを行い根治を目指す。

従来は喉頭合併切除が標準術式であった頸部食道癌に対して、化学放射線療法による抗腫瘍効果と我々の考案した喉頭
温存術式および嚥下機能補助術式により、「声を残して癌を治す」ことを目指す集学的治療戦略である。



医療技術名 気管浸潤進行食道癌に対する縦隔気管瘻Grillo）術 取扱患者数 1人　

当該医療技術の概要

医療技術名 StageII/III進行食道癌に対するDCF術前化学療法 取扱患者数 30人　

当該医療技術の概要

医療技術名 FDG-PETに基づいた進行食道癌治療戦略の個別化 取扱患者数 72人　

当該医療技術の概要

医療技術名
胃切後食道癌における食道切除後の有茎空腸による血行再建を伴う安全な
食道再建術

取扱患者数 3人　

当該医療技術の概要

医療技術名
多施設での治療困難症例（初回治療後の手術困難または術後合併症後の
再建困難）の治療

取扱患者数 4人　

当該医療技術の概要

医療技術名
腹膜転移陽性進行胃癌に対するS-1+CDDP+Paclitaxel3剤併用術前化学療
法の有用性

取扱患者数 5人　

医療技術名 75歳未満の4型または大型3型胃癌に対する術前化学放射線療法の有用性 取扱患者数 3人　

医療技術名 75歳以上の4型または大型3型胃癌に対する術前化学放射線療法の有用性 取扱患者数 2人　

医療技術名
腹膜播種陽性または腹腔細胞診陽性の胃癌に対するS-1＋パクリタキセル
経静脈・腹腔内併用療法

取扱患者数 1人　

頸胸境界部で縦隔内の気管に浸潤する食道癌は切除不能とされ、根治的化学放射線療法で腫瘍が消失しない限りは治療
法がないとされている。しかし、腫瘍が完全に消失する確率は僅か10%前後である。Grilloという縦隔気管瘻手術は前記患者に
対しても根治が望める唯一の方法であるが、極めて難易度が高く、リスクが高いことから避けられてきた。我々はこれを克服す
る術式を考案し、患者のためにリスクをかけてこの唯一の治療法にかけて根治を目指している。

JCOG9907試験の結果を受けて現在日本ではStageII/III食道癌に対する標準治療は術前化学療法＋手術とされている。しか
し、臨床試験で用いられたFP化学療法は奏効率も36%と低く、術前治療レジメンとしては弱い。我々は臨床試験でDCFレジメ
ンの予後に対する有用性を証明し、現在標準レジメンとして使用している。同時に、術前治療として通常行われる２コースと腫
瘍内科で行われている３コースのいずれが適しているか、これも臨床試験で検討中である。

我々はFDG-PETの集積値：SUVmaxが腫瘍量ならびに予後と強い相関があることを報告してきた。切除可能症例であっても、
PETでLNにFDGの集積を認めるPET-N(+)やLNへの集積がなくても主腫瘍にSUCmax>6.02以上の集積があれば遠隔再発高
危険群で、極めて予後不良で、術前化学療法の適応と考えられる。また、治療後のPETにおいて集積が消失した症例は組織
学的効果も高く、予後も良いことも報告してきた。このようにPETにより治療前および治療後の予後予測を基に術前治療の個
別化を行い、治療の質の向上を図っている。

過去に胃切の既往のある患者さんは、その後に食道癌を維持制に発症する確率は比較的高い。しかし、その食道切除後の
再建に関しては大腸や小腸を用いて再建せざるを得ず、その難易度は高い。近隣の施設からの依頼を多く受けるが、その術
式の最大の問題点は挙上性とグラフトの血流確保である。挙上性を優先して血管丙を切離すれば血流が悪くなる。いずれを
も満足するために、形成外科医と協力して積極的に血管吻合を付加して安全の向上に努めている。内胸動静脈と空腸の動
静脈を吻合するが、近年はそのためグラフト壊死は経験していない。

多施設で初回治療として化学療法または化学放射線療法を行った後の治療困難症例の紹介を受けて治療を継続して治癒を
目指している。手術の可能性があれば、治療後のためあまり時間は空けることができず、準緊急で対応することもある。また、
治療中の合併症に対する緊急対応や手術を行ったが合併症で再建困難な状況に陥った症例の再建術も紹介を受ければ積
極的に取り組んでいる。現在のところはほぼ対応ができている状況である。南大阪で癌難民を作らないのが我々の使命と考え
て取り組んでいる。

当該医療技術の概要

予後不良であるである腹膜播種陽性胃癌に対して、一般に用いられているTS-1+CDDP療法に腹腔への良好な移行性を示
すPaclitaxelを加えることにより腹膜転移巣の抗腫瘍効果を期待し、期待通りの奏効が得られた症例には手術を追加して根治
を目指す治療である。

当該医療技術の概要

4型または大型3型胃癌は強力に術前化学療法を行ったとしても原発巣の抗腫瘍効果はそれ程高くなく、術後の腹膜播種再
発の可能性が高く、予後不良である。そこで原発腫瘍を強力に抑え込むことで腹腔への進展を抑制し、予後改善を図る目的
で術前化学放射線療法を導入して成績向上を図っている。日本では胃癌に対して化学放射線療法を用いた初めての臨床試
験である

当該医療技術の概要

4型または大型3型胃癌は腹膜播種再発高危険群であるが、75歳以上の高齢者に対しては臓器機能低下から強力な化学療
法の上乗せは困難である。しかし手術単独ではほとんど治癒が望めないことも明らかである。そこで局所治療である放射線を
追加し、局所制御効果を高めつつ、全身の副作用は抑えて治療完遂率を上げ、成績向上を図っている。

当該医療技術の概要

腹膜播種陽性胃癌の予後は非常に不良である。この腹膜播種を制御することが最大の鍵である。そこで腹腔ポートを留置し
腹腔内化学療法と全身化学療法を併用することによりにより腹腔内遊離癌細胞、原発腫瘍ならびにLN転移巣を併せて攻撃
することで癌細胞を死滅させる。期待通りの奏効が得られた症例には手術を追加して根治を目指す治療である。本治療法は
既に患者申出療養として厚生労働大臣の告知を受けている（患者申出療養）。



医療技術名
高度リンパ節転移を有するHER2陽性胃・食道胃接合部腺癌に対する術前
trastuzumab併用化学療法

取扱患者数 1人　

当該医療技術の概要

医療技術名
早期上部胃癌に対する腹腔鏡下噴門側胃切除、偽穹窿部食道裂孔挿入・
食道残胃吻合法

取扱患者数 4人　

当該医療技術の概要

医療技術名 腹腔鏡下肝切除術 取扱患者数 24人　

当該医療技術の概要

医療技術名 腹腔鏡下膵切除術 取扱患者数 17人　

当該医療技術の概要

医療技術名 血管および気管支形成を伴う左肺上葉切除 取扱患者数 1人　

当該医療技術の概要

医療技術名 転移性脳腫瘍の治療成績の検証 取扱患者数 2人　

当該医療技術の概要

本邦における転移性脳腫瘍の治療成績の検証 -多施設共同研究によるデータベース作成の試み-

医療技術名 グリオーマにおける化学療法感受性の遺伝子指標の検索 取扱患者数 2人　

当該医療技術の概要

グリオーマにおける化学療法感受性の遺伝子指標の検索とそれに基づくテーラーメード治療法の開発を行う

医療技術名 大動脈ステントグラフト治療 取扱患者数 ５４人

当該医療技術の概要

医療技術名 MICS(Minimally Invasive Cardiac Surgery：低侵襲心臓手術） 取扱患者数 １１人　

当該医療技術の概要

医療技術名 末期重症心不全に対する補助人工心臓の植込み 取扱患者数 １人　

当該医療技術の概要

医療技術名 経カテーテル的大動脈弁移植術（TAVI） 取扱患者数 １８人　

当該医療技術の概要

医療技術名 がんワクチン療法 取扱患者数 5人　

当該医療技術の概要

高度リンパ節転移を有する胃癌は予後が不良であり、治療成績向上のために術前化学療法と手術を組み合わせた集学的治
療の有用性が検証されつつある。高度リンパ節転移を有するHER2陽性の胃癌に対して術前 trastuzumab併用化学療法の意
義を示すために多施設共同臨床試験として治療開発を進めている。（先進医療）

早期上部胃癌に対して噴門側胃切除術、食道残胃吻合が行われるが、逆流性食道炎の後遺症が問題となっている。腹腔鏡
下に食道と残胃前壁を吻合し残胃を食道裂孔内に挿入することにより確実に食道への逆流を防止する術式を開発し、術後の
quality of lifeの低下をきたしにくい手術法を行っている。

腹腔鏡下に肝切除術を行う

腹腔鏡下に膵切除術を行う

左上葉肺門近くにできた腫瘍にたいして、左気管支と肺動脈管状切除をおこなって完全切除した。肺動脈を端端吻合、左主
気管支と下葉気管支の端端吻合を行った。術後経過は良好であった、

胸部および腹部大動脈瘤に対して、開胸や開腹を行うことなく血管内治療ができる

①僧帽弁疾患　②大動脈弁疾患　③先天性心疾患　④不整脈　に対し、小切開により直視下またはVideo Assist下で低侵襲
に心臓手術を行う。

あらゆる内科的治療や外科的治療でも効果がない末期重症心不全患者に対しては心臓移植が唯一の治療法であるが、ド
ナー数や移植タイミングに大きな制約があり、移植までの橋渡し的治療としての役割が大きい。

超高齢者や人工心肺を用いた手術に耐術困難なハイリスク大動脈弁狭窄症に対して開胸や人工心肺を用いず、カテーテル
的に大動脈弁位に人工弁を移植できる。

現在のところがんワクチン療法は、一般に保険適用でないが、特異的な患者においては極めて有効な免疫療法として評価さ
れている。



医療技術名 OOKP 取扱患者数 1人　

当該医療技術の概要

医療技術名 人工内耳埋め込み術 取扱患者数 35人　

当該医療技術の概要

医療技術名 人工中耳（VSB）埋め込み術 取扱患者数 20人　

当該医療技術の概要

医療技術名 頭頸部表在癌に対する経口的内視鏡切除術 取扱患者数 10人　

当該医療技術の概要

内視鏡の進歩により施行されるようになった頭頸部表在癌に対する低侵襲手術。早期下咽頭癌などが適応となる。

医療技術名 認知症における脳FDG-PET 取扱患者数 31人　

当該医療技術の概要

脳の糖代謝異常をみることによりアルツハイマー病と他の認知症疾患を鑑別することができる。

一部は先進医療Bで施行。

医療技術名 脳アミロイドPET 取扱患者数 32人　

当該医療技術の概要

アルツハイマー病の原因とされるアミロイドタンパクの脳への沈着をPETにより生体で画像化できる検査

医療技術名 脳タウPET 取扱患者数 32人　

当該医療技術の概要

アルツハイマー病他タウが原因とされる疾患においてタウタンパクの脳への沈着をPETにより生体で画像化できる検査

医療技術名 脳メチオニンPET 取扱患者数 18人　

当該医療技術の概要

脳腫瘍の進展範囲・再発の有無をアミノ酸代謝が盛んな部位としてPETにより生体で画像化できる検査

医療技術名 FMISO-PET 取扱患者数 4人　

当該医療技術の概要

医療技術名 経頚静脈肝内門脈大循環短絡術 取扱患者数 2人

当該医療技術の概要

医療技術名 バルーン閉塞下逆行性経静脈的塞栓術 取扱患者数 10人　

当該医療技術の概要

医療技術名 MRIを用いた肝硬度測定 取扱患者数 120人　

当該医療技術の概要

医療技術名 経皮経門脈塞栓術 取扱患者数 ８人　

当該医療技術の概要

OOKPは歯根部利用人工角膜の略。この方法は、重症のスチーブンス・ジョンソン症候群などでの視力矯正の最後の手段とさ
れている方法で、患者自身の犬歯の根部を人工角膜光学部の固定に利用する手術方法。

両側高度感音難聴に対して行われるインプラント埋め込み術。最近では高音急墜型感音難聴に対し、残存聴力保存型人工
内耳埋め込み術（EAS）を施行している。

鼓室形成術でも聴力改善が困難であった例に対して行われるインプラント埋め込み術。骨固定式骨導補聴器と比較し、よりク
リアな音質で聴力を獲得することができる。

放射線治療抵抗性のある低酸素細胞をFMISO-PETにより生体で画像化できる検査

経頚静脈肝内門脈大循環短絡術(以下 TIPS)は、門脈圧亢進症に起因するさまざまな症状に対する治療法であり、経皮的に
肝内で門脈大循環短絡路を作成することで亢進した門脈圧を減圧します。

胃静脈瘤の流出血管（通常は 左腎静脈への後胃静脈）にバルーンカテーテルを挿入して、バルーンを膨らませて血流を止めた状態で胃
静脈瘤およびそれを形成する血管叢に硬化剤（オルダミン）を注入して一定時間滞留させ、胃静脈瘤を止血します。

肝臓の線維化診断において各種非侵襲的評価法が肝生検の代替検査となりうるか検討されているが、そのうち非侵襲的評
価法としてMRI装置を用いたElastographyによる肝硬度測定が有用とされている．

葉切除以上の肝切除が必要な肝癌、胆道癌患者に対し、左右いずれかの門脈を塞栓することにより残肝容積を増やし安全な手術を可能
にする手技であり、超音波ガイドで門脈を経皮的に穿刺し、バルーンカテーテルとエタノールで門脈枝を塞栓する。



医療技術名 強度変調放射線治療 取扱患者数 157人　

医療技術名 定位放射線治療 取扱患者数 35人　

医療技術名 125-I永久挿入密封小線源治療 取扱患者数 22人　

医療技術名 PET/CT simulation 取扱患者数 12人　

医療技術名 経皮的髄核摘出術 取扱患者数 10人　

当該医療技術の概要

医療技術名 気管支熱形成術 取扱患者数 12人　

当該医療技術の概要

医療技術名 気管支充填術 取扱患者数 7人　

当該医療技術の概要

医療技術名 凍結生検 取扱患者数 10人　

当該医療技術の概要

医療技術名 肝細胞癌に対する新規の分子標的療法の臨床試験 取扱患者数 24人　

当該医療技術の概要

医療技術名 肝細胞癌に対する免疫チェクポイント阻害剤の臨床試験 取扱患者数 ４1人　

当該医療技術の概要

医療技術名 肝細胞癌に対するUS-US fusion imagingを用いたラジオ波焼灼術 取扱患者数 22人　

当該医療技術の概要

医療技術名
肝細胞癌根治後における免疫チェクポイント阻害剤の再発抑制効果の

臨床試験
取扱患者数 42人　

当該医療技術の概要

当該医療技術の概要

頭頸部腫瘍、頸部食道癌、あるいは前立腺癌などに対して照射強度を最適に変調したビームを用いる高精度放射線治療。
通常照射法に比較して合併症の低減と局所制御の向上が示されている。

当該医療技術の概要

脳あるいは体幹部の原発性あるいは転移性腫瘍に対して多方向から高精度に照射し、1回大線量を数回で照射する高精度
放射線治療。高い局所制御率が示されている。

当該医療技術の概要

比較的低リスクの前立腺癌に対して125-I線源を永久挿入する前立腺癌に対する根治的治療法。高い局所制御率が示されている。

当該医療技術の概要

PET/CTの画像を用いて放射線治療計画を行う高精度治療計画法

腰椎の椎間板性疼痛に対して新しく開発された器械による経皮的髄核摘出を行っている。

高用量ICS/LABAの使用でもコントロールできない重症喘息患者を対象に、経気管支的にプローブを挿入してラジオ波によっ
て気管支平滑筋を熱変性させることによって増悪を抑制する。治療は3回の入院に分けて行う。

難治性気胸に対して、気管支鏡を用いて充填剤としてシリコン製のEWS(Endobronchial Watanabe Spigot)を挿入することに
よって気管支を閉塞させて治療する。

間質性肺炎では診断確定に大きな組織が必要なために、外科的肺生検が推奨されていたが、凍結肺生検によって外科的肺
生検をしなくても十分な組織が取れるメリットがある。凍結肺生検（CRYOBIOPSY）は経気管支鏡的に挿入した軟性クライオプ
ローブの先端部が約-45℃の低温となって組織を凍結してアイスボールを形成し、周囲ごと引きちぎることで大きな組織を採取
することができる。

肝動脈化学塞栓療法や既存の分子標的療法（ソラフェニブ）に不応、不耐の切除不能進行肝癌に対して、新規の分子標的
療法の有効性を立証するの臨床試験を積極的に行っている。

肝動脈化学塞栓療法や既存の分子標的療法（ソラフェニブ）に不応、不耐の切除不能進行肝癌に対して、免疫チェクポイント
阻害剤の有効性を立証するの臨床試験を積極的に行っている。

ラジオ波焼灼術に際して、焼灼前後の複数の超音波画像を重ね合わせることで、リアルタイムにablative marginを3次元的に
評価し、単回の治療で高い根治性が得られる手法を開発し、用いている。

肝細胞癌根治後における免疫チェクポイント阻害剤のアジュバント、ネオアジュバントをして使用した際の、その後の再発抑制
効果を検討している。



医療技術名 食道表在癌に対する内視鏡的粘膜下層剥離術 取扱患者数 45 人　

当該医療技術の概要

医療技術名 早期胃癌に対する内視鏡的粘膜下層剥離術 取扱患者数 146人　

当該医療技術の概要

医療技術名 大腸腫瘍に対する内視鏡的粘膜下層剥離術 取扱患者数 100人　

当該医療技術の概要

医療技術名 造影超音波内視鏡検査（造影EUS） 取扱患者数 1500人　

当該医療技術の概要

医療技術名 超音波内視鏡下穿刺吸引法（EUS-FNA） 取扱患者数 250人　

当該医療技術の概要

EUSで膵腫瘍や腹腔内リンパ節を評価し、そのまま穿刺吸引をして組織を摂取することで癌やリンパ腫の診断が可能になる。

医療技術名 超音波内視鏡下胆道ドレナージ（EUS-BD） 取扱患者数 30人　

当該医療技術の概要

医療技術名 超音波内視鏡下嚢胞ドレナージ（EUS-CD） 取扱患者数 24人　

当該医療技術の概要

医療技術名 超音波内視鏡下膵管ドレナージ（EUS-PD） 取扱患者数 4人　

当該医療技術の概要

医療技術名 EUSガイド下腹腔神経叢ブロック術 取扱患者数 5人　

当該医療技術の概要

医療技術名 内視鏡的経乳頭的胆道ドレナージ（金属ステントを含む） 取扱患者数 382人　

当該医療技術の概要

医療技術名 内視鏡的乳頭腫瘍切除術 取扱患者数 7人　

当該医療技術の概要

膵癌などの悪性腫瘍の腹腔神経叢浸潤に伴う難治性の癌性疼痛に対し、EUSガイド下腹腔神経叢ブロック術を行ない、高い
除痛効果を得ている。

食道表在癌に対して、術前にNBI診断で進達度を評価し、一括切除できる内視鏡的粘膜下層剥離術を施行している。全周性
の病変に対しても施行可能であり、術後狭窄予防のため、ステロイドの粘膜下層局注を行っている。

早期胃癌に対して内視鏡的粘膜下層剥離術を行っており、術前に超音波内視鏡による進達度診断、NBIによる切除範囲の
確定を行っている。

膵臓癌や胆管癌などによる胆管狭窄に対し、内視鏡を用いて経乳頭的にドレナージチューブを留置する。

症例によっては金属ステントを留置する。

十二指腸乳頭部にできた腫瘍を内視鏡を用いて切除する。適応症例に施行することで外科的侵襲を防ぐことが可能になる。

（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）。

大腸腫瘍に対して内視鏡的粘膜下層剥離術を行っている。術前に色素内視鏡やNBIにより、質的診断、進達度診断を行な
い、これらの工夫により、一括完全切除が行い得ている。

胆膵領域における超音波内視鏡検査(EUS)はその有用性が報告されているが、造影下での検査を行うことで早期膵腫瘍の診
断率向上が可能となる。

EUSで拡張胆管や胆嚢を描出し、そのまま経胃、経十二指腸的にドレナージを行う。これまで外科的手術を要した内視鏡的
処置困難症例に適応がある。

急性膵炎の合併症である感染性嚢胞に、EUS下にドレナージを行う。これまでは外科的手術を要していた病態も、手術を回避
してQOLを確保することができる。

EUSで拡張膵管を描出し、そのまま経胃、経十二指腸的にドレナージを行う。術後症例などの内視鏡的処置困難症例に適応
がある。



疾　　　患　　　名 患者数 疾　　　患　　　名 患者数
1 球脊髄性筋萎縮症 6 56 ベーチェット病 88
2 筋萎縮性側索硬化症 31 57 特発性拡張型心筋症 70
3 脊髄性筋萎縮症 0 58 肥大型心筋症 11
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 23 60 再生不良性貧血 45
6 パーキンソン病 322 61 自己免疫性溶血性貧血 2
7 大脳皮質基底核変性症 4 62 発作性夜間ヘモグロビン尿症 4
8 ハンチントン病 2 63 特発性血小板減少性紫斑病 112
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 1 65 原発性免疫不全症候群 6
11 重症筋無力症 117 66 IgＡ 腎症 36
12 先天性筋無力症候群 0 67 多発性嚢胞腎 23
13 多発性硬化症／視神経脊髄炎 120 68 黄色靱帯骨化症 8

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
40 69 後縦靱帯骨化症 76

15 封入体筋炎 2 70 広範脊柱管狭窄症 4
16 クロウ・深瀬症候群 1 71 特発性大腿骨頭壊死症 32
17 多系統萎縮症 19 72 下垂体性ADH分泌異常症 21
18 脊髄小脳変性症(多系統萎縮症を除く。) 57 73 下垂体性TSH分泌亢進症 0
19 ライソゾーム病 3 74 下垂体性PRL分泌亢進症 2
20 副腎白質ジストロフィー 1 75 クッシング病 4
21 ミトコンドリア病 8 76 下垂体性ゴナドトロピン分泌亢進症 0
22 もやもや病 19 77 下垂体性成長ホルモン分泌亢進症 17
23 プリオン病 1 78 下垂体前葉機能低下症 48
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 3 81 先天性副腎皮質酵素欠損症 1
27 特発性基底核石灰化症 0 82 先天性副腎低形成症 0
28 全身性アミロイドーシス 7 83 アジソン病 2
29 ウルリッヒ病 0 84 サルコイドーシス 147
30 遠位型ミオパチー 0 85 特発性間質性肺炎 48
31 ベスレムミオパチー 0 86 肺動脈性肺高血圧症 29
32 自己貪食空胞性ミオパチー 0 87 肺静脈閉塞症／肺毛細血管腫症 1
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 12
34 神経線維腫症 24 89 リンパ脈管筋腫症 1
35 天疱瘡 34 90 網膜色素変性症 114
36 表皮水疱症 1 91 バッド・キアリ症候群 0
37 膿疱性乾癬（汎発型） 25 92 特発性門脈圧亢進症 1
38 スティーヴンス・ジョンソン症候群 0 93 原発性胆汁性肝硬変 52
39 中毒性表皮壊死症 2 94 原発性硬化性胆管炎 0
40 高安動脈炎 31 95 自己免疫性肝炎 15
41 巨細胞性動脈炎 5 96 クローン病 97
42 結節性多発動脈炎 14 97 潰瘍性大腸炎 319
43 顕微鏡的多発血管炎 56 98 好酸球性消化管疾患 3
44 多発血管炎性肉芽腫症 19 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 14 100 巨大膀胱短小結腸腸管蠕動不全症 0
46 悪性関節リウマチ 20 101 腸管神経節細胞僅少症 0
47 バージャー病 11 102 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 1 103 CFC症候群 0
49 全身性エリテマトーデス 311 104 コステロ症候群 0
50 皮膚筋炎／多発性筋炎 130 105 チャージ症候群 0
51 全身性強皮症 150 106 クリオピリン関連周期熱症候群 0
52 混合性結合組織病 50 107 全身型若年性特発性関節炎 0
53 シェーグレン症候群 24 108 TNF受容体関連周期性症候群 0
54 成人スチル病 18 109 非典型溶血性尿毒症症候群 0
55 再発性多発軟骨炎 4 110 ブラウ症候群 0

高度の医療の提供の実績

4　指定難病についての診療

（様式第2）



高度の医療の提供の実績

4　指定難病についての診療

（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 2 161 家族性良性慢性天疱瘡 0
112 マリネスコ・シェーグレン症候群 0 162 類天疱瘡（後天性表皮水疱症を含む。） 17
113 筋ジストロフィー 13 163 特発性後天性全身性無汗症 0
114 非ジストロフィー性ミオトニー症候群 0 164 眼皮膚白皮症 0
115 遺伝性周期性四肢麻痺 0 165 肥厚性皮膚骨膜症 0
116 アトピー性脊髄炎 0 166 弾性線維性仮性黄色腫 0
117 脊髄空洞症 3 167 マルファン症候群 2
118 脊髄髄膜瘤 0 168 エーラス・ダンロス症候群 0
119 アイザックス症候群 0 169 メンケス病 0
120 遺伝性ジストニア 0 170 オクシピタル・ホーン症候群 0
121 神経フェリチン症 0 171 ウィルソン病 2
122 脳表ヘモジデリン沈着症 0 172 低ホスファターゼ症 0

123
禿頭と変形性脊椎症を伴う常染色体劣性

白質脳症
0 173 VATER症候群 0

124
皮質下梗塞と白質脳症を伴う常染色体優

性脳動脈症
0 174 那須・ハコラ病 0

125
神経軸索スフェロイド形成を伴う遺伝性び

まん性白質脳症
0 175 ウィーバー症候群 0

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

154
徐波睡眠期持続性棘徐波を示すてんかん

性脳症
0 204 エマヌエル症候群 0

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



高度の医療の提供の実績

4　指定難病についての診療

（様式第2）

疾　　　患　　　名 患者数 疾　　　患　　　名 患者数

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

ラーゼ欠損症
0

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

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

ネ症候群
0

222 一次性ネフローゼ症候群 38 270 慢性再発性多発性骨髄炎 0
223 一次性膜性増殖性糸球体腎炎 0 271 強直性脊椎炎 13
224 紫斑病性腎炎 3 272 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） 1 274 骨形成不全症 0
227 オスラー病 1 275 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 1
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 0 283 後天性赤芽球癆 0
236 偽性副甲状腺機能低下症 0 284 ダイアモンド・ブラックファン貧血 0
237 副腎皮質刺激ホルモン不応症 0 285 ファンコニ貧血 0
238 ビタミンＤ抵抗性くる病/骨軟化症 4 286 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 2
242 高チロシン血症2型 0 290 非特異性多発性小腸潰瘍症 0
243 高チロシン血症3型 0 291 ヒルシュスプルング病（全結腸型又は小腸 0
244 メープルシロップ尿症 0 292 総排泄腔外反症 0
245 プロピオン酸血症 0 293 総排泄腔遺残 0
246 メチルマロン酸血症 0 294 先天性横隔膜ヘルニア 0
247 イソ吉草酸血症 0 295 乳幼児肝巨大血管腫 0
248 グルコーストランスポーター1欠損症 0 296 胆道閉鎖症 1
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 13
253 先天性葉酸吸収不全 0 301 黄斑ジストロフィー 0
254 ポルフィリン症 0 302 レーベル遺伝性視神経症 0
255 複合カルボキシラーゼ欠損症 0 303 アッシャー症候群 0
256 筋型糖原病 0 304 若年発症型両側性感音難聴 0
257 肝型糖原病 0 305 遅発性内リンパ水腫 0

258
ガラクトース－１－リン酸ウリジルトランス

フェラーゼ欠損症
0 306 好酸球性副鼻腔炎 2



高度の医療の提供の実績

4　指定難病についての診療

（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 ・感染防止対策加算１

・歯科外来診療環境体制加算 ・患者サポート体制充実加算

・歯科診療特別対応連携加算 ・褥瘡ハイリスク患者ケア加算

・ハイリスク妊婦管理加算

・超急性期脳卒中加算 ・ハイリスク分娩管理加算

・診療録管理体制加算１ ・総合評価加算

・医師事務作業補助体制加算１（基準30対1） ・データ提出加算２

・急性期看護補助体制加算（区分：50対1） ・入退院支援加算１

・看護職員夜間配置加算（加算１。区分：12対1） ・認知症ケア加算１

・療養環境加算 ・救命救急入院料３

・重症者等療養環境特別加算 ・特定集中治療室管理料１

・無菌治療室管理加算２ ・脳卒中ケアユニット入院医療管理料

・緩和ケア診療加算 ・新生児特定集中治療室管理料１

・栄養サポートチーム加算 ・新生児治療回復室入院医療管理料

・医療安全対策加算１ ・小児入院医療管理料２

・がん拠点病院加算 ・入院時食事療養費（Ⅰ）

・特定機能病院入院基本料（区分：一般7対1、精神7対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）



6　届出が受理されている診療報酬制度における施設基準等（特掲診療科）

・高度難聴指導管理料

・糖尿病合併症管理料

・がん性疼痛緩和指導管理料 ・羊膜移植術

・外来緩和ケア管理料 ・網膜再建術

・糖尿病透析予防指導管理料

・ニコチン依存症管理料

・がん治療連携計画策定料

・肝炎インターフェロン治療計画料

・薬剤管理指導料

・経皮的冠動脈形成術（特殊ｶﾃｰﾃﾙによるもの）

・医療機器安全管理料１ ・経カテーテル大動脈弁置換術

・医療機器安全管理料２ ・経皮的中隔心筋焼灼術

・歯科治療総合医療管理料 ・ﾍﾟｰｽﾒｰｶｰ移植術及びﾍﾟｰｽﾒｰｶｰ交換術

・遺伝学的検査

・大動脈ﾊﾞﾙｰﾝﾊﾟﾝﾋﾟﾝｸﾞ法（IABP法）

・検体検査管理加算（Ⅳ） ・補助人工心臓

・国際標準検査管理加算 ・植込型補助人工心臓（非拍動流型）

・遺伝カウンセリング加算 ・内視鏡下下肢静脈瘤不全穿通枝切離術

・上顎骨形成術（骨移動を伴う場合に限る。）（歯科診療に係
るものに限る。）、下顎骨形成術（骨移動を伴う場合に限る。）
（歯科診療に係るものに限る。）

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

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

・ゲル充填人工乳房を用いた乳房再建術（乳房切除後）（一
次一期的再建、一次一期的再建及び二次再建）

・両心室ﾍﾟｰｽﾒｰｶｰ移植術及び両心室ﾍﾟｰｽﾒｰｶｰ交換術

・植込型除細動器移植術、植込型除細動器交換術及び経静
脈電極抜去術

・持続血糖測定器加算及び皮下連続式グルコース測定

・両室ﾍﾟｰｼﾝｸﾞ機能付き植込型除細動器移植術及び両室ﾍﾟｰ
ｼﾝｸﾞ機能付き植込型除細動器交換術

・がん患者指導管理料イ、がん患者指導管理料ロ、がん患者
指導管理料ハ

・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））

・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

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

・仙骨神経刺激装置植込術及び仙骨神経刺激装置交換術

・上顎骨形成術（骨移動を伴う場合に限る。）（歯科診療以外
の診療に係るものに限る。）、下顎骨形成術（骨移動を伴う場
合に限る。）（歯科診療以外の診療に係るものに限る。）

・移植後患者指導管理料（臓器移植後患者指導管理料、造
血幹細胞移植後患者指導管理料）

・検査・画像情報提供加算及び電子的診療情報評価料

・在宅植込型補助人工心臓（非拍動流型）指導管理料

・ＨＰＶ核酸検出及びＨＰＶ核酸検出（簡易ジェノタイプ判定）

高度の医療の提供の実績

施　設　基　準　の　種　類 施　設　基　準　の　種　類

（様式第2）



・時間内歩行試験及びシャトルウォーキングテス
ト

・腹腔鏡下膵腫瘍摘出術

・胎児心エコー法 ・腹腔鏡下肝切除術

・ヘッドアップティルト試験 ・腹腔鏡下膵体尾部腫瘍切除術

・腹腔鏡下膵頭十二指腸切除術

・長期継続頭蓋内脳波検査 ・早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術

・光トポグラフィー ・体外衝撃波腎・尿管結石破砕術

・脳波検査判断料１

・神経学的検査 ・同種死体腎移植術

・補聴器適合検査 ・生体腎移植術

・コンタクトレンズ検査料１ ・膀胱水圧拡張術

・小児食物アレルギー負荷検査 ・腹腔鏡下膀胱悪性腫瘍手術

・内服・点滴誘発試験 ・腹腔鏡下小切開膀胱悪性腫瘍手術

・悪性腫瘍病理組織標本加算 ・人工尿道括約筋植込・置換術

・ＣＴ透視下気管支鏡検査加算 ・腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術

・画像診断管理加算２

・腹腔鏡下仙骨膣固定術

・ＣＴ撮影及びＭＲＩ撮影
・腹腔鏡下子宮悪性腫瘍手術（子宮体がんに限
る。）

・冠動脈ＣＴ撮影加算

・外傷全身ＣＴ加算 ・輸血管理料Ⅰ

・心臓ＭＲＩ撮影加算 ・人工肛門・人工膀胱造設術前処置加算

・乳房ＭＲＩ撮影加算 ・胃瘻造設時嚥下機能評価加算

・抗悪性腫瘍剤処方管理加算 ・広範囲顎骨支持型装置埋入手術

・外来化学療法加算１ ・麻酔管理料（Ⅰ）

・無菌製剤処理料 ・麻酔管理料（Ⅱ）

・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。）

・心臓カテーテル法による諸検査の血管内視鏡検査加算

・腹腔鏡下腎悪性腫瘍手術（内視鏡手術用支援機器を用い
るもの）

・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）

・ポジトロン断層撮影、ポジトロン断層・コンピューター断層複
合撮影、ポジトロン断層・磁気共鳴コンピューター断層複合撮
影又は乳房用ポジトロン断層撮影（100分の100、特定機能病
院、がん診療の拠点となる病院）

・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）

・胃瘻造設術（内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を
含む。）



・心大血管疾患ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ料（Ⅰ） ・放射線治療専任加算

・脳血管疾患等ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ料（Ⅰ） ・外来放射線治療加算

・運動器ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ料（Ⅰ） ・高ｴﾈﾙｷﾞｰ放射線治療

・呼吸器ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ料（Ⅰ） ・１回線量増加加算

・がん患者リハビリテーション料 ・強度変調放射線治療（IMRT)

・リンパ浮腫複合的治療料 ・画像誘導放射線治療加算  （ＩＧＲＴ）

・歯科口腔リハビリテーション料２ ・体外照射呼吸性移動対策加算

・定位放射線治療

・ｴﾀﾉｰﾙの局所注入（甲状腺に対するもの） ・定位放射線治療呼吸性移動対策加算

・体外衝撃波胆石破砕術 ・画像誘導密封小線源治療加算

・ＣＡＤ／ＣＡＭ冠 ・病理診断管理加算２

・口腔病理診断管理加算２

・クラウン・ブリッジ維持管理料

・歯科矯正診断料

・乳腺炎重症化予防ケア・指導料 ・在宅腫瘍治療電場療法指導管理料

・長期脳波ビデオ同時記録検査１

・ロービジョン検査判断料 ・小児鎮静下ＭＲＩ撮影加算

・歩行運動装置（ロボットスーツによるもの） ・口腔粘膜処置

・後縦靭帯骨化症手術（前方進入によるもの）

・原発性悪性脳腫瘍光線力学療法加算 ・人工中耳植込み術

・胸腔鏡下弁置換術 ・バルーン閉塞下逆行性経静脈的塞栓術

・自己クリオプレシピテート作成術（用手法）

・レーザー機器加算の施設基準

・コーディネート体制充実加算

・抗精神病特定薬剤治療指導管理料（治療抵抗性統合失調
症治療指導管理料に限る。）

・腹腔鏡下膣式子宮全摘術（内視鏡手術用支援機器を用い
る場合）

・腹腔鏡下膣式子宮悪性腫瘍手術（子宮頸がんに限る）

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

・腹腔鏡下膣式子宮悪性腫瘍手術（子宮体がんに対して内視
鏡手術用支援機器を用いる場合）

・組織拡張器による再建手術（一連につき）（乳房（再建手術）
の場合に限る。）（一次再建、二次再建）

・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）

・有床義歯修理及び有床義歯内面適合法の歯科技工加算

・人工腎臓、透析液水質確保加算、導入期加算２及び腎代加
替療法実績加算

・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、結腸瘻閉鎖術（内視鏡による
もの）、小腸瘻閉鎖術（内視鏡によるもの）

・胸腔鏡下弁形成術



7　診療報酬の算定方法に先進医療から採り入れられた医療技術

8　病理・臨床検査部門の概要

１．臨床検査部門と病理診断部門は別々である。

２．臨床検査部門と病理診断部門は同一部門にまとめられている。

　・

　・

　・

　・

　・

　・

　・

　・

　・

高度の医療の提供の実績

施　設　基　準　等　の　種　類 施　設　基　準　等　の　種　類

　・H29年度は該当なし。 　・

　・

　・

　・

　・ 　・

　・

　・

　・

　・

　・

　・

　・

　・ 　・

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

臨床検査及び病理診断を実施する部門の状況

　・

　・

　・

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

臨床部門が病理診断部門或いは臨床検査部門と開催
した症例検討会の開催頻度

15回

剖　検　の　状　況

　・

　・

剖検症例数　　　　　31例　　　／　　剖検率   4.9   　　　　%

（様式第2）



1  研究費補助等の実績

金   額

補

委

補

委

補

委

補

委

補

委

補

委

補

委

補

委

補

委

補

委

補

委

補

委

補

委

補

委

補

委

補

委

補

委

補

委

補

委

補

委

補

委

補

委

補

委

補

委

補

委 小計 25

高度の医療技術の開発及び評価を行う能力を有することを証する書類

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

元

骨－疾患連関を基盤に骨折予防
を健康寿命延伸に繋げる大規模
コホートの長期追跡

ヒト‐細菌叢間 化学コミュニケー
ションの理解と炎症性腸疾患・が
ん・がん免疫

西尾　和人

日本学術
振興会

MET遺伝子のエクソン14欠失変
異を有する肺腺癌に対する分子
標的治療

光冨　徹哉

腎細胞癌に対するHLA-A2拘束
性マルチペプチドワクチンの開
発

植村　天受 泌尿器科 3,700,000

グライコアレイ法を用いた免疫性
神経疾患の標的抗原の同定と病
態解析

楠　　進

脳機能イメージングを用いた木材
による人の心理生理反応とその
評価方法に関する研究

環境医学・行動科学 1,900,000東　賢一

伊木　雅之 公衆衛生学 8,200,000

ゲノム生物学 10,600,000

神経内科 4,300,000

マウスAPOBEC３のプロテアーゼ
抑制機構解明による新規抗レトロ
ウイルス薬開発

宮澤　正顯 免疫学 4,000,000

外科 3,900,000

公衆衛生学 3,800,000

２×２分割表における因果効果
の正確検定に関する研究

千葉　康敬 臨床研究センター 900,000

体脂肪分布の多様性の形成と代
謝循環機能：日本人小児一般集
団の大規模追跡研究

甲田　勝康

臨床検査医学部 900,000

緑茶が及ぼす加齢ラット脳外傷
後の脳機能改善効果及び神経
再生促進効果に関する研究

佐藤　隆夫 病理診断科 1,000,000

胎生期から成長期の栄養環境が
脂質吸収に及ぼす影響

上硲　俊法

東洋医学研究所 600,000

臓器結合型アディポネクチンによ
る心疾患抑制機構と治療的効果
に関する研究

井上　敬夫 病理学 700,000

PMS症状を標的とした女性アス
リートパフォーマンス改善への栄
養学的アプローチ

武田　卓

東洋医学研究所 1,200,000

哺乳類中枢時計における測時領
域の形態機能学的解析

鯉沼　聡 解剖学 800,000

アストロサイトに高発現する
DISC1の機能解析～統合失調症
との関連を中心に～

遠山　正彌

医学基盤教育部門 1,100,000

力学的因子により誘導される筋と
骨のネットワークシステム

梶　博史 再生機能医学 1,100,000

糖尿病による骨／骨髄相互連関
の幹細胞分化誘導障害における
線溶系因子の役割の解明

岡田　清孝

解剖学 800,000

ホメオダイナミクス再生促進創薬
の基礎的研究

高橋　英夫 薬理学 1,000,000

末梢体内時計の人為的操作と慨
日リズム機構の回復の試み

筋野　貢

微生物学 1,000,000

血清分泌型マイクロRNAを用い
たソラフェニブ治療効果予測
マーカーの開発

工藤　正俊 消化器内科 600,000

非ステロイド性抗炎症薬による小
腸粘膜傷害でのガレクチン－３
および腸内細菌の役割

朴　雅美

臨床研究センター 800,000

２型糖尿病発症因子の解明：多
因子疾患における相互作用の検
証

馬場谷　成
内分泌・代謝・糖尿病内

科
700,000

悪性胸膜中皮腫に対する癌幹細
胞を標的とした新規治療法の開
発

福岡　和也

内分泌・代謝・糖尿病内
科

600,000

クラスリン依存性エンドサイトーシ
スを標的とした新規白血病治療
法の開発

松村　到 血液・膠原病内科 1,000,000

１型糖尿病の自己免疫と臓器特
異性を一元的に説明する遺伝子
の同定と機能解析

池上　博司

日本学術
振興会

日本学術
振興会

日本学術
振興会

日本学術
振興会

日本学術
振興会

日本学術
振興会

日本学術
振興会

日本学術
振興会

日本学術
振興会

日本学術
振興会

日本学術
振興会

日本学術
振興会

日本学術
振興会

日本学術
振興会

日本学術
振興会

日本学術
振興会

日本学術
振興会

日本学術
振興会

日本学術
振興会

日本学術
振興会

日本学術
振興会

日本学術
振興会

日本学術
振興会

日本学術
振興会

（様式第3）



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

元

補

委

補

委

補

委

補

委

補

委

補

委

補

委

補

委

補

委

補

委

補

委

補

委

補

委

補

委

補

委

補

委

補

委

補

委

補

委

補

委

補

委

補

委

補

委

補

委

補

委

補

委

補

委 　

補

委 小計 28

皮膚科 1,200,000

食道癌手術術後誤嚥に対する潜
在的ハイリスク患者の予測システ
ムの構築とその臨床応用

安田　卓司 外科 1,000,000

皮膚悪性腫瘍の全エクソンシー
クエンスによる網羅的遺伝子変
異解析

大磯　直毅

グリオーマ治療後脳放射線壊死
における M2 マクロファージの病
的意義の解明

藤田　貢

外科 1,000,000

肺がん脳転移発症における M2
マクロファージの病的意義の解
明

奥田　武司 脳神経外科 1,300,000

ステージIII大腸癌の再発予防に
おけるペプチドワクチン療法の優
勢性に関する研究

川村　純一郎

耳鼻咽喉科 400,000
内耳に発現するRhoA/ROCK
pathwayの分子構造と生理機能
の解析

土井　勝美

微生物学 700,000

前立腺癌に対する癌ワクチン療
法に応用しうるペプチドの同定

南　高文 泌尿器科 500,000

1,100,000

高密度視野測定による視野感度
の研究

奥山　幸子 眼科 100,000

変視症の定量化に関する研究

オリゴデンドロサイト機能異常よる
うつ病発症機構へのタンパクメチ
ル化の関与

宮田　信吾 東洋医学研究所 1,100,000

小池　英子 眼科 700,000

運動器再生におけるNrf2の機能
と間葉系幹細胞における重要性
の解明

福田　寛二 リハビリテーション医学

脂肪蓄積による筋と骨のネット
ワーク破綻メカニズムの解明

河尾　直之 再生機能医学 1,300,000
日本学術
振興会

エキソソームを用いたＡＬＫ融合
遺伝子検出

坂井　和子 ゲノム生物学 1,500,000
日本学術
振興会

糖尿病に伴う腸管神経変性にお
ける接着分子CADM1の病的意
義

米重　あづさ 病理学 1,300,000
日本学術
振興会

漿膜に発生した石灰化線維性偽
腫瘍と悪性中皮腫の鑑別の検討

清水　重喜 病理学 1,400,000
日本学術
振興会

肺粘膜滞在型メモリーＣＤ８Ｔ細
胞維持機構の解明

高村　史記 免疫学 1,100,000
日本学術
振興会

APOBEC3によるGag-Pol前駆体
プロセシング阻害の機序解明

博多　義之 免疫学 1,300,000
日本学術
振興会

メチローム・クロモゾーム解析に
基づく肝癌転移関連分子の同定
と臨床応用

西田　直生志 消化器内科 1,300,000
日本学術
振興会

金属含有放射線遮蔽紙を用いた
新しい放射線防護体系の確立

門前　一 医学研究科 1,300,000
日本学術
振興会

筋萎縮性側索硬化症の原因遺
伝子ERBB4を介する発症機序解
明と抗がん剤の効果検証

平野　牧人 神経内科 1,200,000
日本学術
振興会

心腎脳連関におけるバゾプレッ
シン系と交感神経系のクロストー
クの解明

岩永　善高 循環器内科 1,400,000
日本学術
振興会

関節炎に対する抗Tim-1抗体の
治療戦略への応用について

野崎　祐史 血液・膠原病内科 700,000
日本学術
振興会

未分化造血細胞の異常に起因
する多発性骨髄腫の新たな発生
機構についての解析

田中　宏和 血液・膠原病内科 1,100,000
日本学術
振興会

アミノ酸イメージングと癌シグナル
伝達因子による脳腫瘍患者の予
後予測マーカーの解明

甲斐田　勇人 放射線診断学 800,000
日本学術
振興会

近赤外線スペクトロスコピィによる
気分障害におけるうつ状態の客
観的評価法の開発

白川　治 精神神経科 1,200,000
日本学術
振興会

治療室内CT画像に基づく適応
放射線治療の確立

西村　恭昌 放射線腫瘍学 1,200,000
日本学術
振興会

肝動脈化学塞栓療法における
デュアルエナジーＣＴを用いた定
量的治療効果判定

兵頭　朋子 放射線診断学 1,000,000
日本学術
振興会

局所的レニン・アンギオテンシン
系（RAS）活性化による関節軟骨
変性の機序の解明

赤木　將男 整形外科 900,000
日本学術
振興会

日本学術
振興会

日本学術
振興会

日本学術
振興会

日本学術
振興会

日本学術
振興会

日本学術
振興会

日本学術
振興会

日本学術
振興会

日本学術
振興会

日本学術
振興会

日本学術
振興会
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小耳症軟骨細胞を用いて誘導し
た再生軟骨とその長期移植成績

磯貝　典孝 形成外科 1,600,000
日本学術
振興会

運動介入による骨髄微小環境
（ニッチ）再構築と脳可塑性の連
関

丹羽　淳子 薬理学 1,000,000
日本学術
振興会

脳内ストップウォッチにおける前
頭葉の機能的役割

生塩　研一 医学基盤教育部門 1,100,000
日本学術
振興会

頭頸部癌におけるセツキシマブ
治療の耐性機序の解明

米阪　仁雄 腫瘍内科 1,800,000
日本学術
振興会

時間の知覚と再生の基盤となる
高次脳の神経細胞活動

稲瀨　正彦 生理学 1,800,000
日本学術
振興会

不適切環境光入力による概日リ
ズム障害発生機序の究明とその
回避方策の検討

重吉　康史 解剖学 1,500,000
日本学術
振興会

転移性大腸がんに対するベバシ
ズマブ併用療法選択のためのバ
イオマーカーの探索的研究

藤田　至彦 ゲノム生物学 900,000
日本学術
振興会

圧付加による神経変性：水柱下
培養装置を用いた分子基盤の解
析

萩山　満 病理学 1,400,000
日本学術
振興会

病態特異的ヒストンメチル化制御
異常の造血器腫瘍における役割

上田　健 生化学 1,400,000
日本学術
振興会

オステオカルシン低値は２型糖尿
病とメタボリック症候群の発症リス
クを高めるか

由良　晶子 公衆衛生学 2,400,000
日本学術
振興会

放射線治療における新低吸収素
材器具の開発

奥村　雅彦 中央放射線部 1,500,000
日本学術
振興会

発癌とストレス応答の分子基盤解
明とその臨床応用

櫻井　俊治 消化器内科 1,400,000
日本学術
振興会

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

松岡　弘道 心療内科 900,000
日本学術
振興会

Kv3.1/3.2遺伝子変異を利用した
統合失調症の病態評価指標の
同定

柳　雅也 精神神経科 1,700,000
日本学術
振興会

１型糖尿病における膵β細胞特
異的破壊の機序解明と新規バイ
オマーカーの探索

能宗　伸輔
内分泌・代謝・糖尿病内

科
1,800,000

日本学術
振興会

食道癌術中における、食道標本
からの遊離癌細胞散布リスクの解
明と散布予防策の確立

加藤　寛章 外科 1,100,000
日本学術
振興会

ヨード密度CT画像を用いた肝線
維化の評価法の開発

鶴崎　正勝
高度先端総合医療セン

ターPET分子イメージング
部

1,000,000
日本学術
振興会

ｆMRI自己共振信号に基づいた
難治てんかん手術前後の脳機能
ネットワークの解析

加藤　天美 脳神経外科 1,500,000
日本学術
振興会

グレード2/3神経膠腫に対する
WT1免疫療法の開発と抑制系/
促進系免疫作用の評価

泉本　修一 脳神経外科 1,500,000
日本学術
振興会

関節軟骨組織の発生・再生機序
における転写因子KLF4の機能
解明

寺村　岳士
高度先端総合医療セン

ター再生医療部
1,400,000

日本学術
振興会

同種神経基底膜と骨髄幹細胞移
植による人工神経の作成

柿木　良介 整形外科 1,400,000
日本学術
振興会

前立腺癌マウスモデルを用いた
non-cording RNAバイオマーカの
探索研究

デベラスコ　マルコ ゲノム生物学 1,700,000
日本学術
振興会

β-cateninを標的とした未分化性
制御による新規多能性幹細胞の
作製法の開発

竹原　俊幸
高度先端総合医療セン

ター再生医療部
1,400,000

日本学術
振興会

固視微動を応用した新しい他覚
的視野測定法の開発

松本　長太 眼科 3,300,000
日本学術
振興会

内耳耳石器障害の情動系に対
する影響の解明

瀬尾　徹 耳鼻咽喉科 2,100,000
日本学術
振興会

オリゴデンドロサイトにおける統合
失調症関連因子DBZの機能解
析

清水　尚子 東洋医学研究所 1,000,000
日本学術
振興会

骨形成指標のオステオカルシン
で糖尿病の発症を予測できるか
大規模コホート研究

伊木　雅之 公衆衛生学 200,000
日本学術
振興会

HMGB-1 を標的とする血管新生
阻害薬の開発

小堀　宅郎 薬理学 1,000,000
日本学術
振興会
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月経前症候群（ＰＭＳ）に対する
エクオールの効果

武田　卓 東洋医学研究所

EGFR肺癌と第二世代キナーゼ
阻害剤:獲得耐性の網羅的解析
と個別化治療の新展開

血液・膠原病内科 19,615,387
チロシンキナーゼ阻害薬による
慢性骨髄性白血病の治癒を目指
した研究

松村　到

東洋医学研究所 13,636,364
SGK1阻害による新規うつ病治療
薬の探索-スクリーニング

宮田　信吾

血漿遊離DNAを用いたEGFR-
TKI耐性機序の解明と臨床的有
用性検討

金田　裕靖 腫瘍内科 600,000
日本学術
振興会

環境医学・行動科学 900,000

非小細胞肺癌におけるEGFR-
TKI耐性克服戦略の最適化に関
わる研究

吉田　健史 緩和ケアセンター 600,000

廃プラスチックマテリアルリサイク
ルによる排ガスの大気化学反応
の究明と処理法の検証

水越　厚史

外科 1,600,000

筋の分布は量と独立して骨折リス
クを上げるか　日本人女性の大
規模コホート研究

立木　隆広 公衆衛生学 500,000

富沢　健二
肺癌の個別化治療：ＨＥＲ２遺伝
子変異毎の治療戦略開発

外科 1,500,000

driver遺伝子異常肺癌に対する
分子標的薬の耐性化と、抗PD1
抗体の有効性

林　秀敏 腫瘍内科 1,600,000

小林　祥久

1,300,000

リンパ行性薬剤投与と超音波に
よるリンパ球への遺伝子導入とが
ん免疫療法への応用

加藤　茂樹 免疫学 1,800,000

日本学術
振興会

TAK1抑制によるiPS細胞作成効
率の改善と新規未分化維持培養
系の開発

小野寺　勇太
高度先端総合医療セン

ター再生医療部

日本学術
振興会

ＲＮＡシークエンシングを用いた
進行型多発性硬化症に対するバ
イオマーカーの同定

佐藤　文孝

安全管理部 2,100,000

哺乳類網膜におけるゲートの分
子機構と活動リズムの位相反応
への作用解析

池上　啓介 解剖学 1,900,000

ALK融合遺伝子陽性非小細胞
肺癌におけるALK-TKI耐性機序
に関する研究

田中　薫

心療内科 1,000,000
がん患者の骨転移に伴う神経障
害性疼痛へのプレガバリンの有
効性に関する探索的研究

酒井　清裕

微生物学 1,700,000

決定木分析による抗がん治療中
止判断のサポートツール開発

羽多野　裕 緩和ケアセンター 300,000

麻酔科 1,200,000

卵巣癌のliquid biopsyによる新た
なスクリーニング法の確立

高矢　寿光 産科婦人科 1,600,000

糖尿病患者における周術期臓器
障害メカニズムの検討

北浦　淳寛

骨芽細胞における骨粗鬆症発症
を規定する斬新的な性差因子探
索と発症メカニズムの解明

石田　昌義 再生機能医学 1,700,000

エクソソームが内包するマイクロ
RNAに着眼した聴神経腫瘍によ
る難聴の病態解明

藤田　岳 耳鼻咽喉科 1,400,000

多発性硬化症のウィルスモデル
のTh17/Treg細胞の役割は病期
によって異なるか

角田　郁生 微生物学 1,000,000
日本学術
振興会

大脳皮質ニューロンにおける感
覚運動相互作用の神経動態

望月　圭 生理学 1,100,000

DAMPsによる血管新生機序解明
および新規がん治療薬の創薬研
究

山崎　由衣 薬理学 1,100,000
日本学術
振興会

オキサリプラチン誘発性肝類洞
閉塞症候群における血液凝固線
溶系機構の解明と治療応用

辰巳　公平 再生機能医学 1,000,000
日本学術
振興会

3,000,000
厚生労働

省

遺伝子パネル検査に係わる対象
疾患等の検討に資するガイダン
ス作製のための研究

西尾　和人 ゲノム生物学 4,500,000
厚生労働

省

1,538,462

新たな治療手法に対応する医療
放射線防護に関する研究

細野　眞
高度先端総合医療セン
ターPET分子イメージン

グ部

ドライバー遺伝子肺癌の薬剤感
受性メカニズムの解明

武田　真幸 腫瘍内科 800,000
日本学術
振興会

日本学術
振興会

日本学術
振興会

日本学術
振興会

日本学術
振興会

日本学術
振興会

日本学術
振興会

日本学術
振興会

日本学術
振興会

日本学術
振興会

日本学術
振興会

日本学術
振興会

日本学術
振興会

日本学術
振興会

日本学術
振興会

日本学術
振興会

日本学術
振興会

日本医療研
究開発機構

日本医療研
究開発機構

日本医療研
究開発機構
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FDG-PETによるアルツハイマー
病の診断に関する多施設共同研
究

石井　一成 早期認知症センター

J-DREAMSコホートを利用した糖
尿病患者の合併症進展に関する
縦断研究

池上　博司

高度先端総合医療セン
ターPET分子イメージン

グ部
2,272,454

ゲノム生物学 77,969,231

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

松岡　弘道 心療内科 15,383,800

がんゲノム個別化医療の実現に
向けた遺伝子診断共通カリキュラ
ム構築と教育・研修プログラムの

西尾　和人

1,200,000

内分泌・代謝・糖尿病内
科

300,000

短寿命α核種等のRI利用におけ
る合理的な放射線安全管理のあ
り方に関する研究

細野　眞

日本医療研
究開発機構

国立国際医療
研究センター

原子力規制
庁

国立長寿医療
研究センター

日本医療研
究開発機構
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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
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1 Original Article

2 Original Article

3 Case report

4 Original Article

5 Original Article
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Hirano
Makito,

Matsumura R,
Nakamura Y,

et al.

神経内科

Unexpectedly mild
phenotype in an ataxic
family with a two-base
deletion in the APTX
gene.

高度の医療技術の開発及び評価を行う能力を有することを証する書類

発表者氏名
筆頭著者の

特定機能病院における所属
題名

Ryobun
Yasuoka
Takashi
Kurita

Shunichi
Miyazaki et

al.

Case report: schwannoma
arising from the unilateral
adrenal area with bilateral
hyperaldosteronism

Investigational New Drugs
 2017 Aug;35(4):529-536

循環器内科

Particular Morphology of
Inferior Pulmonary Veins
and Difficulty of
Cryoballoon Ablation in
Patients With Paroxysmal
Atrial Fibrillation

内分泌・代謝・
糖尿病内科

雑誌名・
出版年月等

Circulation Jounal:2017
May;81(5):668-674

Takashi
Kurita

Takashi Noda
Takashi Nitta

et al.

救急災害センター
心臓血管センター

Significant Impact of
Electrical Storm on
mortality in patients with
structural  heart disease
and an implantable
cardiac defibrillator

Babaya N,
Makutani Y,
Noso S, et al.

J Neurol Sci 2017 Jul; 378:
75-79.

Yamagishi
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88 Original Article

89 Review

90 Review

91 Review

92 Review

　計92 件
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(2)高度の医療技術の開発及び評価を行うことの評価対象とならない論文（任意）

番
号

論文種別

1 Case report

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

Okazaki
Masamichi,
Hirano M,

Iwatsu T, et
al.

近畿大学医学部
神経内科

Treatable
Leukoencephalopathy in

a Patient with
Hypophosphatemia.

Case Rep Neurol. 2017
Sep ;3;8:264-271

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

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

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

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

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

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

Kudo M
近畿大学医学部

消化器内科

Immuno-Oncology in
Hepatocellular
Carcinoma: 2017 Update. Oncology 2017 Dec(オンラ

イン)

Nishida N,
Kudo M

近畿大学医学部
消化器内科

Oncogenic signal and
tumor microenvironment
in hepatocellular
carcinoma.

Oncology 2017 Dec(オンラ
イン)

Kudo M,
Arizumi T

近畿大学医学部
消化器内科

Transarterial
Chemoembolization in
Combination with
Molecular Targeted
Agent: Lessons from
Negative Trials (Post-
TACE, BRISK-TA,
SPACE, ORIENTAL, and
TACE-2).

Oncology 2017 Dec(オンラ
イン)

Kudo M
近畿大学医学部

消化器内科

Systemic Therapy for
Hepatocellular
Carcinoma: 2017 Update. Oncology 2017 Dec(オンラ

イン)

Yamao K,
Takenaka M,
Nakai A, et

al.

近畿大学医学部
消化器内科

Detection of High-grade
pancreatic intraepithelial
neoplasia without
morphological changes of
the main pancreatic duct
over long period:
Importance for close
follow-up for
confirmation.

Oncology 2017 Dec(オンラ
イン)

Kamata K,
Takenaka M,
Minaga K, et

al.

近畿大学医学部
消化器内科

: EUS-guided pancreatic
duct drainage for repeat
pancreatitis in a patient
with pancreatic cancer.

Oncology 2017 Dec(オンラ
イン)



2 Case report

3 Original Article

4 Case report

5 Original Article

6 Original Article

7 Original Article

8 Original Article

9 Original Article

10 Review

11 Case report

Komeda Y,
Kashida H,

Sakurai T, et
al.

近畿大学医学部
消化器内科

 A case of type II
enteropathy-associated
T-cell lymphoma (EATL)

in a patient with
ulcerative colitis.

Am J Gastroenterol  2017
Jun;112:833

Watanabe T,
Kudo M,

Strober W

近畿大学医学部
消化器内科

Immunopathogenesis of
pancreatitis.

Mucosal Immunol 2017
Mar;10:283-298

Watanabe T,
Yamashita K,
Arai Y, et al.

近畿大学医学部
消化器内科

Chronic fibro-
inflammatory responses in
autoimmune pancreatitis
depend on IFN-α and

IL-33 produced by
plasmacytoid dendritic

cells.

J Immunol　2018
May;198:3886-3896

Toguchi M,
Tsurusaki M,

Yada N,

近畿大学医学部
放射線科

Magnetic resonance
elastography in the

assessment of hepatic
fibrosis: a study

comparing transient
elastography and

histological data in the
same patients.

Abdom Radiol 2017
Jun;42:1659-1666

松岡弘道
近畿大学医学部
心療内科部門

多施設共同ランダム化比
較試験がもたらす心身医

学の未来

心身医学・2017年5月
第５７巻　第5号：436-440

奥見裕邦
近畿大学医学部
心療内科部門

実践!小児漢方
はじめの一手、次の一手
日常診療で使える漢方
(実践編)　    腹痛・下痢

(心身医学的)

小児科診療　別冊・2018
年2月　第81巻第2号：

215-217

奥見裕邦
近畿大学医学部
心療内科部門

子どもの機能性消化管障
害　　　　　　　小児心身医

学的解釈

日本小児科学会雑誌・
2018年1月　第122巻1号：

1-8

奥見裕邦
近畿大学医学部
心療内科部門

小児の東洋心身医学的
治療

小児科　2018年3月号
Vol.59No.3      315-320

小山敦子
近畿大学医学部
心療内科部門

Avoiding diagnostic errors to
improve patient safety in
psychosomatic medicine.

患者の安全性の向上のために、
いかに心療内科の中で診断エ

ラーを避けるか

日本病院会雑誌・
2018年2月Vol.65No.2:

87-88

Taniyama Y,
Nakatani Y,
Matsuoka T

et al

腎臓内科

Efficacy of Cryofiltration
for treatment of mixed
cryoglobulinemia: A
report of four cases.

Ther Apher Dial 2017 Jun.
21:238-242



12

13 Original Article

14 Original Article

15 Original Article

16 Original Article

17 Original Article

18 Original Article

19 Original Article

20 Case report 　計20 件

(注) 1

2

Miyata T,
Takenaka M,
Omoto S, et

al.

近畿大学医学部
消化器内科

 A case of pancreatic
carcinoma in situ

diagnosed by repeated
pancreatic juice cytology.

Oncology　2017 Dec
93:98-101

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

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

Okamoto K,
Watanabe T,
Komeda Y,

et al.

近畿大学医学部
消化器内科

Risk factors for
postoperative bleeding in
endoscopic submucosal
dissection of colorectal

tumors.

Oncology　2017 Dec;
93:35-42

Minaga K,
Takenaka M,
Katanuma A,

et al.

近畿大学医学部
消化器内科

 Needle tract seeding: an
overlooked rare
complication of

endoscopic ultrasound-
guided fine-needle

aspiration.

Oncology 2017
Dec;93:107-112

Adachi T,
Matsui S,

Watanabe T,
et al.

近畿大学医学部
消化器内科

Comparative study of
clarithromycin vs.

metronidazole-based
triple therapy as first-line

eradication for
Helicobacter pylori.

Oncology　2017 Dec(オン
ライン)

Komeda Y,
Handa H,

Watanabe T,
et al.

近畿大学医学部
消化器内科

Computer-aided
diagnosis based on

convolutional neural
network system for
colorectal polyp

classification: preliminary
experience.

Oncology　2017Dec;93:
30-34, 2017

Ida H,
Hagiwara S,
Kono M, et

al.

近畿大学医学部
消化器内科

Hepatocellular carcinoma
after achievement of

sustained viral response
with daclatasvir and

asunaprevir in patients
with chronic hepatitis C

virus infection.

Digest Dis 2017 Oct;35:
565-573

Okamoto K,
Matsui S,

Watanabe T,
et al.

近畿大学医学部
消化器内科

Clinical analysis of
esophageal stricture in
patients treated with

intralesional
triamcinolone injection

after endoscopic
submucosal dissection for

superficial esophageal
cancer.

Oncology　2017 Dec(オン
ライン)

Umehara Y,
Hagiwara S,

Nishida N,  et
al.

近畿大学医学部
消化器内科

Hepatocarcinogenesis is
associated with serum
albumin levels after
sustained virological

responses with interferon
based therapy in patients

with hepatitis C.

Digest Dis 2017
Oct;35:548-555

Kono M,
Nishida N,
Hagiwara S,

et al.

近畿大学医学部
消化器内科

Unique characteristics
associated with sustained
liver damage in chronic

hepatitis C patients
treated with direct acting

antivirals.

Digest Dis 2017 Oct;35:
556-564



(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 

ヘルシンキ宣言の倫理的原則に則り、定める指針に基づき、医学部等で行われる人を対象と

した医学系研究及び医療行為が科学的合理性及び倫理的配慮のもとに行われることを目的と

して、医学部倫理委員会・医学部遺伝子倫理委員会審査における運営に関する手順を定める

。 

 

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 

近畿大学における利益相反マネジメントに関し必要な事項を定め、産官学連携の健全な推進

と、本学並びに本学教職員が産官学連携活動に取り組むための環境整備に資することを目的

とする。 

③ 利益相反を審査し、適当な管理措置について検討するための委員

会の開催状況 

年 11 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４回 

 ・研修の主な内容 

  患者申出療養の制度について 平成29年5月29日 平成29年７月28日 

  治験・臨床試験、先進医療、人道的見地からの治験参加とは 平成29年10月18日 平成30年

１月22日 

(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 

近畿大学医学部附属病院における専門研修プログラムは、内科専門医プログラムをはじめとして

、各１８診療科の専門研修プログラムを行う体制を構築している。 

 

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

に対する専門的な研修について記載すること。 

2 研修の実績 

  上記研修を受けた医師数         133.96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       

宮崎 俊一 循環器内科 教授       39年  

池上 博司 内分泌・代謝・糖尿病内科 教授       37年  

工藤 正俊 消化器内科 教授       40年  

松村 到 血液・膠原病内科（血液） 教授       34年  

船内 正憲 血液・膠原病内科（膠原病） 教授       38年  

楠 進 神経内科 教授       40年  

中川 和彦 腫瘍内科 教授       35年  

小山 敦子 心療内科 教授       34年  

東田 有智 呼吸器・アレルギー内科 教授       38年  

有馬 秀二 腎臓内科 教授       27年  

白川 治 メンタルヘルス科 教授       38年  

岡田 満 小児科 教授       35年  

奥野 清隆 外科 教授       41年  

加藤 天美 脳神経外科 教授       39年  

佐賀 俊彦 心臓血管外科 教授       40年  

赤木 將男 整形外科 教授       35年  

福田 寛二 リハビリテーション科 教授       37年  

川田 暁 皮膚科 教授       39年  

磯貝 典孝 形成外科 教授    36年  

植村 天受 泌尿器科 教授    35年  

日下 俊次 眼科 教授    31年  

土井 勝美 耳鼻咽喉科 教授    37年  

松村 謙臣 産婦人科 教授    22年  

西村 恭昌 放射線科・腫瘍学部門（放射線

治療科） 

教授 37年  

石井 一成 放射線科・診断学部門（放射線

診断科） 

教授 33年  

中尾 慎一 麻酔科 教授 37年  

上硲 俊法 臨床検査医学 教授 33年  

重岡 宏典 救命救急センター 教授 32年  

大槻 俊輔 脳卒中センター 教授 32年  

佐藤 隆夫 病院病理部 教授 37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 TeamSTEPPS（米国AHRQと国防総省との合同研究企画の結果生まれたチームの新しい活動の考

え方・あり方の概要で、特にストレスの高い状況下で治療や看護を行う医療提供者によるチ

ーム活動の進め方とトレーニング方法）研修を医師・歯科医師以外の医療者を含む全職員対

象で実施。 

② 医療機器研修を看護師・臨床工学技士対象で実施。 

③ 診療放射線技師による放射線治療技術を中心とした英文書物、学術論文の抄読会実施 

④ 診療放射線技師、医学物理士を対象とした高度医療機器の安全取扱に関する研修の実施 

⑤ 看護師研修（別紙①参照） 

 

・研修の期間・実施回数 

① 定期的に開催しており、計56回の研修を開催した(平成30年8月31日現在)。 

平成29年度は5回開催。全職員修了まで継続予定。 

② 平成29年度は184回開催。 

③ 1回/月 

④ 2回/年 

⑤ 看護師研修（別紙①参照） 

 

・研修の参加人数 

① 3675人が参加(平成30年8月31日現在)。平成29年度は304人(1回平均約60人)が参加。 

② 平成29年度は6154人が参加。 

③ 9名 

④ 10名 

⑤ 看護師研修（別紙①参照） 

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  

① 臨床検査分野（品質マネジメント研修会、新規導入機器操作説明会、個人情報・倫理に関す

る説明会等） 

② 放射線科医師、医学物理士、診療放射線技師、看護師による放射線治療合同カンファレンス 

③ 診療放射線技師、医学物理士による始業前ミーティングの実施 

④ 診療放射線技師、医学物理士による高精度放射線治療機器のQA・QCの実施結果報告、研修 

⑤ 放射線科医師、医学物理士、診療放射線技師、看護師による放射線治療連絡会議 

⑥ 看護師研修（別紙①参照） 

 ・研修の期間・実施回数  

① 年間を通じ、2017年度は計57回の集合教育を開催 

② 1回/週 



③  1回/日 

④  1回/週 

⑤  1回/2ヵ月 

⑥ 看護師研修（別紙①参照） 

  

・研修の参加人数  

① 開催内容により異なるが、全員受講を必須としている品質マネジメント研修は102名が参加 

② 20名 

③ 10名 

④ ３〜5名 

⑤ 10名 

⑥ 看護師研修（別紙①参照） 

⑦  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 

① TeamSTEPPS研修で他施設参加者の受入。 

② 南大阪地域内での医療安全情報共有を目的とし、南大阪医療安全ネットワークを設立。 

会員施設対象に定期的に研修会を開催。 

③ 連携病院会スタッフ交流会 

第1部：各職種から見たがん診断、第2部：地域でこれからのがん患者をどう支えるか 

 

・研修の期間・実施回数 

① 定期的に開催しており、全56回の研修を開催した(平成30年8月31日現在)。 

平成29年度は5回開催。 

② 平成29年度は年間5回開催。 

③ 半日・年１回開催  

 

・研修の参加人数 

① 平成29年度は他施設より41人(1回平均約6人)が参加。 

② 毎回平均約90人が参加。 

③ 85名 

 (注) 1 高度の医療に関する研修について、前年度実績を記載すること。 

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

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

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

従事者を対象として実施した専門的な研修を記載すること。 

 

 



平成２９年度　院内研修一覧

看護実践能力段階別研修 HP

まとめUP 参加人数 月度毎 時間 参加人数 不在時間 年休処理 時間外

研修目的：

平成29年 4月 1日 （土） 15:30 ～ 16:50 59名 1:20 59 78:40

研修目的：

平成29年 4月 1日 （土） 14:00 ～ 15:20 59名 1:20 59 78:40

研修目的：

平成29年 4月 4日 （火） 9:00 ～ 12:00 59名 3:00 59 177:00

研修目的：

平成29年 4月 4日 （火） 13:00 ～ 13:30 59名 0:30 59 29:30

研修目的：

平成29年 4月 4日 （火） 13:30 ～ 14:00 59名 0:30 59 29:30

研修目的：

平成29年 4月 4日 （火） 14:00 ～ 14:30 59名 0:30 59 29:30

研修目的：

平成29年 4月 4日 （火） 14:45 ～ 16:45 ○ 59名 2:00 59 118:00

研修目的：

平成29年 4月 5日 （水） 8:30 ～ 12:00 3:30 59 206:30

平成29年 4月 6日 （木） 13:30 ～ 17:00

研修目的：

平成29年 4月 5日 （水） 8:45 ～ 12:15 3:30 59 206:30

平成29年 4月 6日 （木） 13:30 ～ 17:00

研修目的：

平成29年 4月 5日 （水） 10:45 ～ 12:15 ←合わせて 1:30 59 88:30

平成29年 4月 6日 （木） 15:30 ～ 17:00

研修目的：

平成29年 4月 5日 （水） 13:15 ～ 14:45 1:30 58 87:00

平成29年 4月 6日 （木） 8:30 ～ 10:00

研修目的：

平成29年 4月 5日 （水） 13:15 ～ 17:00 3:45 58 217:30

平成29年 4月 6日 （木） 8:30 ～ 12:15

研修目的：

平成29年 4月 7日 （金） 8:30 ～ 12:00 3:30 58 203:00

平成29年 4月 7日 （金） 13:00 ～ 16:30

研修目的：

平成29年 4月 7日 （金） 8:30 ～ 12:00 3:30 58 203:00

平成29年 4月 7日 （金） 13:00 ～ 16:30

研修目的：

平成29年 4月 7日 （金） 8:30 ～ 12:00 3:30 58 203:00

平成29年 4月 7日 （金） 13:00 ～ 16:30

研修目的：

平成29年 4月 20日 （木） 15:30 ～ 17:00 27名 1:30 27 40:30

平成29年 4月 27日 （木） 15:30 ～ 17:00 27名 1:30 27 40:30

研修目的：

平成29年 4月 20日 （木） 13:30 ～ 15:30 28名 2:00 28 56:00

平成29年 4月 27日 （木） 13:30 ～ 15:30 26名 2:00 26 52:00

研修目的： ４月計 2144:50

平成29年 5月 2日 （火） 13:30 ～ 17:00 29名 3:30 29 101:30

平成29年 5月 8日 （月） 13:30 ～ 17:00 25名 3:30 25 87:30

研修目的： ５月計 189:00

平成29年 6月 29日 （木） 13:30 ～ 17:00 28名 3:30 28 98:00

平成29年 6月 30日 （金） 13:30 ～ 17:00 26名 3:30 26 91:00

研修目的： ６月計 189:00

平成29年 7月 7日 （金） 13:00 ～ 17:00 26名 4:00 26 104:00

平成29年 7月 21日 （金） 13:00 ～ 17:00 28名 4:00 28 112:00

研修目的：

平成29年 7月 25日 （火） 3.5ｈ 49名 3:30 49 171:30

研修目的： ７月計 387:30

平成29年 8月 21日 （月） 9:00 ～ 12:30 16名 3:30 16 56:00

平成29年 8月 21日 （月） 13:30 ～ 17:00 16名 3:30 16 56:00

平成29年 8月 23日 （水） 13:30 ～ 17:00 21名 3:30 21 73:30

研修目的： ８月計 185:30

平成29年 9月 6日 （水） 13:00 ～ 17:00 24名 4:00 24 96:00

平成29年 9月 22日 （金） 13:00 ～ 17:00 30名 4:00 30 120:00

研修目的： ９月計 216:00

平成29年 10月 19日 （木） 13:30 ～ 17:00 26名 3:30 26 91:00

平成29年 10月 25日 （水） 13:30 ～ 17:00 27名 3:30 27 94:30

研修目的： １０月計 185:30

平成29年 11月 14日 （火） 13:30 ～ 17:00 30名 3:30 30 105:00

平成29年 11月 23日 （木） 13:30 ～ 17:00 24名 3:30 24 84:00

研修目的： １１月計 189:00

平成29年 12月 11日 （月） 13:30 ～ 17:00 ○ 28名 3:30 28 98:00

平成29年 12月 18日 （月） 13:30 ～ 17:00 ○ 26名 3:30 26 91:00

研修目的： １2月計 189:00

平成30年 1月 12日 （金） 15:00 ～ 17:00 ○ 28名 2:00 28 56:00

平成30年 1月 23日 （火） 15:00 ～ 17:00 ○ 25名 2:00 25 50:00

研修目的： １月計 106:00

平成30年 2月 7日 （水） 14:00 ～ 17:00 ○ 27名 3:00 27 81:00

平成30年 2月 9日 （金） 14:00 ～ 17:00 ○ 27名 3:00 27 81:00

研修数 28 2月計 162:00

Ⅰ総合計 1574 4143:20 0:00 0:00

がん看護

災害拠点病院としての役割を学ぶ

防災災害対策

看護協会・連盟について知る

看護協会・連盟説明

職業人としての自覚を持ち、倫理に基づいて行動できる

研修名 開催日時

Ⅰ

看護記録の目的・役割を知る

看護記録

入職時研修の進め方を理解する

オリエンテーション

看護部理念・方針、看護部体制を理解し、専門職業人として行動できる

看護部の概要

がん拠点病院としての役割について学ぶ

エビデンスに基づく標準予防策の実際を学ぶ

感染予防対策1
○ 59名

感染予防対策1

重症度、医療・看護必要度について学ぶ

看護倫理1

医療安全管理について学ぶ

安全管理（入職時）
○ 59名

安全管理（入職時）

点滴静脈注射管理について基本を理解し安全に実施できる

静脈注射
○ 58名

静脈注射

報告・連絡・相談について理解できる

重症度、医療・看護必要度
59名

重症度、医療・看護必要度

・施設の褥瘡対策体制を知る
・スキンケアの基礎について理解する

褥瘡対策・スキンケア
○ 58名

褥瘡対策・スキンケア

輸血療法の目的を理解し、管理方法・看護師の役割を理解する

輸血療法
○ 58名

輸血療法

手順通りに採血が実施でき、検体の取り扱いが理解できる

報告・連絡・相談
○ 58名

報告・連絡・相談

看護部の理念・方針、看護体制を理解し、専門職業人として行動できる

教育計画
58名

教育計画

心電図：基本的な心臓のメカニズムをふまえ、心電図の基本を理解できる
１ヶ月：働き始めてからの自己の気持ちを表現する

心電図（基礎）/1ヶ月フォロー
○

心電図（基礎）/1ヶ月フォロー

3ヶ月を振り返り、チームの一員としての役割を検討できる

看護技術採血
○

看護技術採血

医療用ポンプの機能・特徴・操作方法を理解できる

医療用ポンプ
○

医療用ポンプ

大阪府他施設合同新人看護職員研修

救命救急処置を理解し、蘇生技術を習得する

救急看護処置技術

○救急看護処置技術

救急看護処置技術

3ヶ月研修/3ヶ月フォロー
○

3ヶ月研修/3ヶ月フォロー

摂食嚥下のメカニズム、嚥下評価方法を実践する知識・技術を習得する

摂食嚥下看護
○

摂食嚥下看護

患者を理解し、患者ケアの検討をすることができる

フィジカルアセスメント
○

フィジカルアセスメント

・酸素療法の正しい手順を学ぶ

・人工呼吸器、NIPPV の機能について理解できる

1.社会人としての自覚をもち、職業人としての役割について知る
2.自己の看護実践を振り返り、課題を明確にする

6ヶ月フォロー
○

6ヶ月フォロー

近畿大学医学部附属病院の看護師としてのキャリアの歩み方、学び方を見出すことができる

看護職としてのキャリア開発
○

看護職としてのキャリア開発

心電図（応用）

心電図（応用）

自己の成長を確認できる

1年・薬剤管理

1年・薬剤管理

酸素療法・医療機器　人工呼吸器

酸素療法・医療機器　人工呼吸器

危険な不整脈を理解し、対処方法を学ぶ



まとめUP 参加人数 月度毎 時間 参加人数 不在時間 年休処理 時間外

研修目的：

平成29年 6月 8日 （木） 9:00 ～ 12:00 ○ 39名 3:00 39 117:00

平成29年 6月 8日 （木） 13:00 ～ 16:00 ○ 48名 3:00 48 144:00

研修目的： 6月計 261:00 0:00 0:00

平成29年 7月 6日 （木） 9:00 ～ 17:00 ○ 44名 8:00 44 352:00

研修目的：

平成29年 7月 13日 （木） 9:00 ～ 17:00 ○ 40名 8:00 40 320:00

平成29年 7月 31日 （月） 9:00 ～ 12:00 3:00 0:00 0:00

研修目的：

平成29年 7月 10日 （月） 17:15 ～ 18:30 44名 1:15 44 55:00

平成29年 7月 18日 （火） 17:15 ～ 18:30 34名 1:15 34 42:30

平成29年 7月 21日 （金） 17:15 ～ 18:30 30名 1:15 30 37:30

研修目的：

平成29年 7月 12日 （水） 17:15 ～ 18:45 ○ 34名 1:30 34 51:00

平成29年 7月 28日 （金） 17:15 ～ 18:45 ○ 34名 1:30 34 51:00

研修目的： 7月計 0:00 672:00 237:00

平成29年 8月 16日 （水） 17:15 ～ 19:00 ○ 49名 1:45 49 85:45

平成29年 9月 14日 （木） 17:15 ～ 19:00 ○ 23名 1:45 23 40:15

研修目的：

平成29年 8月 31日 （木） 13:30 ～ 15:00 ○ 5名 1:30 5 7:30

研修目的： 8月計 7:30 0:00 85:45

平成29年 9月 4日 （月） 13:30 ～ 15:00 ○ 43名 1:30 43 64:30

平成29年 9月 11日 （月） 13:30 ～ 15:00 ○ 44名 1:30 44 66:00

研修目的：

平成29年 9月 13日 （水） 13:00 ～ 17:00 ○ 38名 4:00 38 152:00

研修目的： 9月計 130:30 152:00 40:15

平成29年 10月 17日 （火） 9:00 ～ 17:00 ○ 13名 10月計 8:00 13 0:00 104:00

平成29年 11月 7日 （火） 9:00 ～ 12:00 ○ 13名 3:00 13 39:00

研修目的：

平成29年 11月 2日 （木） 13:30 ～ 17:00 ○ 39名 3:30 39 136:30

研修目的：

平成29年 11月 15日 （水） 13:00 ～ 17:00 ○ 14名 4:00 14 56:00

研修目的： 11月計 0:00 231:30

平成29年 12月 8日 （金） 13:00 ～ 17:00 ○ 29名 4:00 29 116:00

平成29年 12月 22日 （金） 13:00 ～ 17:00 ○ 21名 4:00 21 84:00

研修目的： 12月計 0:00 200:00

平成30年 1月 25日 （木） 13:30 ～ 17:00 ○ 31名 1月計 3:30 31 108:30

平成30年 2月 27日 （火） 13:30 ～ 17:00 ○ 40名 2月計 3:30 40 140:00

研修数 15 Ⅱ総合計 749 647:30 1359:30 363:00

研修名 開催日時

Ⅱ

看護実践に活かす看護研究の意義、研究に向かう姿勢を理解し、看護研究プロセスを学ぶ

看護研究1（看護研究の基礎）①

看護研究1（看護研究の基礎）②

チーム医療の中での看護師の役割を理解し、リーダーシップを発揮することができる

マネジメント研修(リーダーシップ)

フィジカルアセスメントの目的を理解し、看護実践につなげることができる

フィジカルアセスメント （実践編）①

フィジカルアセスメント （実践編）②

 近畿大学医学部附属病院の看護師として、静脈注射実施基準に則り、静脈注射が実施できる

静脈注射実施者育成（講義）

静脈注射実施者育成（講義）

静脈注射実施者育成（講義）

がん患者家族と関わる上で必要な知識を獲得し、看護実践を見直すことができる

がん患者家族への看護実践を見直す
ための基礎知識

倫理的問題の情報整理・多様な価値観への気づきを得て、自分の意見を表明できる

看護倫理2①

看護倫理2②

退院支援に関しての考え方を理解する

退院支援アセスメント

患者のセルフケア能力を高める支援が提供できるようになる

がん患者家族への看護実践を見直す
ための基礎知識

問題解決・検証に必要な文献検索の方法を学ぶ

看護研究2 （文献検索）1回目

看護研究2 （文献検索）2回目

救命救急処置を理解し、蘇生技術を習得する

経験者救急処置看護研修

摂食嚥下障害に気づき摂食嚥下障害に合わせた看護実践がわかる

摂食・嚥下障害のある患者の看護①

摂食・嚥下障害のある患者の看護②

実地指導者育成①

実地指導者育成②

セルフケア支援（基礎編）

セルフケア支援（基礎編）

安全な看護実践のために、看護行為によって患者の生命を脅かす危険性があること認識できる

安全管理２

成人学習者である他者の学びを促進する関わり方を獲得できる

教える力1



まとめUP 参加人数 月度毎 時間 参加人数 不在時間 年休処理 時間外

研修目的：

平成29年 6月 14日 （水） 13:00 ～ 17:00 ○ 17名 4:00 17 68:00

平成29年 11月 10日 （金） 13:00 ～ 17:00 15名 4:00 15 60:00

研修目的： 6月計 68:00 238:00

平成29年 6月 22日 （木） 9:00 ～ 16:00 ○ 34名 7:00 34 238:00

平成29年 10月 26日 （木） 13:00 ～ 17:00 ○ 33名 4:00 33 132:00

研修目的：

平成29年 7月 25日 （火） 13:00 ～ 17:00 ○ 34名 7月計 4:00 34 0:00 136:00

研修目的：

平成29年 8月 22日 （火） 9:00 ～ 16:00 ○ 23名 7:00 23 161:00

研修目的：

平成29年 8月 30日 （水） 13:30 ～ 17:00 ○ 21名 3:30 21 73:30

研修目的： 8月計 73:30 161:00

平成29年 9月 28日 （木） 13:00 ～ 17:00 ○ 23名 4:00 23 92:00

研修目的：

平成29年 9月 7日 （木） 9:00 ～ 16:00 ○ 29名 7:00 29 203:00

研修目的： ９月計 0:00 295:00

平成29年 10月 4日 （水） 13:00 ～ 17:00 ○ 21名 4:00 21 84:00

研修目的：

平成29年 10月 24日 （火） 13:30 ～ 15:00 ○ 25名 1:30 25 37:30

平成29年 10月 31日 （火） 13:30 ～ 15:00 ○ 25名 1:30 25 37:30

研修目的：

平成29年 10月 2日 （月） 13:00 ～ 17:00 ○ 24名 4:00 24 96:00

研修目的： １０月計 75:00 312:00

平成29年 11月 21日 （火） 13:00 ～ 17:00 ○ 25名 4:00 25 100:00

研修目的： 11月計 60:00 140:00

平成29年 11月 29日 （水） 13:30 ～ 17:30 ○ 10名 4:00 10 40:00

平成29年 12月 6日 （水） 13:30 ～ 17:00 ○ 10名 12月計 3:30 10 35:00

研修目的：

平成30年 2月 14日 （水） 13:30 ～ 17:00 ○ 31名 2月計 3:30 31 108:30

研修数 13 Ⅲ総合計 400 385:00 1317:00

研修名 開催日時

Ⅲ

臨床実習者として効果的な関わりができる

臨床実習指導者

臨床実習指導者

認知症に関する適切な知識を持ち、急性期病院に入院した患者の行動心理症状を引き起こす要
因を理解し、適切な援助が実践できる方法を習得できる

急性期病院における高齢者ケア

急性期病院における高齢者ケア

チームの状況から安全管理上のリスクを予測できる

安全管理3　(実践編)

チーム医療の中での看護師の役割を理解し、リーダーシップを発揮することができる

マネジメント研修(交渉術)

退院支援のプロセスを学ぶ

退院支援プロセス

倫理カンファレンスの実際を学び、倫理問題の解決にむけた行動ができる

安全管理３（基礎編）

チーム運営が円滑にできる方法を習得する

マネジメント研修(コミュニケーション)

チームリーダーの役割をはたすための知識・方法を習得する

チームリーダーフォロー研修

チームの状況から安全管理上のリスクを予測できる

静脈注射に関する院内認定看護師の役割を理解し、実践できる

静脈注射院内認定看護師育成研修 

マネジメント研修(問題解決)

看護倫理 3①

看護倫理 3②

エビデンスの基づく標準予防策を実践する

感染対策

災害看護の基礎知識を持ち、自部署での災害時の役割・確認事項が分かる

災害への備え-自部署で取り組むべき
ことを考える-



まとめUP 参加人数 月度毎 時間 参加人数 不在時間 年休処理 時間外

研修目的：

平成29年 11月 30日 （木） 13:30 ～ 15:00 ○ 41名 1:30 41 61:30

研修目的： 11月計 61:30

平成29年 10月 6日 （金） 13:00 ～ 17:00 ○ 29名 10月計 4:00 29 116:00

研修目的：

感染管理 平成29年 11月 13日 （月） 13:00 ～ 17:00 ○ 22名 11月計 4:00 22 88:00

平成30年 ３月 16日 （金） 13:00 ～ 15:00 ○ 19名 3月計 2:00 19

研修数 4 Ⅳ総合計 111 61:30 204:00

まとめUP 参加人数 月度毎 時間 参加人数 不在時間 年休処理 時間外

研修目的：

平成29年 6月 29日 （木） 17:30 ～ 19:00 155名 6月計 1:30 155 232:30

研修目的：

在宅看護の視点から患者理解を考える 平成30年 1月 16日 （火） 17:30 ～ 19:00 ○ 43名 1月計 1:30 43 64:30

研修数 2 総合計 198 297:00

まとめUP 参加人数

平成29年 6月 2日 （金） 9:00 ～ 12:00 3:00 0:00

平成29年 6月 2日 （金） 14:00 ～ 17:00 3:00 0:00

平成29年 7月 3日 （月） 14:00 ～ 17:00 7月計 3:00 0:00

平成29年 10月 28日 （土） 13:30 ～ 17:00 ○ 72名 10月計 3:30 72 252:00

まとめUP 参加人数

平成29年 6月 14日 （水） 15:00 ～ 17:00 ○ 6名 6月計 2:00 6 12:00

平成29年 9月 19日 （火） 17:30 ～ 19:00 ９月計 1:30 0:00

平成30年 1月 24日 （水） 17:30 ～ 19:00 1月計 1:30 0:00

平成30年 2月 7日 （水） 17:30 ～ 19:00 2月計 1:30 0:00

専門領域研修

領域 まとめUP 参加人数 月度毎 時間 参加人数 不在時間 年休処理 時間外

褥瘡 研修目的：

平成29年 7月 14日 （金） 13:30 ～ 17:00 ○ 22名 7月計 3:30 22 77:00

平成29年 9月 8日 （金） 13:30 ～ 17:00 19名 3:30 19 66:30

研修目的：

平成29年 9月 27日 （水） 9:00 ～ 12:00 ○ 15名 ９月計 3:00 15 45:00 66:30

平成29年 10月 27日 （金） 15:30 ～ 17:00 ○ 15名 10月計 1:30 15 22:30

研修数 2 専門総合計 71 166:00

まとめUP 参加人数 月度毎 時間 参加人数 不在時間 年休処理 時間外

研修目的：

平成29年 6月 16日 （金） 14:00 ～ 15:00 ○ 71名 1:00 71 71:00

平成29年 6月 19日 （月） 14:00 ～ 15:00 ○ 74名 1:00 74 74:00

研修目的： 6月計 145:00

平成29年 9月 26日 （火） 14:00 ～ 15:30 ○ 46名 ９月計 1:30 46 69:00

平成29年 10月 30日 （月） 14:00 ～ 15:30 ○ 54名 10月計 1:30 54 81:00

平成29年 11月 24日 （金） 14:00 ～ 15:30 ○ 50名 11月計 1:30 50 75:00

　　　研修目的：

平成30年 2月 2日 （金） 14:00 ～ 15:00 ○ 22名 1:00 22 22:00

平成30年 2月 15日 （木） 14:00 ～ 15:00 ○ 20名 2月計 1:00 20 20:00 42:00

平成30年 3月 6日 （火） 14:00 ～ 15:00 ○ 21名 1:00 21 21:00

平成30年 3月 7日 （水） 14:00 ～ 15:00 ○ 17名 3月計 1:00 17 17:00 14:00

研修数 3 総合計 375 450:00

研修名 開催日時

研修名 開催日時

全体

フィジカルアセスメントの目的を理解し、看護実践につなげることができる

フィジカルアセスメント(基礎編)

Ⅳ

所属部署の倫理的問題について現状分析し、解決に向けた行動ができる

看護倫理 4 

医療安全における目標管理を学ぶ

安全管理４

感染予防対策を管理的な視点から学び、感染対策を適切に実践できる

　　　研修目的：

教育者担当育成

研修名 開催日時

その他

経験者フォロー

社会人基礎力の育成について

院内看護研究発表会①

院内看護研究発表会②

研修名 開催日時

管理者

主任トピックス研修

主任トピックス研修②

主任トピックス研修③

看護師のクリニカルラダー

看護補
助者

近畿大学医学部看護部職員の一人として役割意識を高める

チームの一員として①

チームの一員として②

認知症を正しく理解し、認知症の人や家族を温かく見守ることができる

認知症高齢者をみんなで支えよう（認
知症サポーター講座）

認知症高齢者をみんなで支えよう（認
知症サポーター講座）

研修名 開催日時

褥瘡に対する予防的・治療的ケアの知識・技術を獲得し、看護実践に活用することで、褥瘡発生率
を低減できる

褥瘡予防・治療ケア

褥瘡予防・治療ケア

手術看
護

手術の一連の流れを知り、術前、術後の観察ポイントを理解できる

手術看護を学ぼう。 手術室院内留学

認知症高齢者をみんなで支えよう（認
知症サポーター講座）

看護補助業務を遂行するための基礎的な知識と日常生活に関わる技術を習得する（移乗・移送・
車椅子）

日常生活にかかわる看護補助業務

日常生活にかかわる看護補助業務

日常生活にかかわる看護補助業務

日常生活にかかわる看護補助業務

手術看護を学ぼう。 手術室院内留学

研修名 開催日時



 
 

(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 東田 有智 

  管理担当者氏名 医学部・病院事務局長 狩谷 和志 
 

 保 管 場 所 管 理  方  法 
診療に関
する諸記
録 

規
則
第
二
十
二
条
の
三
第
二
項

に
掲
げ
る
事
項 

病院日誌 総務広報課 書類・データにて管理 
各科診療日誌 電子カルテ端末  

 
電子カルテ端末で管理 
 
原則として診療録の 
原本の院外持出は禁止
している。 

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

電子カルテ端末 

病院の管
理及び運
営に関す
る諸記録 

規
則
第
二
十
二
条
の
三
第
三
項
に
掲
げ
る
事

項 

従業者数を明らかにする帳簿 総務広報課  
 
 
書類・データにて管理 

高度の医療の提供の実績 医療支援課 
学術支援課 
医療安全対策室 

高度の医療技術の開発及び評価
の実績 

学術支援課 
総務広報課 
医療安全対策室 

高度の医療の研修の実績 医学教育研修課 
医療安全対策室 

閲覧実績 安全対策課 
紹介患者に対する医療提供の実
績 

地域連携課 電子カルテ端末（Human 
Bridge)で管理 

入院患者数、外来患者及び調剤
の数を明らかにする帳簿 

調剤数の帳簿は薬剤部 
入院患者数・外来患者数
は医事課 

 
書類・データにて管理 

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 

医療安全対策室 
 

 
 
 
 
 
 
書類・データにて管理 
 
 
 

医療に係る安全管理のための委
員会の開催状況  

医療安全対策室 
 
 

医療に係る安全管理のための職
員研修の実施状況 

医療安全対策室 
 
 

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

医療安全対策室 
 
 
 

 
  



 
 

 保 管 場 所 管 理  方  法 

病院の管

理及び運

営に関す

る諸記録 

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

院内感染対策のための指針の策
定状況 

感染対策室 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

書類・データにて管理 

院内感染対策のための委員会の
開催状況  

感染対策室 

従業者に対する院内感染対策の
ための研修の実施状況  

感染対策室 

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

感染対策室 

医薬品安全管理責任者の配置状
況  

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 

施設用度課 

従業者に対する医療機器の安全
使用のための研修の実施状況 

部門システム内 
(ME機器管理システム) 

医療機器の保守点検に関する計
画の策定及び保守点検の実施状
況 

ME機器管理室(一部) 
部門システム内 
(ME機器管理システム) 

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

医療機器ホームページ 
内 
 
 

  



 
 

 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 

医療安全対策室  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
書類・データにて管理 
 
 
 
 

専任の院内感染対策を行う者
の配置状況 

感染対策室 

医薬品安全管理責任者の業務
実施状況 

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 

医療安全対策室 

診療録等の管理に関する責任
者の選任状況 

医療支援課 

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

医療安全対策室 

未承認新規医薬品等の使用条
件を定め、使用の適否等を決
定する部門の状況 

医療安全対策室 

監査委員会の設置状況 総務広報課 
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 

医療安全対策室 

他の特定機能病院の管理者と
連携した相互立入り及び技術
的助言の実施状況 

医療安全対策室 

当該病院内に患者からの安全
管理に係る相談に適切に応じ
る体制の確保状況 

安全対策課 

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

安全対策課 

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

医療安全対策室 

管理者が有する権限に関する
状況 

総務広報課 

管理者の業務が法令に適合す
ることを確保するための体制
の整備状況 

総務広報課 

開設者又は理事会等による病
院の業務の監督に係る体制の
整備状況 

総務広報課 
プロジェクト推進室 

(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 東田有智 

 閲 覧 担 当 者 氏 名              医学部・病院事務局 事務局長 狩谷和志 

 閲覧の求めに応じる場所              病院棟2階相談室閲覧室 

 閲覧の手続の概要 

 

患者支援センターもしくは安全対策課にて関係部署と調整し対応している。 

 

 

 

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

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

する番号に〇印を付けること。 

 

 

〇病院の管理及び運営に関する諸記録の閲覧の実績 

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

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

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

 



 
 
 

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

 
 
① 医療に係る安全管理のための指針の整備状況 

 
     有・無 

 
・ 指針の主な内容： 

 
１．総則 ２．安全管理委員会 ３．安全管理部 ４．リスクマネジャー  
５．報告等にもとづく医療に係る安全確保を目的とした改善方策 ６．安全管
理のためのマニュアル整備 ７．医療安全管理のための研修 ８．事故発生時
の対応 ９．高難度新規医療技術等 10.患者相談窓口 11.その他 
 

 

 
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 34 回 
・ 活動の主な内容： 

  
１．安全管理部の報告を受け，医療安全管理の検討及び研究に関すること 
２．医療事故の分析及び再発防止策の検討並びに委員会によって立案された 
  防止対策及び改善策の実施状況の調査及び見直しに関すること 
３．医療安全管理のために行う職員に対する指示に関すること 
４．医療安全管理のために行う病院長等に対する提言に関すること 
５．医療安全管理のための啓発、教育、広報及び出版に関すること 
６．医療訴訟に関すること 
７．その他医療安全に関すること 
 

 

 
③ 医療に係る安全管理のための職員研修の実施状況 

 
    年 41 回 

 
 ・ 研修の内容（すべて）： 
 
１．近畿大学医学部附属病院における患者安全の流れ① 
２．中心静脈穿刺手技講習会 
３．近畿大学医学部附属病院における患者安全の流れ② 
４．群馬大学病院医療事故調査で私が学んだこと-大学病院に期待すること- 
５．医療ガス及び器具の安全点検講習会 
６．施設環境から考える患者安全 
７．2016年度針刺し等汚染事故報告、事例から考える患者安全 
８．高齢者のスキンテア（皮膚裂創）の予防と対策：縟瘡対策室 

医薬品と安全管理：薬剤部 
９．患者の視点で考える病院のあり方と対応 
10．平成29年度 医療訴訟ガイダンス 
11．急変に前兆あり!!／クリニカルパスを再考する 
12．院内自殺の予防と事後対応 
13．安全管理ＤＶＤ研修 
 

 

 
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： 
 
 リスクマネジャー会議・安全管理研修等を通じて全職員へ周知するとともに
、院内LAN、医療安全対策室のホームページに会議議事録を掲載し周知を図り、
改善策の徹底を図っている。また、安全管理研修参加状況の個人識別化を実施
している。 
 

 

(注）前年度の実績を記入すること。 



 
 
 

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

 
 
①  院内感染対策のための指針の策定状況 

 
   ○有・無 

 
  ・ 指針の主な内容： 

1. 近畿大学医学部附属病院の院内感染防止対策に関する基本的考え方 
2. 院内感染防止対策の組織の概要 
3. 感染防止対策に関する職員研修 
4. 院内感染症アウトブレイク時の対応 
5. 感染症情報の院内への提供と広報 
6. 患者等への情報提供と説明 
7. 地域連携 
8. 院外への情報公開 
9. その他の院内感染防止対策 

 
 
 
 
②  院内感染対策のための委員会の開催状況 

 
年 13 回 

 
  ・ 活動の主な内容： 

1. 院内感染防止対策に関する重要事項の決定を行う 
2. 院内感染防止対策指針およびマニュアルを検討し承認・周知する 
3. 院内感染防止対策に関する情報を共有し職員へ周知する 
4. 院内感染防止に関する職員研修計画を検討し周知する 
5. 院内感染事例等の原因究明結果を報告し、対策を職員に周知する。 

 
 
 
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）： 
新規採用時の研修は、感染対策の基礎、感染症診療の基本についてのセミナーを開催した。 
定期研修では、インフルエンザや食中毒などの研修会開催時期に合わせた季節の感染症対策および外
部から招聘した感染対策の専門家による講演会を実施した。 
また、一部の研修会は、病院環境に対する感染対策、職業感染対策など掃除業者やリネン業者にも理
解しやすい内容として開催した。全職員が興味を持てる内容とするため、研修会講師はICTチームの
医師、看護師、薬剤師、臨床検査技師が担当した。 
 
 
 
 
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： 
 
 定期、および臨時のICTラウンド、ICTニュース、院内感染防止対策委員会、各ICTメンバーの参加
している委員会、研修などを通じ、院内感染発症防止、胃院内感染対策の情報を発信して、啓発を繰
り返し行っている。 
 
 
 
 
 
 

(注）前年度の実績を記入すること。 
 
 



 
 
 

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

措置 
 
 
① 医薬品安全管理責任者の配置状況 

 
    ○有・無 

 
② 従業者に対する医薬品の安全使用のための研修の実施状況 

 
     年 8 回 

 
 ・ 研修の主な内容： 
H29.4月    特別な管理を要する薬品の取扱いについて（新人看護職員研修） 
H29.4月19日  NICUにおけるクリーンベンチの使用と手順について（看護師対象） 
H29.5月17日  医薬品と医療安全（医師対象） 
H29.5月24日  TS-1 服薬指導について（看護師対象） 
H29.8月21日  抗血小板薬・抗凝固薬、抗不整脈薬について（循環器内科病棟看護師対象） 
H29.11月7日   平成29年度第12回安全管理研修-医薬品と安全管理（全職員対象） 
H29.11月17日  ヒドロモルフォン製剤について（腫瘍内科病棟看護師対象） 
H29.11月29日  静脈注射院内認定看護師育成研修（看護師対象） 
その他、薬剤部内研修会を11回開催 
 
 
 
③ 医薬品の安全使用のための業務に関する手順書の作成及び当該手順書に基づく業務の実施状況 
 
 ・ 手順書の作成        （ ○有・無 ） 
 ・ 手順書の内訳に基づく業務の主な内容： 
医薬品の採用・購入、医薬品の管理方法、投薬指示・調剤、患者への与薬や服薬指導、 

医薬品の安全に係る情報の取り扱い（収集、提供）、各部門における薬剤の取り扱い 
（手術・麻酔、救急・集中治療室、血液透析関連、画像診断、内視鏡、臨床検査、 
歯科領域、輸血）、他施設との連携、事故発生時の対応、教育・研修 
未承認等医薬品への対応 
 
 
 
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： 
ハイリスク薬（特に危険な薬剤）などの処方実績を毎月集計し、使用状況を確認している。 

処方内容に問題がある場合はカルテにて実施状況を確認する。処方内容に問題がある場合、 
電子カルテのメール機能を使い、処方医に対し注意喚起を行っている。このメール機能は、 
メールを開封しない限り画面上にメール通知が表示され続ける。 
対象薬剤：高濃度カリウム製剤、プロポフォール 
 
 
 

(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184回 

 
 ・ 研修の主な内容： 
 

特定7品目および新規導入機器 
    その他、デモ機や在宅機器に関する研修を臨時で開催 
 
 
 
 
 
③ 医療機器の保守点検に関する計画の策定及び保守点検の実施状況 
 
 ・ 医療機器に係る計画の策定        （ ○有・無 ） 
 ・ 機器ごとの保守点検の主な内容： 
 

・特定7品目 
   ・輸液・シリンジポンプ／心電計／体外式ペースメーカなど 
 
 
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）： 
 
   ・PMDAからの情報を「医療機器」ホームページに集約し、情報を一元化している 
 
 
  ・ その他の改善のための方策の主な内容： 
 
   部署管理機器を中央管理化へ移行し、2か月毎に保守が行われた機器を提供できる提供できる
   機種を増やしている 
 
 
 
 
 
 
 

(注）前年度の実績を記入すること。 

 

  



 
 
 

 
規則第９条の２０の２第１項第１号から第１３号に掲げる事項の実施状況 

 
 
① 医療安全管理責任者の配置状況 

 
     有・無 

 
・責任者の資格（医師・歯科医師） 
・医療安全管理責任者による医療安全管理部門、医療安全管理委員会、医薬品安全管理責任者及び医
療機器安全管理責任者の統括状況 
 
 医療安全管理責任者には安全管理部長（副病院長）を配置。安全管理委員会においては、委員長を
安全管理部長とし、医薬品安全管理責任者、医療機器安全管理責任者を委員として任命している。 
 
 
② 専任の院内感染対策を行う者の配置状況 

 
有（5名）・無 

 

③ 医薬品安全管理責任者の業務実施状況 

・医薬品に関する情報の整理・周知に関する業務の状況 

医薬品検索システム MDview を使用している。また、薬事委員会資料・添付文書情報・勉強会案内

など薬剤情報室が入手した全情報は、電子媒体資料にして薬剤部内ネットワークに存在する共有フォ

ルダに保管管理している。薬事委員には、薬事委員会資料・添付文書情報・削除薬品の在庫状況・新

規採用薬品のオーダー開始日など随時メールで配信している。また、医薬品の採用・削除に関しては、

電子カルテのお知らせ機能を利用して配信している。 

 緊急安全性情報・安全性情報に関しては、富士通の電子カルテのポータルの「掲示板／お知らせ」

と、MDview に掲示している。薬剤部員にはメール配信し、看護部・病棟・外来など関係全部署には

配布を行っている。各部署の薬事委員にはメールを配信し、「緊急安全性情報（安全性速報）の周知

徹底について（お願い）」とともに各科薬事委員に紙面の配布を行い、薬事委員は速やかに医局内へ

情報の周知徹底を実施し、伝達方法を記入し署名後、薬剤情報室に返却するように徹底している。提

出期限は、配布日から 2週間以内である。 

 

・未承認等の医薬品の使用に係る必要な業務の実施状況 

適応外使用について、臨床現場での使用については特別な把握手段はなく、当院でも把握は難しい

状況である。ただし、臨床研究における未承認および適応外使用の場合には、院内の倫理委員会に責

任医師から申請して頂き、承認を得て頂く運用となっている。緊急時に使用する薬剤の適応外使用に

ついても、許可制など特別な承認方法は、設定されていない状況である。 

疾患禁忌について、登録された病名に禁忌となる薬剤を医師が処方しようとすると、電子カルテ（富

士通株式会社）に警告が表示される。なお、エラーではなく、ワーニングのため、処方を確定するこ

とは可能である。システムとしては、電子カルテに MDbank（株式会社ユヤマ）を連携させて処方チェ

ック機能が作動するように設定されている。 

薬剤禁忌については、電子カルテで医師が薬剤を処方しようとすると、電子カルテに警告が表示され

る。ただし、これもエラーではなく、ワーニングのため、処方を確定することは可能である。システ

ムとしては、電子カルテに MDbank を連携させて処方チェック機能が作動するように設定されている。

その後、処方された薬剤は薬剤部でチェックをかけ、必要に応じ薬剤師が問い合わせしている。 

 

・担当者の指名の有無（○有・無） 

・担当者の所属・職種： 

（所属：安全管理部 ，職種 薬剤師 ）  （所属：    ，職種       ） 

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



 
 
 

 

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

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

 

④ 医療を受ける者に対する説明に関する責任者の配置状況 有・無 

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

規程の作成の有無  （ 有・無 ） 

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

： 

インフォームドコンセントマニュアルに、インフォームドコンセントの定義、説明すべき項目と 

留意事項などを記載している。説明すべき項目と留意事項に沿った内容で説明文書を作成、監査後に

電子カルテに掲載している。説明文書は、患者個々の病態・治療内容に応じて追記を行う。追記した

場合は、追記した内容が分かるように電子カルテにスキャン文書として取り込みカルテに残してい

る。 

カルテ記載の内容については、カルテの質向上委員会で定期的にチェックリストを用いて監査を実施

している。 

 

⑤ 診療録等の管理に関する責任者の選任状況 有・無 

・診療録等の記載内容の確認、及び指導の主な内容： 

当院の診療録の確認は、カルテの質向上委員会と医療支援課が共同で、3段階監査を始め、7年目と

なる。詳細は割愛するものの、診療科内の相互監査、他科医師の監査、診療情報管理士の監査を継続

的に行い、その結果を実名で院内報告し、医局へもフィードバックする事で、画期的な上昇を認めて

いる。全体の管理責任者は、安全管理部・辰巳である。 

 

⑥ 医療安全管理部門の設置状況 有・無 

・所属職員：専従（ 4 ）名、専任（ ）名、兼任（ 3 ）名 

 うち医師：専従（ 1 ）名、専任（ ）名、兼任（ 3 ）名 

 うち薬剤師：専従（ 1 ）名、専任（ ）名、兼任（ ）名 

 うち看護師：専従（ 2 ）名、専任（ ）名、兼任（ ）名 

（注）報告書を提出する年度の 10月１日現在の員数を記入すること 

 

・活動の主な内容： 

１．定期的に医療安全対策室会議を開催し、必要事項を管理委員会に勧告する 

２．医療安全に関する現場の情報収集及び実態調査 



 
 
 

 

３．定期的な現場の巡回・点検、マニュアルの遵守状況の点検 

４．マニュアルの作成及び点検並びに見直しの提言等 

５．アクシデント・インシデントレポートの収集、保管、分析、分析結果などの現場へのフィード 

バックと集計結果の管理、具体的な改善策の提案・推進とその評価 

６．医療安全に関する最新情報の把握と職員への周知 

７．医療安全に関する職員への啓発、広報 

８．医療安全に関する職員研修の企画、立案、運営 

 

※ 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（ 22 件）、及び許可件数（ 22 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： 

臨床倫理委員会規程をもとに、臨床倫理委員会を設置。 

臨床倫理委員会規程より 

本規程は、近畿大学医学部附属病院における医療行為等（医療行為に準じ又は附随する行為を含み、

以下、本規程において同じ）に関し、臨床上の倫理的問題を含む事案について、わが国の法令やその

他の規範を遵守しつつ十分な審議検討を行うことで、当院の方針とともに、その安全性維持の施策に

ついて明示するとともに、その安全性を継続して担保することを目的とする。 

 

・規程に定められた事項の遵守状況の確認の有無（ 有・無 ） 

・高難度新規医療技術評価委員会の設置の有無（ 有・無 ） 

臨床倫理委員会で実施している。 

 

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（ 12 件）、及び許可件数（ 11 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： 

臨床倫理委員会規程をもとに、臨床倫理委員会を設置。 

臨床倫理委員会規程より 

本規程は、近畿大学医学部附属病院における医療行為等（医療行為に準じ又は附随する行為を含み、

以下、本規程において同じ）に関し、臨床上の倫理的問題を含む事案について、わが国の法令やその

他の規範を遵守しつつ十分な審議検討を行うことで、当院の方針とともに、その安全性維持の施策に

ついて明示するとともに、その安全性を継続して担保することを目的とする。 

 

・規程に定められた事項の遵守状況の確認の有無（ 有・無 ） 

・未承認新規医薬品等評価委員会の設置の有無 （ 有・無 ） 

 臨床倫理委員会で実施している。 

 

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 639 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 293 件 

  

・上記に関する医療安全管理委員会の活動の主な内容 

安全管理委員会は、医療行為における事故を未然に防止し、安全管理に関する諸問題を具体的に 

検討し、適切な対策を講じ医療の安全性の向上を図ることを目的とする。 

原則として月１回開催し、以下の事項について審議する。 

１．安全管理部の報告を受け、医療安全管理の検討及び研究に関すること  

２．医療事故の分析及び再発防止策の検討並びに委員会によって立案された防止対策及び改善策の 

実施状況の調査及び見直しに関すること  

３．医療安全管理のために行う職員に対する指示に関すること  

４．医療安全管理のために行う病院長等に対する提言に関すること  

５．医療安全管理のための啓発、教育、広報及び出版に関すること  

６．医療訴訟に関すること 



 
 
 

 

７．その他医療安全に関すること 

そのほか、必要に応じて委員長が召集する。 

 

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：愛知医科大学病院 ）・無） 

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

・技術的助言の実施状況 

 明確な改善点の指摘はなかった。 

 

⑪ 当該病院内に患者からの安全管理に係る相談に適切に応じる体制の確保状況 

・体制の確保状況 

 医学部・病院事務局患者支援センターに患者相談窓口を設置し、安全対策課職員・患者支援センタ

ー職員・ソーシャルワーカーが対応している。 

 

⑫ 職員研修の実施状況 

・研修の実施状況 

 全職員を対象とし、新規採用職員医療安全・感染対策研修、TeamSTEPPS 研修を実施している。 

 

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

の実施状況 

・研修の実施状況 

 日本医療機能評価機構主催の平成 29年度特定機能病院管理者研修に、医療安全管理責任者、医薬

品安全管理責任者は出席。平成 30年度は、管理者、医療安全管理責任者、医薬品安全管理責任者、

医療機器安全管理責任者が平成 30年 11 月～平成 31 年 2 月実施の特定機能病院管理者研修に参加予

定。 

 

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

日の員数を記入すること） 



 
 
 

 
規則第７条の２第１項各号に掲げる管理者の資質及び能力に関する基準 

 
 
 管理者に必要な資質及び能力に関する基準 

  
     

 

 ・ 基準の主な内容 

（１）臨床研修等を修了し、高度な医療機関において臨床実績のある者 

（２）高度な医療安全に関する資質・能力を有し、 

高度な医療機関において医療安全関係の業務を経験した者 

（３）組織管理に関する資質・能力を有し、高度な医療機関の要職を通じ

て病院経営管理を経験しており、リーダーシップを有する者    

（４）高等教育機関等において教育実績を有する者 

（５）高度な研究機関等において研究実績を有する者 

（６）近畿大学医学部附属病院の理念・基本方針を理解し実行する者 
 

・ 基準に係る内部規程の公表の有無（ ○有・無 ） 

・ 公表の方法 

  病院ホームページにて公表 

 

 

 

 
 
 

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  

 
  2年任期のため、昨年度は実施していません。 
 本年度は次のとおり。 
 

 ・ 選考を実施した場合、委員会の設置の有無（ ○有・無 ） 

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

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

・ 公表の方法 

病院ホームページにて公表、院内掲示 

 
 

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 

杉浦 浩三 学校法人 近畿大

学 常務理事 

○ 近畿大学医学部附属病院長候補

者選考会議規程 第３条第１項

第１号に基づき、理事長が指名す

る理事 

有・○無  

伊木 雅之 近畿大学医学部  近畿大学医学部附属病院長候補 有・○無  



 
 
 

 
学部長 者選考会議規程 第３条第１項

第２号に基づく、近畿大学医学部 

医学部長 

佐賀 俊彦 近畿大学医学部附

属病院 副病院長 

 近畿大学医学部附属病院長候補

者選考会議規程 第３条第１項

第３号に基づき、理事長が指名す

る医学部附属病院副病院長 

有・○無  

友田 幸一 関西医科大学 学

長 

 近畿大学医学部附属病院長候補

者選考会議規程 第３条第１項

第４号に基づき、理事長が委嘱す

る学外の有識者 

有・○無  

平田 一人 大阪市立大学医学

部附属病院 病院

長 

 近畿大学医学部附属病院長候補

者選考会議規程 第３条第１項

第４号に基づき、理事長が委嘱す

る学外の有識者 

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） 診療実績に関する事項 

（2） 各種委員会等からの報告及び懸案事項 

（3） 中長期目標・中長期計画及び年度計画に関する事項 

（4） 規定の制定又は改廃に関する事項 

（5） 予算及び執行並びに決算に関する事項 

（6） 自ら行う点検及び評価に関する事項 

（7） その他病院管理運営に関する重要事項 

 

・審議の概要の従業者への周知状況 

関連会議において議事録を配布、各部署で共有している。 

 

 

・合議体に係る内部規程の公表の有無（ 有・○無  ） 

・公表の方法 

 

 

 

・外部有識者からの意見聴取の有無（ 有・○無  ） 

 
 

合議体の委員名簿（H30.9.1 現在） 

氏名 委員長 

（○を付す） 

職種 役職 

附属病院管理者会議  別紙参照②  

附属病院診療部長会  別紙参照③  

病院運営協議会  別紙参照④  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
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 
    病院ホームページに掲載（病院長選考の公表に基づき、病院HPに公表している。） 
 
 ・ 規程の主な内容 
    
近畿大学医学部附属病院長に関する規程より 
第２条 病院長は、病院管理者として部門の長等の任命、組織の設置・改廃、人員配置、予算策定を

執り行うなど、病院の業務を統括する。 

２ 病院長は、病院で行われる診療、教育及び研究について、その実施を許可し、実施状況につ 

いて報告を求め、必要に応じて是正又は停止を命ずることができる。 
３ 病院長は、実務者会議、診療部長会議、管理者会議など、病院の管理・運営に関する重 

要事項を審議するための会議を開催する。 
 
 

 ・ 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 
 
   ・病院長代理（空席） 
   ・病院長補佐 
   ・理事 
   ・副病院長 
   ・看護部長 
   ・医学部・病院事務局長 
   ・医学部・病院事務部長 
 

 ・ 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 
 

1. 研修名 
日本医療機能評価機構 特定機能病院管理者研修 

 
2. 受講者  

管理者、医療安全管理責任者、医薬品安全管理責任者、医療機器安全管理責任者 
    
    
 
 
 
 

 
 
  



 
 
 

 
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： 

 監査委員会規程をもとに監査委員会を設置。 

 監査委員会規程より 

 この規程は、近畿大学医学部附属病院（以下「附属病院」という。）が、特定機能病院として高度

な医療安全管理体制を構築し、安心・安全な医療を提供するため、医療の質にかかる医療統治、医療

安全管理の取り組み等の状況に関する監査機関として、近畿大学医学部附属病院 監査委員会（以下

「委員会」という。）を設置する。 
 

・監査委員会の業務実施結果の公表の有無（ ○有・無 ） 

・委員名簿の公表の有無（ ○有・無 ） 

・委員の選定理由の公表の有無（ ○有・無 ） 

・監査委員会に係る内部規程の公表の有無（ ○有・無 ） 

・公表の方法： 

 病院ホームページにて公表 

 

 

 

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 

水本 一弘 和歌山県立医科大

学医療安全推進部

病院教授・麻酔科

准教授 

○ 同医科大学におい

て医療安全部門に

就いており、医療

安全に精通してい

ることから適任と

判断したもの 

有・○無  1 

山口 育子 NPO 法人ささえあ

い医療人権センタ

ーCOML 理事長 

 医療事故調査支援

センターの運営委

員等の職にも就か

れ医療安全に精通

していることから

適任と判断したも

の 

有・○無  2 

小島 崇宏 大阪 A&M 法律事務

所 医師・弁護士 

 医師として医療機

関での職歴もあ

り、法律学に関す

有・○無  1 



 
 
 

 
る専門知識も有す

ることから適任と

判断したもの 

川田 暁 近畿大学医学部附

属看護専門学校 

校長 

近畿大学医学部附

属病院  皮膚科 

主任教授 

 看護専門学校長と

兼任し医療人育成

機関の長として職

務に当たっており

適任と判断したも

の 

○有・無 3 

諸富 公昭 近畿大学医学部附

属病院 形成外科 

准教授 

 当院のリスクマネ

ージャーの経験も

あり、医療安全に

関する情報共有も

行っていることか

ら、適任と判断し

たもの 

○有・無 3 

    有・無  

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

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

2. 医療を受ける者その他の医療従事者以外の者（1.に掲げる者を除く。） 

   3. その他 

  



 
 
 

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

確保するための体制の整備に係る措置 

 
 

管理者の業務が法令に適合することを確保するための体制の整備状況 
 
 

 
 ・体制の整備状況及び活動内容 
 
   監査室が実施する業務監査時に改正省令等に定める事項につき監査を実施予定。 
 
 
 ・ 専門部署の設置の有無（ ○有・無 ） 
   
   近畿大学 監査室 
 
 ・ 内部規程の整備の有無（ ○有・無 ） 
 
 ・ 内部規程の公表の有無（ 有・○無  ） 
 
 ・ 公表の方法 
 
 
 

 

 
  



 
 
 

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

係る措置 

 
 

開設者又は理事会等による病院の業務の監督に係る体制の状況 
 

 
 ・ 病院の管理運営状況を監督する会議体の体制及び運営状況 
 
  
 
 ・ 会議体の実施状況（ 年 4 ～5回 ） 
   本学の既存の理事会において、改正省令等に定める運用について対応すべく、体制整備に向けて 
   大学本部と調整中である。 
 
 ・ 会議体への管理者の参画の有無および回数（ 有・○無  ） 
   ただし病院担当の理事（医師）が参画している（年4 ～5回）  
 
 ・ 会議体に係る内部規程の公表の有無（ 有・○無  ） 
 
 ・ 公表の方法 
 
 

病院の管理運営状況を監督する会議体の名称：理事会  

会議体の委員名簿（H30.4.1 現在） 

氏名 所属 委員長 

（○を付す） 

利害関係 

清水 由洋 理事長 ○ ○有・無 

細井 美彦 学長  ○有・無 

杉浦 浩三 常務理事  ○有・無 

工藤 正俊 病院担当理事  ○有・無 

能井 英水 理事  ○有・無 

武知 京三 理事  ○有・無 

塩﨑 均 理事  ○有・無 

井倉 博 理事  ○有・無 

田中 栄二 理事  ○有・無 

中島 茂 理事  ○有・無 

北爪 佐知子 理事  ○有・無 

   有・無 

   有・無 

   有・無 

   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 

 各部署でのポスター掲示、院内ホームページでの公開 

 

 

 



管理者会議 別紙②

№ 役職 職種 名前 委員長

1 理　事（医学部担当） 医師 工　藤　正　俊

2 病　院　長（三病院統括） 医師 東　田　有　智 ○

3 学　部　長 医師 伊　木　雅　之

4 副　院　長（病棟管理） 医師 中　川　和　彦

6 副　院　長（地域連携・外来） 医師 赤　木　將　男

7 副　院　長（安全管理） 医師 竹　山　宜  典

8 副　院　長（救急災害センター） 医師 佐　賀　俊　彦

9 副　院　長（中央手術部・医材） 医師 安　田　卓　司

10 副　院　長（病棟管理） 看護師 赤　尾　幸　恵

11 看護部長 看護師 笠　井　千　秋

12 医学部・病院事務局長 事務 狩　谷　和　志

13 医学部・病院事務局事務部長 事務 橋　本　克　己

14 医学部・病院事務局事務部長代理 事務 永　正　　 誠

15 中央放射線部　技師長 診療放射線技師 奥　村　雅　彦

16 薬剤部　薬局長 薬剤師 森　嶋　祥　之

17 医事グループ長 事務職員 　井　生　資

18 医事グループ長 事務職員 西　田　卓　司

19 総務グループ長 事務職員 猪　川　正　人

20 人事グループ長 事務職員 辻　井　由　美

21 管理グループ長 事務職員 吉　川　克　久

22 教育グループ長 事務職員 山　元　秀　明

23 ＰＭＯ　課長 事務職員 生　田　勝　也



診療部長会 別紙③

№ 診療科 委員長 氏名 職種 役職

1 病 院 長 （ 近 大 病 院 統 括 ） ○ 東田　有智 医師 病院長

2 副 院 長 （ 病 棟 管 理 ） 中川　和彦 医師 副病院長

3 副院長 （ 中央部門 ・ 機器 ）

4 副院長 （ 地域連携 ・ 外来 ） 赤木　將男 医師 副病院長

5 副 院 長 （ 安 全 管 理 ） 竹山　宜典 医師 副病院長

6 副院長（救急災害センター） 佐賀　俊彦 医師 副病院長

7 副院長（中央手術部・医材） 安田　卓司 医師 副病院長

8 副 院 長 （ 病 棟 管 理 ） 赤尾　幸恵 看護師 副病院長

9 理 事 （ 医 学 部 担 当 ） 工藤　正俊 医師 部長

10 学 部 長 伊木　雅之 医師 学部長

11 循 環 器 内 科 宮崎　俊一 医師 部長

12 腎 臓 内 科 有馬　秀二 医師 部長

13 内分泌・代謝 ・糖尿病内科 池上　博司 医師 部長

14 血 液 ・ 膠 原 病 内 科 松村　到 医師 部長

15 神 経 内 科 楠　進 医師 部長

16 精 神 神 経 科 白川　治 医師 部長

17 小 児 科 杉本　圭相 医師 部長

18 外 科 （ 下 部 消 化 管 部 門 ） 奥野　清隆 医師 部長

19 外 科 （ 乳 腺 内 分 泌 部 門 ） 菰池　佳史 医師 部長

20 外 科 （ 呼 吸 器 部 門 ） 光冨　徹哉 医師 部長

21 外 科 （ 内 視 鏡 部 門 ）

22 脳 神 経 外 科 加藤　天美 医師 部長

23 リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン 科 福田　寛二 医師 部長

24 皮 膚 科 川田　暁 医師 部長

25 泌 尿 器 科 植村　天受 医師 部長

26 眼 科 日下　俊次 医師 部長

27 耳 鼻 咽 喉 科 土井　勝美 医師 部長

28 産 科 婦 人 科 松村　謙臣 医師 部長

29 放 射 線 腫 瘍 科 西村　恭昌 医師 部長

30 麻 酔 科 中尾　慎一 医師 部長

31 形 成 外 科 磯貝　典孝 医師 部長

32 心 療 内 科 小山　敦子 医師 部長

33 歯 科 口 腔 外 科 濱田　傑 医師 部長

34 東 洋 医 学 研 究 所 武田　卓 医師 所長

35 臨 床 検 査 医 学 部 上硲　俊法 医師 部長

36 病 院 病 理 部 佐藤　隆夫 医師 部長

37 救 命 救 急 セ ン タ ー 北澤　康秀 医師 センター長

38 脳 卒 中 セ ン タ ー 大槻　俊輔 医師 副センター長

39 心 臓 血 管 セ ン タ ー 栗田　隆志 医師 副センター長

40 早 期 認 知 症 セ ン タ ー 石井　一成 医師 副センター長

41 輸 血 ・ 細 胞 治 療 セ ン タ ー 芦田　隆司 医師 センター長

42 光 学 治 療 セ ン タ ー 樫田　博史 医師 副部長

43 感 染 対 策 室 吉田　耕一郎 医師 室長

44 医 療 安 全 対 策 室 辰巳　陽一 医師 室長

45 看 護 部 笠井　千秋 看護師 部長

46 中 央 放 射 線 部 奥村　雅彦 診療放射線技師 技師長

47 中 央 臨 床 検 査 部 中江　健市 臨床検査技師 技師長

48 薬 剤 部 森嶋　祥之 薬剤師 薬局長

49 医 学 部 ・ 病 院 事 務 局 狩谷　和志 事務職員 事務局長

50 医 学 部 ・ 病 院 事 務 局 橋本　克己 事務職員 事務部長

51 医 学 部 ・ 病 院 事 務 局 永正　　誠 事務職員 事務部長補佐

52 医 事 課 天野　二郎 事務職員 課長

53 医 事 グ ル ー プ 圡井　生資 事務職員 グループ長

54 総 務 グ ル ー プ 猪川　正人 事務職員 グループ長

55 管 理 グ ル ー プ 吉川　克久 事務職員 グループ長

56 Ｐ Ｍ Ｏ 生田　勝也 事務職員 課長



病院運営協議会 別紙④

診療科 委員長 氏名 職種 役職
1 病院長（近大病院統括） ○ 東田　有智 医師 病院長
2 副院長（病棟管理） 中川　和彦 医師 副院長（病棟管理）
3 副院長（地域連携・外来） 赤木　將男 医師 副院長（地域連携・外来）
4 副院長（安全管理） 竹山　宜典 医師 副院長（安全管理）
5 副院長（救急災害センター） 佐賀　俊彦 医師 副院長（救急災害センター）
6 副院長（中央手術部・医材） 安田　卓司 医師 副院長（中央手術部・医材）
7 副院長 赤尾　幸恵 看護師 副院長（病棟管理）
8 循環器内科 平野　豊 医師 部長
9 内分泌･代謝･糖尿病内科 川畑　由美子 医師 副部長
10 消化器内科 櫻井　俊治 医師 医長
11 血液･膠原病内科 森田　泰慶 医師 医長
12 腎臓内科 谷山　佳弘 医師 副部長
13 神経内科 宮本　勝一 医師 副部長
14 腫瘍内科 林　秀敏　　米阪　仁雄 医師 医長
15 呼吸器･アレルギー内科 佐野　博幸 医師 副部長
16 精神神経科 柳　雅也 医師 医長
17 小 児 科 坂田　尚己 医師 副部長
18 外　　科 新海　政幸 医師 医長
19 脳神経外科 辻　潔 医師 医長
20 心臓血管外科 金田　敏夫 医師 副部長
21 整形外科 宮本　裕史 医師 医長
22 皮 膚 科 内田　修輔 医師 医長
23 形成外科 諸富　公昭 医師 副部長
24 泌尿器科 清水　信貴 医師 医長
25 眼　　科 奥山　幸子 医師 医長
26 耳鼻咽喉科 齋藤　和也 医師 医長
27 産科婦人科・分育部 鈴木　彩子 医師 医長
28 放射線治療科 門前　一
29 麻 酔 科・中央手術部 平松　謙二 医師 室長
30 ＩＣＵ部 冬田　昌樹 医師

31 臨床検査医学 田中　裕滋 医師

32 東洋医学研究所 日置　智津子 医師

33 歯科口腔外科 榎本　明史 医師

34 光学治療センター 樫田　博史 医師 副部長
35 安全管理部　医療安全対策室 辰巳　陽一 医師 室長
36 人工透析部 能勢　和宏 医師 室長
37 病院病理部 前西　修 医師

38 輸血・細胞治療センター 金光　靖 臨床検査技師 科長補佐
39 救命救急センター 横山　恵一 医師

40 中央放射線部 奥村　雅彦 診療放射線技師 技師長
41 中央臨床検査部 中江　健市 臨床検査技師 技師長
42 薬 剤 部 森嶋　祥之 薬剤師 薬局長
43 リハビリテーション部 木村　保 理学療法士 科長補佐
44 心療内科 阪本　亮 医師

45 栄 養 部 梶原　克美 管理栄養士 科長補佐
46 NICU部 和田　紀久 医師 センター長代理
47 臨床工学部 髙田　裕 臨床工学技士 科長
48 放射線診断科 柳生　行伸 医師 医長
49 安全管理部(感染対策室) 三五　裕子 看護師 副看護長
50 通院治療センター 今野　元博 医師

51 リハビリテーション科・ＮＳＴ 大洞　佳代子 医師

52 シュミレーションセンター 平野　豊 医師 センター長代理
53 医学教育研修課　総合医学教育研修センター 岡田　満 医師 副センター長
54 関空クリニック　 汐見　幹夫 医師 所長
55 看護部 酒井　美恵 看護師 副部長
56 医学部・病院事務局 橋本　克己 事務職員 部長
57 医学部・病院事務局 永正　誠 事務職員 部長補佐
58 医事グループ 井　生資 事務職員 次長
59 医事課 天野　二郎 事務職員 課長
60 医事課 白井　房枝 事務職員 課長補佐
61 地域連携課 西田　卓司 事務職員 課長
62 患者支援センター 小西　直毅 社会福祉士 科長補佐
63 患者支援センター 大西　晴江 看護師 看護長
64 臨床研究センター 田端　欣裕 事務職員 課長
65 臨床研究センター 向井　英一 事務職員 課長代理
66 物流管理課 村田　祥之 事務職員 課長代理
67 施設用度課 中野　周一 事務職員 課長代理
68 総務広報課 木村　裕 事務職員 課長補佐
69 職員課 辻井　由美 事務職員 次長
70 経理課 浅田　和宏 事務職員 課長
71 情報システム課 谷　正弘 臨床検査技師 科長
72 ＰＭＯ 井上　美穂 事務職員 主任
73 看護部（がんセンター） 酒井　美恵 看護師 副部長



(様式第 7) 

専門性の高い対応を行う上での取組みに関する書類（任意） 

 

1  病院の機能に関する第三者による評価 

① 病院の機能に関する第三者による評価の有無 ○有 ・無 

 ・評価を行った機関名、評価を受けた時期 

 日本医療機能評価機構 2015年1月5日認定 認定3回目 初回認定2004年6月21日 

 認定番号第JC221-3号 

 主たる機能：一般病院2 

 機能種別版評価項目 3ｒｄG：Ver.1.0 認定機関2014年6月21日～2019年6月20日 

 

(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 

① 他の医療機関向けに 

・ホームページ掲載 

 ・「診療のご案内」（特集疾患、診療内容、トピックス、専門医などの紹介）の発送 

 ・「KINDAI CARELINK」（各診療科の活動内容、トピックスなど）を1回/2か月発行 

② 地域の住民患者向けに 

 ・「きずな（2回/年）」発行、ホームページ掲載、公開講座の開催 

 

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 

  ・該当科へ対診依頼 

  ・緩和ケアチーム等が主科と連携して診療 

  ・救急災害センターにてＥＲ医が初期対応を行った後に専門診療科等へ後送 

 



 
 

(様式第 8) 

                                                          近大総発第 131 号  

平成 30 年 10 月 1日  

 

  厚生労働大臣        殿 

                         学校法人 近畿大学 

開設者名 理事長 清水 由洋  (印)  

 

医療に係る安全管理のための体制整備に関する計画について 

 

 標記について、次のとおり提出します。 

 

記 

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

品安全管理責任者、医療機器安全管理責任者向け）を実施するための予定措置 
日本医療機能評価機構主催の平成29年度特定機能病院管理者研修に、医療安全管理責任者、

医薬品安全管理責任者は出席。平成 30 年度は、管理者、医療安全管理責任者、医薬品安全

管理責任者、医療機器安全管理責任者が平成 30 年 11 月～平成 31 年 2 月実施の特定機能病

院管理者研修に参加予定。 
 
 
 
2. 医療安全管理部門の人員体制 
 
 
 
 
 
 
3. 医療安全管理部門の専従職員を配置するための予定措置 
 
 
 
 
 
 
 


