
(様式第10)

厚生労働大臣　　　　　　　　殿

公立大学法人奈良県立医科大学
開設者名 理事長　　細井　裕司 (印)

記
1　開設者の住所及び氏名
　住　　　所 〒 364-8522

　氏　　　名
(注)

2　名　　称

3　所在の場所
〒 634-0522

0744 ) 22-3051

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

奈 医 病 管 １ １ ０ 号

奈良県橿原市四条町840番地
公立大学法人奈良県立医科大学

　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。

奈良県立医科大学附属病院

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

「呼吸器内科」「血液内科」「アレルギー科」の診療内容は呼吸器・アレルギー・血液内科で、「消
化器内科」「内分泌内科」「代謝内科」の診療内容は消化器・内分泌代謝内科で、「神経内科」の診
療内容は脳神経内科で、「感染症内科」の診療内容は「感染制御内科」で、「リウマチ科」の診療内
容は整形外科で提供している。

奈良県橿原市四条町840番地

　標記について、医療法（昭和23年法律第205号）第12条の3第1項及び医療法施行規則（昭和23
年厚生省令第50号）第9条の2の2の第1項の規定に基づき、平成２９年度の業務に関して報告しま
す。

平 成 ３ ０ 年 １ ０ 月 ５ 日

奈良県立医科大学附属病院の業務に関する報告について



(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

通常の歯科診療内容は歯科口腔外科で提供している。

　「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。

病理診断科

　「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）。

「消化器外科」「乳腺外科」「小児外科」の診療内容は消化器外科・小児外科・乳腺外科で、「内分
泌外科」の診療内容は耳鼻咽喉・頭頸部外科で提供している。

ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科 形成外科 消化器・内分泌代謝内科 呼吸器・アレルギー・血液内科

放射線治療科 感染制御内科 脳神経内科 消化器外科・小児外科・乳腺外科 耳鼻咽喉・頭頸部外科

歯科口腔外科

108 9 875 992



6　医師、歯科医師、薬剤師、看護師及び准看護師、管理栄養士その他の従業者の員数

職　　種 常　勤 非常勤 合　計 職　　種 員　数 職　　　種 員　数

 医　師 人 人 人  看護補助者 人 人

 歯科医師 人 人 人  理学療法士 人 人

 薬剤師 人 人 人  作業療法士　　　　　　 人 人

 保健師 人 人 人  視能訓練士　　　　　　 人 その他 人

 助産師 人 人 人  義肢装具士　　　　　　 人 人

 看護師 人 人 人  臨床工学士 人 人

 准看護師 人 人 人  栄　養　士　　　　　　 人 その他の技術員 人

 歯科衛生士 人 人 人  歯科技工士　　　　　　 人 事　務　職　員 人

 管理栄養士 人 人 人 人 その他の職員 人

(注) 1 　報告書を提出する年度の10月１日現在の員数を記入すること。

2 　栄養士の員数には、管理栄養士の員数は含めないで記入すること。

3

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

人 人

人 人

人 人

人 人

人 人

人 人

人 人

人

(注) 1 　報告書を提出する年度の10月１日現在の員数を記入すること。

2

8　管理者の医療に係る安全管理の業務の経験

管理者名（ ）　任命年月日

 

外 科 専 門 医

精 神 科 専 門 医

51 0

26 12.00 28.4 31

562 144.00 612.6 診療エックス線技
師

臨床

眼 科 専 門 医

放 射 線 科 専 門 医

整 形 外 科 専 門 医

麻 酔 科 専 門 医

救 急 科 専 門 医

52

58 14.00 65.7

0 0.00 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

0.00 3.0

9 1.00 9.9

42 12.00 45.3

779 #### 869.6

1 0.00 1.0

3

56

88

1

0

1

29

0

205

0

9

7

0

37

0

2

臨床検査技
師

衛生検査技
師

検査

あん摩マッサージ指圧師

医療社会事業従事
者

9

282

　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。

医療安全推進室長（平成21年4月1日～平成24年3月31日）

古家　仁 平成24年　4月　1日

16

9

11

26

17

24

22

43

16

19

7

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

皮 膚 科 専 門 医

泌 尿 器 科 専 門 医

産 婦 人 科 専 門 医



9　前年度の平均の入院患者、外来患者及び調剤の数

　 歯科、矯正歯科、小児歯科及び歯科口腔外科の前年度の平均の入院患者及び外来患者の数

１日当たり平均入院患者数 人 人 人

１日当たり平均外来患者数 人 人 人

１日当たり平均調剤数 剤

必要医師数 人

必要歯科医師数 人

必要薬剤師数 人

必要（准）看護師数 人

（注) 1

2

3

4

5

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

㎡ 床 ☑ 有 ・ □ 無

☑ 有 ・ □ 無 ☑ 有 ・ □ 無

☑ 有 ・ □ 無 ☑ 有 ・ □ 無

無菌病室等 ［固定式の場合］床面積 ㎡ 病床数 床

㎡ 病床数 床

［移動式の場合］台　数 台

医　薬　品 ［専用室の場合］床面積 ㎡

情報管理室 ［共用室の場合］共用する室名

化学検査室 ㎡ （主な設備）

細菌検査室 ㎡ （主な設備）

病理検査室 ㎡ （主な設備）

病理解剖室 ㎡ （主な設備）

研　究　室 ㎡ （主な設備）

講　義　室 ㎡ 室数 室 収容定員 人

図　書　室 ㎡ 室数 室 蔵書数 冊程度

(注) 1 　主要構造には、鉄筋コンクリート、簡易耐火、木造等の別を記入すること。

2 　主な設備は、主たる医療機器、研究用機器、教育用機器を記入すること。

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 尿検査システム等194.60

174.10

176.70

226.20

1,589.40

460.40

1,303.10

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ

生化学自動分析システム等

検体搬送システム等

電動解剖ﾉｺｸﾘｰﾝｶｯﾄｼｽﾃﾑ等

各種　実験・研究装置等

67.90

2

5

317

144,736

　入院患者数は、前年度の各科別の入院患者延数(毎日の24時現在の在院患者数の合計)を暦日で
除した数を記入すること。

　外来患者数は、前年度の各科別の外来患者延数をそれぞれ病院の年間の実外来診療日数で除し
た数を記入すること。

　調剤数は、前年度の入院及び外来別の調剤延数をそれぞれ暦日及び実外来診療日数で除した数
を記入すること。

　「歯科等」欄には、歯科、矯正歯科、小児歯科及び歯科口腔外科を受診した患者数を、「歯科
等以外」欄にはそれ以外の診療料を受診した患者数を記入すること。

4,102.4

205.0

10.0

52.0

474.0

合 計歯 科 等 以 外 歯　科　等

773.1 18.9 792.1

21

580.06
鉄筋コンク
リート

263.60

　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 24 心電計集中治療室

2,287.5120.42,167.1



 

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

Ａ： 人

Ｂ： 人

Ｃ： 人

Ｄ： 人

(注) 1

2 　 「逆紹介率」欄は、ＢをＤで除した数に100を乗じて小数点以下第1位まで記入すること。

3 　Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄは、それぞれの前年度の延数を記入すること。

12　監査委員会の委員名簿及び委員の選定理由（注）
氏名 所属 委員長 選定理由 利害関係 委員の要件

(○を付す) 該当状況

□ 有 ・ ☑ 無

□ 有 ・ ☑ 無

□ 有 ・ ☑ 無

□ 有 ・ □ 無

□ 有 ・ □ 無

□ 有 ・ □ 無

□ 有 ・ □ 無

（注）　「委員の要件該当状況」の欄は、次の1～3のいずれかを記載すること。

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

2. 医療を受ける者その他の医療従事者以外の者（1.に掲げる者を除く。）

3. その他

13　監査委員会の委員名簿及び委員の選定理由の公表の状況
委員名簿の公表の有無 ☑ 有 ・ □ 無

委員の選定理由の公表の有無 ☑ 有 ・ □ 無

公表の方法

19,136

3,107

26,755

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 ○

和歌山県立医科
大学附属病院医
療安全推進室長
であり、医療に
かかる安全に関
する見識を有す
るため。

1

91.89 71.52

21,478紹 介 患 者 の 数

他の病院又は診療所に紹介した患者の数

加藤　高志 加藤高志法律事務所

医療に関する訴
訟経験が豊富で
あり、法律に関
する見識を有す
るため。

1

末廣　貴子
ボランティアグルー
プ
ラポール

病院の状況への
理解が深く、医
療を受ける側の
立場からの客観
的意見を得られ
るため。

2

病院ホームページでの公表

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



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

1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   

ＭＲＩ撮影及び超音波検査融合画像に基づく前立腺針生検

（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　

0人　

人　

人　

人　

人　

人　

人　

人　

人　

人　

人　

人　

人　

人　

人　

人　

人　

人　

人　

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

　　　　　第百二十九号）第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   

パクリタキセル静脈内投与（１週間に１回投与するものに限る）及びカルボプラチン腹腔内投与（３週間に１
回投与するものに限る）の併用療法

血中ｔａｒｃ濃度の迅速測定

（様式第2）



3　その他の高度の医療

医療技術名 取扱患者数 人　

当該医療技術の概要

提供実績なし

医療技術名 取扱患者数 人　

当該医療技術の概要

医療技術名 取扱患者数 人　

当該医療技術の概要

医療技術名 取扱患者数 人　

当該医療技術の概要

医療技術名 取扱患者数 人　

当該医療技術の概要

医療技術名 取扱患者数 人　

当該医療技術の概要

医療技術名 取扱患者数 人　

当該医療技術の概要

医療技術名 取扱患者数 人　

当該医療技術の概要

高度の医療の提供の実績

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

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

（様式第2）



疾　　　患　　　名 患者数 疾　　　患　　　名 患者数
1 球脊髄性筋萎縮症 6 56 ベーチェット病 33
2 筋萎縮性側索硬化症 50 57 特発性拡張型心筋症 116
3 脊髄性筋萎縮症 4 58 肥大型心筋症 35
4 原発性側索硬化症 0 59 拘束型心筋症 0
5 進行性核上性麻痺 21 60 再生不良性貧血 49
6 パーキンソン病 333 61 自己免疫性溶血性貧血 3
7 大脳皮質基底核変性症 12 62 発作性夜間ヘモグロビン尿症 5
8 ハンチントン病 7 63 特発性血小板減少性紫斑病 78
9 神経有棘赤血球症 0 64 血栓性血小板減少性紫斑病 4
10 シャルコー・マリー・トゥース病 5 65 原発性免疫不全症候群 12
11 重症筋無力症 94 66 IgＡ 腎症 63
12 先天性筋無力症候群 0 67 多発性嚢胞腎 44
13 多発性硬化症／視神経脊髄炎 81 68 黄色靱帯骨化症 15

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
28 69 後縦靱帯骨化症 36

15 封入体筋炎 9 70 広範脊柱管狭窄症 6
16 クロウ・深瀬症候群 1 71 特発性大腿骨頭壊死症 107
17 多系統萎縮症 30 72 下垂体性ADH分泌異常症 16
18 脊髄小脳変性症(多系統萎縮症を除く。) 94 73 下垂体性TSH分泌亢進症 1
19 ライソゾーム病 4 74 下垂体性PRL分泌亢進症 14
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 1
22 もやもや病 46 77 下垂体性成長ホルモン分泌亢進症 14
23 プリオン病 2 78 下垂体前葉機能低下症 113
24 亜急性硬化性全脳炎 0 79 家族性高コレステロール血症（ホモ接合体） 1
25 進行性多巣性白質脳症 0 80 甲状腺ホルモン不応症 0
26 HTLV-1関連脊髄症 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 21 83 アジソン病 1
29 ウルリッヒ病 0 84 サルコイドーシス 63
30 遠位型ミオパチー 2 85 特発性間質性肺炎 52
31 ベスレムミオパチー 0 86 肺動脈性肺高血圧症 14
32 自己貪食空胞性ミオパチー 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 10
34 神経線維腫症 23 89 リンパ脈管筋腫症 3
35 天疱瘡 18 90 網膜色素変性症 18
36 表皮水疱症 1 91 バッド・キアリ症候群 5
37 膿疱性乾癬（汎発型） 10 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 3 93 原発性胆汁性肝硬変 117
39 中毒性表皮壊死症 0 94 原発性硬化性胆管炎 4
40 高安動脈炎 26 95 自己免疫性肝炎 22
41 巨細胞性動脈炎 4 96 クローン病 79
42 結節性多発動脈炎 11 97 潰瘍性大腸炎 197
43 顕微鏡的多発血管炎 64 98 好酸球性消化管疾患 3
44 多発血管炎性肉芽腫症 12 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 5 100 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 24 101 腸管神経節細胞僅少症 0
47 バージャー病 19 102 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 249 104 コステロ症候群 0
50 皮膚筋炎／多発性筋炎 135 105 チャージ症候群 0
51 全身性強皮症 116 106 クリオピリン関連周期熱症候群 0
52 混合性結合組織病 37 107 全身型若年性特発性関節炎 0
53 シェーグレン症候群 41 108 TNF受容体関連周期性症候群 0
54 成人スチル病 10 109 非典型溶血性尿毒症症候群 0
55 再発性多発軟骨炎 5 110 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 1 161 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 26 163 特発性後天性全身性無汗症 2
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 1
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 5 167 マルファン症候群 1
118 脊髄髄膜瘤 2 168 エーラス・ダンロス症候群 2
119 アイザックス症候群 1 169 メンケス病 0
120 遺伝性ジストニア 0 170 オクシピタル・ホーン症候群 0
121 神経フェリチン症 0 171 ウィルソン病 0
122 脳表ヘモジデリン沈着症 0 172 低ホスファターゼ症 0

123
禿頭と変形性脊椎症を伴う常染色体劣性

白質脳症
0 173 VATER症候群 0

124
皮質下梗塞と白質脳症を伴う常染色体優

性脳動脈症
0 174 那須・ハコラ病 1

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 4 177 有馬症候群 0
128 ビッカースタッフ脳幹脳炎 0 178 モワット・ウィルソン症候群 0
129 痙攣重積型（二相性）急性脳症 0 179 ウィリアムズ症候群 0
130 先天性無痛無汗症 0 180 ＡＴＲ－Ｘ症候群 0
131 アレキサンダー病 0 181 クルーゾン症候群 0
132 先天性核上性球麻痺 0 182 アペール症候群 0
133 メビウス症候群 0 183 ファイファー症候群 0
134 中隔視神経形成異常症/ドモルシア症候群 0 184 アントレー・ビクスラー症候群 0
135 アイカルディ症候群 0 185 コフィン・シリス症候群 0
136 片側巨脳症 0 186 ロスムンド・トムソン症候群 0
137 限局性皮質異形成 2 187 歌舞伎症候群 0
138 神経細胞移動異常症 0 188 多脾症候群 0
139 先天性大脳白質形成不全症 0 189 無脾症候群 0
140 ドラベ症候群 0 190 鰓耳腎症候群 0
141 海馬硬化を伴う内側側頭葉てんかん 0 191 ウェルナー症候群 3
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 1 193 プラダー・ウィリ症候群 0
144 レノックス・ガストー症候群 2 194 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 3 198 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 1 200 第14番染色体父親性ダイソミー症候群 0
151 ラスムッセン脳炎 0 201 アンジェルマン症候群 0
152 ＰＣＤＨ19関連症候群 0 202 スミス・マギニス症候群 0
153 難治頻回部分発作重積型急性脳炎 0 203 22q11.2欠失症候群 0

154
徐波睡眠期持続性棘徐波を示すてんかん

性脳症
1 204 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 1 207 総動脈幹遺残症 0
158 結節性硬化症 1 208 修正大血管転位症 0
159 色素性乾皮症 1 209 完全大血管転位症 0
160 先天性魚鱗癬 1 210 単心室症 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）

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 1 261 タンジール病 0
214 心室中隔欠損を伴う肺動脈閉鎖症 0 262 原発性高カイロミクロン血症 0
215 ファロー四徴症 0 263 脳腱黄色腫症 1
216 両大血管右室起始症 1 264 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 2 268 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
0

222 一次性ネフローゼ症候群 95 270 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 1 271 強直性脊椎炎 4
224 紫斑病性腎炎 8 272 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） 2 274 骨形成不全症 1
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 5 278 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） 1
233 ウォルフラム症候群 0 281 クリッペル・トレノネー・ウェーバー症候群 0

234
ペルオキシソーム病（副腎白質ジストロ

フィーを除く。）
0 282 先天性赤血球形成異常性貧血 0

235 副甲状腺機能低下症 4 283 後天性赤芽球癆 1
236 偽性副甲状腺機能低下症 0 284 ダイアモンド・ブラックファン貧血 0
237 副腎皮質刺激ホルモン不応症 0 285 ファンコニ貧血 0
238 ビタミンＤ抵抗性くる病/骨軟化症 0 286 遺伝性鉄芽球性貧血 0
239 ビタミンＤ依存性くる病/骨軟化症 0 287 エプスタイン症候群 0
240 フェニルケトン尿症 0 288 自己免疫性出血病XIII 7
241 高チロシン血症1型 0 289 クロンカイト・カナダ症候群 0
242 高チロシン血症2型 0 290 非特異性多発性小腸潰瘍症 0
243 高チロシン血症3型 0 291 ヒルシュスプルング病（全結腸型又は小腸 0
244 メープルシロップ尿症 3 292 総排泄腔外反症 0
245 プロピオン酸血症 0 293 総排泄腔遺残 0
246 メチルマロン酸血症 0 294 先天性横隔膜ヘルニア 0
247 イソ吉草酸血症 0 295 乳幼児肝巨大血管腫 0
248 グルコーストランスポーター1欠損症 0 296 胆道閉鎖症 0
249 グルタル酸血症1型 0 297 アラジール症候群 0
250 グルタル酸血症2型 0 298 遺伝性膵炎 0
251 尿素サイクル異常症 0 299 嚢胞性線維症 0
252 リジン尿性蛋白不耐症 0 300 ＩｇＧ４関連疾患 8
253 先天性葉酸吸収不全 0 301 黄斑ジストロフィー 3
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 1 305 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 4



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 1

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。）

3

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。

74 57
1858 1422

指定難病についての診療 131 件

取扱患者数 3280 人



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）

・

・

・

・

・ハイリスク分娩管理加算 ・

・ハイリスク妊娠管理加算

・感染防止対策加算１ 　抗菌薬適正使用加算有

・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

・精神科救急・合併症入院料　看護職員夜間配置加算有

・

・

・

・

・

・精神科身体合併症管理加算

・精神科リエゾンチーム加算

・脳卒中ケアユニット入院医療管理料

・総合周産期特定集中治療室管理料

・新生児治療回復室入院医療管理料

・一類感染症患者入院医療管理料

・小児入院医療管理料１

・精神科救急入院料１　看護職員夜間配置加算有

・精神科救急搬送患者地域連携紹介加算

・総合評価加算

・病棟薬剤業務実施加算１及び２

・データ提出加算２

・入退院支援加算１ 入院時支援加算

・認知症ケア加算１

・精神疾患診療体制加算

・救命救急入院料３及び４

・特定集中治療室管理料１ 　早期離床・リハビリテーション
加算有

・摂食障害入院医療管理加算

・栄養サポートチーム加算

・医療安全対策加算１

・無菌治療室管理加算１及び２

・緩和ケア診療加算

・精神科応急入院施設管理加算

・精神病棟入院時医学管理加算

・医師事務作業補助体制加算１ （一般50対1　精神75対1）

・50対1急性期看護補助体制加算

・看護職員夜間配置加算１６対１

・看護補助加算２（Ｄ２病棟のみ）

・療養環境加算

・重症者等療養環境特別加算

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

・特定機能病院入院基本料

・地域歯科診療支援病院歯科初診料

・歯科外来診療環境体制加算

・歯科診療特別対応連携加算

・超急性期脳卒中加算

・診療録管理体制加算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）

・ＨＰＶ核酸検出及びＨＰＶ核酸検出（簡易ジェノタイプ判
定）

・乳房ＭＲＩ撮影加算

・在宅経肛門的自己洗腸指導管理料 ・冠動脈CT撮影加算

・持続血糖測定器加算 ・外傷全身CT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）

・心臓MRI撮影加算

・総合医療管理加算（歯科疾患管理料） ・遠隔画像診断

・遠隔モニタリング加算（在宅持続陽圧呼吸療法指導管理
料）

・ＣＴ撮影及びＭＲＩ撮影

・在宅患者訪問看護・指導料（緩和ケア・褥瘡ケア・人工肛
門ケア及び人工膀胱ケア）

・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

・肝炎インターフェロン治療計画料 ・センチネルリンパ節生検２

・医療機器安全管理料１、医療機器安全管理料２、医療機
器安全管理料（歯科）

・画像診断管理加算１、画像診断管理加算２

・薬剤管理指導料 ・有床義歯咀嚼機能検査、咀嚼能力検査及び咬合圧検査

・排尿自立指導料 ・ロービジョン検査判断料

・ハイリスク妊産婦連携指導料２ ・内服・点滴誘発試験

・ハイリスク妊産婦連携指導料１ ・小児食物アレルギー負荷検査

・療養・就労両立支援指導料　相談体制充実加算 ・脳波検査判断料１

・がん治療連携計画策定料 ・補聴器適合検査

・ハイリスク妊産婦共同管理料（Ⅰ） ・神経学的検査

・糖尿病透析予防指導管理料 ・長期継続頭蓋内脳波検査

・外来放射線照射診療料 ・光トポグラフィー

・乳腺炎重症化予防ケア・指導料 ・長期脳波ビデオ同時記録検査１

・がん性疼痛緩和指導管理料 ・時間内歩行試験及びシャトルウォーキングテスト

・がん患者指導管理料イ、ロ及びハ ・胎児心エコー法

・移植後患者指導管理料（臓器移植後の場合） ・皮下連続式グルコース測定

・外来緩和ケア管理料 ・ヘッドアップティルト試験

施　設　基　準　の　種　類 施　設　基　準　の　種　類

・ウイルス疾患指導料 ・検体検査管理加算（Ⅰ）、検体検査管理加算（Ⅳ）

・高度難聴指導管理料 ・国際標準検査管理加算

・糖尿病合併症管理料 ・遺伝カウンセリング加算

高度の医療の提供の実績

（様式第2）



6　届出が受理されている診療報酬制度における施設基準等（特掲診療科）

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

・小児鎮静下ＭＲＩ撮影加算
・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。）））

・抗悪性腫瘍剤処方管理加算
・骨移植術（軟骨移植術を含む。）（自家培養軟骨移植術に
限る。）

・外来化学療法加算１ ・後縦靭帯骨化症手術（前方進入によるもの）

・無菌製剤処理料 ・脳腫瘍覚醒下マッピング加算

・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）、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

・脳血管疾患等リハビリテーション料（Ⅰ） ・仙骨神経刺激装置植込術及び仙骨神経刺激装置交換術

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

・呼吸器リハビリテーション料（Ⅰ） ・人工中耳植込術及び人工内耳植込術

・がん患者リハビリテーション料 ・内視鏡下鼻・副鼻腔手術Ⅴ型（拡大副鼻腔手術）

・歯科口腔リハビリテーション料２
・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）（共に歯科診療）

・通院・在宅精神療法（児童思春期精神科専門管理加算）
・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
センチネルリンパ節生検（併用））

・救急患者精神科継続支援料
・乳腺悪性腫瘍手術（乳がんセンチネルリンパ節加算2及び
センチネルリンパ節生検(単独)）

・認知療法・認知行動療法１ ・ゲル充填人工乳房を用いた乳房再建術（乳房切除後）

・精神科作業療法
・肺悪性腫瘍手術（壁側・臓側胸膜全切除（横隔膜、心膜
合併切除を伴うもの）に限る。）

・精神科ショート・ケア（大規模）(小規模) ・内視鏡下筋層切開術

・精神科デイ・ケア（大規模）(小規模) ・食道縫合術（穿孔、損傷）（内視鏡によるもの）等

・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。）

・経皮的冠動脈形成術（特殊ｶﾃｰﾃﾙによるもの）

・医療保護入院等診療料 ・経カテーテル大動脈弁置換術

・硬膜外自家血注入 ・経皮的中隔心筋焼灼術

・エタノールの局所注入（甲状腺）、エタノールの局所注入
（副甲状腺）

・ペースメーカー移植術及び交換術（リードレスペースメー
カーによるものを含む）

・人工腎臓、導入期加算２及び腎代替療法実績加算、透析
液水質確保加算及び慢性維持透析濾過加算

・両心室ペースメーカー移植術、
両心室ペースメーカー交換術

・ＣＡＤ／ＣＡＭ冠
・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

・有床義歯修理及び有床義歯内面適合法の歯科技工加算
・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

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

・大動脈バルーンパンピング法（IABP法）

・皮膚移植術（死体） ・補助人工心臓

・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。）

・バルーン閉塞下経静脈的塞栓術



6　届出が受理されている診療報酬制度における施設基準等（特掲診療科）

高度の医療の提供の実績

施　設　基　準　の　種　類 施　設　基　準　の　種　類

・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。）

・高エネルギー放射線治療

・腹腔鏡下肝切除術 ・１回線量増加加算

・生体部分肝移植術 ・強度変調放射線治療（IMRT）

・腹腔鏡下膵体尾部腫瘍切除術 ・画像誘導放射線治療（IGRT)

・腹腔鏡下膵頭十二指腸切除術 ・体外照射呼吸性移動対策加算

・早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術 ・定位放射線治療

・腎腫瘍凝固・焼灼術（冷凍凝固によるもの） ・定位放射線治療呼吸性移動対策加算

・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）

・画像誘導密封小線源治療加算

・同種死体腎移植術 ・保険医療機関間の連携による病理診断

・生体腎移植術
・保険医療機関間の連携におけるデジタル病理画像による
術中迅速病理組織標本作製

・膀胱水圧拡張術
・保険医療機関間の連携におけるデジタル病理画像による
迅速細胞診

・腹腔鏡下膀胱悪性腫瘍手術 ・デジタル病理画像による病理診断

・人工尿道括約筋植込・置換術 ・病理診断管理加算２、口腔病理診断管理加算２

・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）

・悪性腫瘍病理組織標本加算

・腹腔鏡下仙骨膣固定術 ・クラウン・ブリッジ維持管理料

・腹腔鏡下子宮悪性腫瘍手術（子宮体がんに限る。） ・歯科矯正診断料

・腹腔鏡下子宮悪性腫瘍手術（子宮頸がんに限る。）
・顎口腔機能診断料　（顎変形症（顎離断
等の手術を必要とするものに限る）の手術前後にお
ける歯科矯正に係るもの）

・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。）

・

・輸血管理料Ⅰ ・

・貯血式自己血輸血管理体制加算 ・

・自己クリオプレシピテート作製術（用手法） ・

・人工肛門・人工膀胱造設術前処置加算 ・

・広範囲顎骨支持型装置埋入手術 ・

・麻酔管理料（Ⅰ）、麻酔管理料（Ⅱ） ・

・放射線治療専任加算 ・

・外来放射線治療加算 ・



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

概ね週1回程度

剖　検　の　状　況

　・

　・

検症例数　58例　　　／　　剖検率   7.9 %

　・

　・ 　・

(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

　・腹腔鏡下広汎子宮全摘術
　・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

　・

　・

　・

　・

　・

　・

　・

　・

　・

　・

（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

補

委 小計　26

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

整形外科学高木　都

6,630,000循環器内科学斎藤　能彦
Flt-１系を介する心腎連関分子機序の解明：

新規LncRNAの関与

3,250,000小児科学嶋　緑倫
血友病Ａ分子病態の解明と第VIII因子高機

能化に関する研究

原発性肝細胞癌に対する薬物動態に基づく新規治療
法および新規バイオマーカーの開発

浪崎　正 第三内科学 1,430,000

白内障重症度が非視覚的光感受性に及ぼ
す影響：1100名の高齢者調査

上田　哲生

4,160,000

神経系腫瘍幹細胞を標的とした重粒子線と
抗VEGF抗体併用の有効性

長谷川　正
俊

放射線腫瘍医学 4,160,000

DNA損傷特異抗体を損傷除去修復薬に進
化させる

森　俊雄 放射線腫瘍医学 5,460,000

刺激に応答して光る腸管神経の再生・新生
機構の解明と制御の新たなる展開

精神医学 4,940,000

膵島の生体内リプログラミング技術を用いた
糖尿病の新規治療法の開発

山田　高嗣
消化器・総合外

科学
7,150,000

自閉スペクトラム症における前頭前野機能の
多面的解析とその正常化への試み

牧之段　学

脳蘇生におけるアミオダロンの脳保護効果に
関する研究

井上　聡己 集中治療部 1,040,000

1,040,000
リハビリテーション

科
城戸　顕

筋再生の分子機構を指標とした骨転移患者
に対する安全で効果的なリハビリテーション

眼科学 1,040,000

循環器疾患患者の終末期医療に関する意思
決定を支援する体制を構築するための研究

岡山　悟志 循環器内科学 1,560,000

三次元右室分割モデルを用いた三次元的右
室部位別心機能評価のための新手法の開発

水野　麗子 中央臨床検査部 1,040,000 文部科学省

肺の気腫化と線維化はなぜ均等に起こらな
いのか？：力学的異方性からのアプローチ

友田　恒一 医療安全推進室 1,820,000 文部科学省

パーキンソン病とサーカディアンリズムに関す
る大規模調査

形岡　博史 神経内科学 1,170,000 文部科学省

黄色ブドウ球菌菌血症の疫学の変遷と最適
な治療法の解明

笠原　敬 感染症センター 2,080,000 文部科学省

ウイルスベクターを使用しない安全な血友病
遺伝子・細胞治療法の確立

松井　英人 総合医療学 910,000 文部科学省

凝固第Ⅷ因子活性化・不活化機構の解明と新規凝固・
抗凝固薬の応用に関する基礎的研究

野上　恵嗣 小児科学 1,040,000 文部科学省

インヒビター保有軽症血友病Aの凝血学的特
性と新規治療戦略に関する基礎的研究

矢田　弘史
県立医大医師派

遣センター
910,000 文部科学省

核成分に対する免疫寛容の破綻からSLE発
症に至る機序の解明

宮川　史 皮膚科学 1,560,000 文部科学省

多能性幹細胞からの誘導腸管を用いた、生
体内長期培養による腸管移植への試み

植田　剛
消化器・総合外

科学
1,560,000 文部科学省

フィブリノーゲンによる癌の転移メカニズムの
解明と新規癌治療への応用

若月　幸平
消化器・総合外

科学
1,430,000 文部科学省

難治性消化器癌に対する新たな集学的癌免
疫治療戦略の開発

庄　雅之
消化器・総合外

科学
1,430,000 文部科学省

下肢閉塞性動脈硬化症に対する新規生体
吸収型バイオステントの開発

吉川　公彦 放射線医学 910,000 文部科学省

膵癌IVR治療における新規デバイスと治療法
の開発

田中　利洋 放射線医学 910,000 文部科学省

脳梗塞患者でのアルツハイマー型認知症の
発症リスクに関するPETアミロイド画像研究

安野　史彦 精神医学 1,560,000 文部科学省

文部科学省

文部科学省

文部科学省

文部科学省

文部科学省

文部科学省

文部科学省

文部科学省

文部科学省

文部科学省

文部科学省

文部科学省

（様式第3）
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ゼラチンシートの開発 谷口　繁樹
胸部・心臓血管

外科学
1,560,000 文部科学省

ミトコンドリアKATPチャンネルを介した虚血耐
性現象のメカニズム

中川　一郎 脳神経外科学 2,860,000

文部科学省

Myosteatosisの病態解明による膵癌新規集
学的治療戦略の開発

赤堀　宇広
消化器・総合外

科学
1,820,000 文部科学省

肝切除後肝不全におけるADAMTS13の関与
及び新規肝不全治療戦略の確立

野見　武男
消化器・総合外

科学
1,560,000

文部科学省

Ｔ細胞不活化経路をターゲットとする大腸癌
肝転移の新規免疫療法の開発

北東　大督
消化器・総合外

科学
1,560,000 文部科学省

ユビキチン修飾系異常を介した癌進展機序
の包括的解明と新規癌治療法の開発

右田　和寛
消化器・総合外

科学
1,560,000

社会経験で発達する前頭前野の局所的興
奮・抑制性回路は治療ターゲットになるか

芳野　浩樹 精神医学 650,000 文部科学省

シナプスプルーニング仮説に基づくiPS細胞
由来神経培養系での統合失調症病態解明

鳥塚　通弘 精神医学 1,560,000 文部科学省

次世代の薬剤誘発リンパ球刺激試験の開発
小豆澤　宏

明
皮膚科学 1,820,000 文部科学省

VWF/ADAMTS-13/FⅧ制御軸による極低出
生体重児の脳室内出血の病態解明

西久保　敏
也

総合周産期母子医療
センター

新生児集中治療部門
1,430,000 文部科学省

Thrombopasを用いた新生児PC制御機構の
解明と新たな治療法の開発

中川　隆志
総合周産期母子医療

センター
新生児集中治療部門

1,430,000 文部科学省

希少難治性筋疾患におけるオートファジーを
介した蛋白分解機構と病態機序の解明

杉江　和馬 神経内科学 1,300,000 文部科学省

慢性閉塞性肺疾患の新規治療戦略：全身性
炎症の抑制をめざして

吉川　雅則 栄養管理部 1,820,000 文部科学省

妊娠高血圧症候群の病態悪化に関わる脂肪
組織の影響～新規培養法を用いた証明

赤坂　珠理
晃

総合周産期母子医療
センター

母体・胎児集中治療
1,560,000 文部科学省

頭頸部癌おけるバイオマーカーとしてのREG
遺伝子の作用機序の解明

岡本　英之
耳鼻咽喉・頭頸

部外科学
1,430,000 文部科学省

分子生物学プロファイリングによる膀胱上皮
内癌治療効果と予後予測マーカーの探索

藤本　清秀 泌尿器科学 910,000 文部科学省

高齢者の視機能がQOLに及ぼす影響と加齢
黄斑変性の病態解明

緒方　奈保
子

眼科学 910,000 文部科学省

Translational applications of broad spectrum natural
compounds and phytochemicals or their derivatives to

the novel treatment strategy against sarcomas
朴木　寛弥 整形外科学 1,430,000 文部科学省

肝臓･腎臓における各種炎症病態形成への
ADAMTS13の関与

西尾　健治 総合医療学 1,950,000 文部科学省

重症脊髄損傷に対する自家組織細胞シート
を用いた新規再生医療技術の開発

田中　康仁 整形外科学 1,300,000 文部科学省

即時荷重インプラントの骨界面における荷重
伝達とオーバーロードの閾値の解明

杉浦　勉 口腔外科学 1,430,000 文部科学省

抗酸化作用を強化した十全大補湯を用いて
放射線性腸炎を予防する

小山　文一 中央内視鏡部 780,000 文部科学省

口腔癌細胞における硼素中性子捕捉療法に
よる転移・浸潤能の抑制効果の検討

桐田　忠昭 口腔外科学 1,820,000 文部科学省

長鎖non-codingRNAの制御を介した新たな
口腔癌治療戦略

山本　一彦 口腔外科学 910,000 文部科学省

顔面の形態形成を制御する新規シグナル
ネットワークの解明

川上　正良 口腔外科学 1,430,000 文部科学省

専門プログラムを用いた発達障害児支援者
養成システム作りに関する研究

岩坂　英巳 精神医学 1,690,000 文部科学省

簡便かつ安全に実施可能な術後静脈血栓
塞栓症の管理基準の確立

川口　龍二 産婦人科学 1,300,000 文部科学省

呼吸波形解析を活用した新たなCOPD治療
戦略の構築 ―呼吸の安定化を目指して―

藤田　幸男 第二内科学 1,300,000 文部科学省

文部科学省

EGFRvIII特異的CAR導入免疫細胞を用いた
膠芽腫治療法の開発

西村　文彦 脳神経外科学 1,950,000 文部科学省
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文部科学省

重症大動脈弁狭窄症に合併する消化管出
血のフォンビレブランド因子による病態解析

早川　正樹 輸血部 1,040,000 文部科学省

文部科学省

受容体を覆う「バンドエイド型」次世代ペプチ
ド薬を用いた卵巣がん治療

吉田　昭三 産婦人科学 1,560,000 文部科学省

NASH発症進展に関わる腸内細菌の影響と
エクオールの効果

野口　隆一 第三内科学 1,560,000

多系統萎縮症に合併する睡眠呼吸障害の多様性―呼
吸管理から生命予後改善をめざす―

山内　基雄

炎症惹起因子を中心とした妊娠高血圧症候
群の病態解明

成瀬　勝彦 産婦人科学 780,000

文部科学省

Drug repositioning による肝疾患進展抑制治
療法の開発

吉治　仁志 第三内科学 1,820,000 文部科学省

第二内科学 1,170,000

文部科学省

放射線治療の業務の標準的な見える化と遠
隔での安全な治療実施支援法の確立

玉本　哲郎 医療情報部 1,820,000 文部科学省

スポーツの種類や選手個人の特性を考慮し
た重力感受性トレーニング法の開発

和田　佳郎
耳鼻咽喉・頭頸

部外科学
1,950,000

文部科学省

MRスペクトロスコピーを用いた鉄濃度測定に
よる子宮内膜症発癌リスクの新たな評価法

吉元　千陽
総合周産期母子医療

センター
母体・胎児集中治療

1,690,000 文部科学省

子宮体部病変に対する極細複合型光ファイ
バー内視鏡診断と治療法の確立

重富　洋志 産婦人科学 1,430,000

妊娠中における騒音ならびに分子標的薬の
胎児聴覚への影響

成尾　一彦
耳鼻咽喉・頭頸

部外科学
780,000 文部科学省

重度平衡障害者に対する感覚代行リハビリ
テーションの持越し効果とその実用化

山中　敏彰 めまいセンター 1,430,000 文部科学省

超免疫不全マウスを用いた膠芽腫に対する免疫細胞お
よびPD-1阻害薬併用療法の開発

松田　良介 脳神経外科学 1,820,000 文部科学省

術中皮質脳波におけるセボフルラン濃度切替・高周波
振動はてんかん焦点を推定可能か

田村　健太
郎

脳神経外科学 650,000 文部科学省

膀胱癌細胞ミトコンドリア内における鉄利用メ
カニズムの解明とその臨床応用

中井　靖 泌尿器科学 1,300,000 文部科学省

マクロファージの内在性レトロウイルス応答調
節と血管保護による多発性嚢胞腎進展抑制

石橋　道男 泌尿器科学 780,000 文部科学省

肺線維症合併肺癌に対する制御性Ｔ細胞を
標的とした新たな治療戦略の探索

本津　茂人 第二内科学 1,690,000 文部科学省

APCおよびPSによる第VIII因子制御機構の
解明および新規血友病製剤への応用

武山　雅博 小児科学 2,210,000 文部科学省

血流下での血管内皮細胞の応答機構と血液
凝固第VIII因子の機能発現

志田　泰明 小児科学 2,470,000 文部科学省

後天性凝固異常症における凝固抑制機序の
解明と新規治療法の創出

松本　智子
血友病治療・病
態解析学講座

2,340,000 文部科学省

フォン・ウィルブランド因子D'D3ドメイン一塩
基多型の分子生物学的解析

荻原　建一 小児科学 1,820,000 文部科学省

ウイルス由来microRNAに着目したDIHSの病
態解明と新規診断法の開発

浅田　秀夫 皮膚科学 2,080,000 文部科学省

ナノドラッグデリバリーシステムと分子イメージ
ングを融合させた新規IVR治療の開発

西尾福　英
之

放射線医学 1,430,000 文部科学省

前頭眼野（FEF）刺激による術中誘発眼球運
動モニタリング（PEEM）の開発

本山　靖 脳卒中センター 2,730,000 文部科学省

骨癒合性を付与したPEEK製脊椎インプラン
トの研究

古川　彰 整形外科学 2,210,000 文部科学省

生体内誘導骨形成膜とハイブリッド人工骨の
融合による新規骨再建法の開発

河村　健二
玉井進記念四肢

外傷センター
2,080,000 文部科学省

障害骨組織における再生遺伝子Regの発現
動態の解析および骨再生促進法の開発

藤間　保晶 整形外科学 1,040,000 文部科学省

細胞外マトリックス（ＥＣＭ）シートを用いた難
治性偽関節の低侵襲治療法の開発

面川　庄平 手の外科講座 1,690,000 文部科学省

膀胱における尿再吸収機構の解明 -夜間頻
尿治療への応用を目指す研究-

鳥本　一匡 泌尿器科学 1,820,000 文部科学省



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

補

委 小計　29

HE4とTFPI2の組み合わせによる卵巣明細胞
癌早期発見法

新納　恵美
子

産婦人科学 1,820,000 文部科学省

軟骨伝導補聴器のハウリングのメカニズムの
解明とその防止

西村　忠己
耳鼻咽喉・頭頸

部外科学
1,170,000 文部科学省

耳鳴発生時の内耳細胞内分子動態の解明と
内耳を舞台とした新規治療法の開発

北原　糺
耳鼻咽喉・頭頸

部外科学
2,600,000 文部科学省

頭頸部がん微小環境におけるがん幹細胞の
EMTを介した浸潤・転移機構の解明

太田　一郎
耳鼻咽喉・頭頸

部外科学
1,560,000 文部科学省

再発頭頸部癌に対する硼素中性子捕捉療法の標準治
療化におけるバイオマーカーの探索

上村　裕和
耳鼻咽喉・頭頸

部外科学
1,430,000 文部科学省

ラマン分光法を用いた新たな早期口腔癌診
断システムの開発

松末　友美
子

口腔外科学 1,430,000 文部科学省

口腔がんに対するリンパ球と分子標的薬を併
用した新規免疫細胞療法の確立

玉置　盛浩 口腔外科学 2,080,000 文部科学省

社会的経験依存性前頭前野ミエリン形成と同
部位シナプス形成との相関についての検証

牧之段　学 精神医学 1,040,000 文部科学省

系統的エラープルーフ法を用いたB型肝炎
再活性化対策の構築

山崎　正晴 中央臨床検査部 260,000 文部科学省

ANP系のミネラルコルチコイド受容体を介す
る交感神経系抑制機序の解明

中川　仁 循環器内科学 1,300,000 文部科学省

PlGFを用いた慢性腎臓病における心血管
病，腎障害進展の新規予測法と治療法の確

立
松井　勝 腎臓内科学 650,000 文部科学省

着色眼内レンズがサーカディアンリズムに及
ぼす影響に関する無作為化比較試験

西　智 眼科学 1,040,000 文部科学省

下顎骨再建手術シュミレーションシステムの
開発

上田　順宏 口腔外科学 650,000 文部科学省

FFFビームを用いたIMRTにおけるMLCの品
質管理に関する研究

若井　展英 放射線腫瘍医学 910,000 文部科学省

エピジェネティックアプローチによる肝線維化
治療の開発

鍛治　孝祐 第三内科学 1,820,000 文部科学省

心不全における核小体を介した細胞老化誘
導機構の生理学的意義の解明

熊澤　拓也 血圧制御学 2,080,000 文部科学省

肺線維症に対する間葉系幹細胞療法の試み
-新規マウスモデルによる検討

熊本　牧子 第二内科学 1,820,000 文部科学省

統合失調症の認知矯正療法による脳の白質微細構造
および機能的結合の変化に関する検討

松田　康裕 精神医学 650,000 文部科学省

臨界期でのニューレグリン1過剰シグナルが
GABAニューロン発達へ与える影響の解析

山内　崇平 精神医学 1,170,000 文部科学省

新期薬剤溶出型バイオカバードステントの開
発

市橋　成夫 放射線医学 2,210,000 文部科学省

肝癌に対するビーズTACEにおけるIVR手技
の標準化を目指した基礎研究

佐藤　健司 放射線医学 1,690,000 文部科学省

ゼラチンを用いた医療用接着剤による気管
支断端治癒の検討

河合　紀和
胸部・心臓血管

外科学
2,340,000 文部科学省

キメラ抗原受容体遺伝子改変iPS細胞由来T
細胞の樹立と新規膠芽腫治療法の開発

中澤　務 脳神経外科学 1,690,000 文部科学省

脳静脈虚血における内因性神経幹細胞応用
の基盤研究

竹島　靖浩 脳神経外科学 1,170,000 文部科学省

新しい疼痛モデルマウスを用いた新規疼痛
関連遺伝子の探索

寺田　雄紀 麻酔科学 1,040,000 文部科学省

膀胱尿路上皮癌における制御性 T 細胞誘
導に関与するケモカインの同定と治療応用

三宅　牧人 泌尿器科学 1,560,000 文部科学省

尿路上皮癌のheparanaseを介した癌進展メカ
ニズムの解析と新規治療への応用

辰巳　佳弘 泌尿器科学 1,820,000 文部科学省

変調骨導超音波の知覚メカニズムと補聴シス
テムについての研究

岡安　唯
耳鼻咽喉・頭頸

部外科学
1,170,000 文部科学省

口腔癌転移巣の微小環境を規定する新規
マーカーの探索

栗原　都 口腔外科学 1,820,000 文部科学省
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抗癌剤治療中における味覚障害発生機序の
解明と有効な治療法の開発

山本　育功
美

口腔外科学 2,470,000 文部科学省

細胞シート工学を応用した乳歯歯髄幹細胞による唇顎
口蓋裂患者の新規顎裂治療法の開発

柳生　貴裕 口腔外科学 260,000 文部科学省

ナノコーティング技術により生体親和性およ
び骨形成能を向上した人工靭帯の開発

稲垣　有佐
人工関節・骨軟
骨再生医学講座

1,950,000 文部科学省

アルツハイマー型認知症に伴う精神症状に
関するドパミン・セロトニン神経の統合的検討

松岡　究 精神医学 1,300,000 文部科学省

統合失調症の脳神経スパイン密度低下にお
けるRNA結合タンパク質の制御機構の解明

紀本　創兵 精神医学 1,950,000 文部科学省

心的外傷後ストレス障害におけるマイクログリ
ア由来BDNFの多角的解析

井川　大輔 精神医学 1,430,000 文部科学省

肝細胞癌に対するTACEにおけるSPG膜乳
化新規W/Oエマルジョンの開発

正田　哲也 放射線医学 2,210,000 文部科学省

リポソームを用いた腎毒性を低減させる新規
造影剤の開発

越智　朋子 放射線医学 2,080,000 文部科学省

FFFビームによる高線量率外部照射における
治療効果の検討

藤谷　信将 中央放射線部 2,080,000 文部科学省

超音波弾性画像を用いた動注化学療法に対
する抗腫瘍対効果判定の基礎研究

太地　良佑 放射線医学 1,170,000 文部科学省

EPA・DHA、スタチンの脳静脈灌流障害によ
る脳梗塞進展抑制効果の検討

輪島　大介 脳神経外科学 2,340,000 文部科学省

麻酔関連薬剤の長時間曝露が口腔癌細胞
の生存に影響を与えるか？

西和田　忠 麻酔科学 1,560,000 文部科学省

めまい平衡障害モデルマウスの開発と平衡リ
ハビリテーションへの応用

伊藤　妙子
耳鼻咽喉・頭頸

部外科学
2,730,000 文部科学省

早期緑内障と生体リズムに関する大規模コ
ホート研究

宮田　季美
恵

眼科学 1,430,000 文部科学省

急性呼吸促迫症候群におけるヒストンメチル
化酵素Setdb2の役割と臨床的意義

園部　奨太 集中治療部 1,560,000 文部科学省

顎骨における放射線性骨壊死の制御を目的
とした間葉系幹細胞の研究

上山　善弘 口腔外科学 2,080,000 文部科学省

前腕骨における骨折・脱臼と靭帯損傷の関
連

速水　直生 整形外科学 1,040,000 文部科学省

日本人糖尿病患者における低用量アスピリン
療法の発癌抑制効果に関する研究

岡田　定規 糖尿病学講座 650,000 文部科学省

重症脊髄損傷に対するナノテクノロジーと細
胞シート工学のハイブリッド治療法の開発

奥田　哲教 救急医学 1,690,000 文部科学省

タウイメージングによるアルツハイマー病の行
動心理症状とタウ病変の関連に関する研究

北村　聡一
郎

精神医学 780,000 文部科学省

血液凝固異常症等に関する研究(H29-難治
等(難)-一般-012)

松本　雅則 輸血部 1,000,000 文部科学省

成人の侵襲性細菌感染症サーベイランスの構築に関す
る研究(H28-新興行政-一般-005)

笠原　敬 感染症センター 500,000 文部科学省

重症多形滲出性紅斑に関する調査研究
(H29-難治等(難)-一般-028)

浅田　秀夫 皮膚科学 1,000,000 文部科学省

難治性めまい疾患に関する調査研究（H28-
難事等（難）-一般-032）

北原　糺
耳鼻咽喉・頭頸

部外科学
200,000 文部科学省

循環器難病に随伴する後天性フォンウィルブランド症候
群の診断基準・重症度分類の確立(H28-難治等(難)-一

般-008)
松本　雅則 輸血部 1,000,000 厚生労働省

希少難治性筋疾患に関する調査研究(H29-
難治等(難)-一般-030)

杉江　和馬 神経内科学 1,300,000 厚生労働省

難治性呼吸器疾患・肺高血圧症に関する調
査研究（H29-難治等（難）-一般-027）

吉川　雅則 第二内科学 100,000 厚生労働省

スモンに関する調査研究(H29-難治等(難)-
指定-001)

杉江　和馬 神経内科学 600,000 厚生労働省

早老症の実態把握と予後改善を目指す集学
的研究(H27-難治等(難)-一般-017)

谷口　晃 整形外科学 200,000 厚生労働省
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AI等の利活用を見据えた病理組織デジタル画像（P-

WSI）の収集基盤整備と病理支援システム開発
(16lk1010022s1401)

大林　千穂 病理診断学 5,400,000
国立研究開発

法人　日本医療
研究開発機構

心血管リスクに伴う認知症発症機序の解明と
その解決（25-4-5）

安野　史彦 精神医学 150,000
独立行政法人
国立循環器病
研究センター

新生児・乳児に発症する突発性血栓症の病態解明およ
び治療管理法と根治療法の確立に関する研究

（17ek0109260h0001）
西久保 敏也

総合周産期母子
医療センター

500,000
国立研究開発

法人　日本医療
研究開発機構

多施設共同研究による移植後肝炎ウイルス再発に対す
る標準的治療の確立
(17fk0210107h0001)

鶴屋　和彦 腎臓内科学 154,651
国立研究開発

法人　日本医療
研究開発機構

拡張相肥大型心筋症を対象とした多施設登録観察研究
（17ek0109143h0003）

斎藤　能彦 第一内科学 200,000
国立研究開発

法人　日本医療
研究開発機構

新生児・乳児に発症する突発性血栓症の病態解明およ
び治療管理法と根治療法の確立に関する研究

（17ek0109260h0001）
嶋　緑倫 小児科学 500,000

国立研究開発
法人　日本医療
研究開発機構

免疫アレルギー疾患等実用化研究事業・免疫アレル
ギー疾患実用化研究分野

（17ek0410025h0002）
浅田　秀夫 皮膚科学 950,000

国立研究開発
法人　日本医療
研究開発機構

Brilliant Blue G250による水晶体前嚢可視化検討第3相
多施設共同医師主導治験

（17lk0201073h0001）

緒方　奈保
子

眼科学 3,096,843
国立研究開発

法人　日本医療
研究開発機構

突発性血栓症患者のゲノム情報を用いた層
別化による病態解明研究（17ek0109210s05）

野上　恵嗣 小児科学 1,560,000
国立研究開発

法人　日本医療
研究開発機構

心不全の発症・重症化の高精度予測とそれに基づく最
適な治療戦略の開発（17ek0210080h0001）

川上　利香 第一内科学 1,000,000
国立研究開発

法人　日本医療
研究開発機構

非典型溶血性尿毒症症候群（aHUS）の複合的アプロー
チによる診断と治療向上に関する研究

17ek0109254h0001
松本　雅則 輸血部 780,000

国立研究開発
法人　日本医療
研究開発機構

子宮内膜症の病態解明、および予防・治療
法の開発（17gk0210005h0003）

小林　浩 産婦人科学 2,100,000
国立研究開発

法人　日本医療
研究開発機構

特発性心筋症に関する調査研究（H29-難治
等(難)-一般-034）

斎藤　能彦 第一内科学 350,000 厚生労働省

備蓄・緊急投与が可能な人工赤血球製剤の
実用化を目指す研究(17lk0201034h0003)

酒井　宏水 化学 52,777,500
国立研究開発

法人　日本医療
研究開発機構

1分子・質量イメージング顕微鏡の開発と細
胞膜機能解析(17gm0910001h0203)

高木　拓明 物理学 1,950,000
国立研究開発

法人　日本医療
研究開発機構

血友病とその治療に伴う種々の合併症克服
に関する研究(17fk0410306h0603)

嶋　緑倫 小児科学 10,000,000
国立研究開発

法人　日本医療
研究開発機構

治験の実施に関する研究[エプレレノン] 斎藤　能彦 第一内科学 400,000
公益社団法人

日本医師会　治
験促進センター

機械的補助循環に合併する後天性von Wilebrand症候
群の治療法の開発(17ek0109246h001)

松本　雅則 輸血部 14,560,000
国立研究開発

法人　日本医療
研究開発機構

植込型補助人工心臓装着後の出血性合併症予知法お
よび予防法の確立に関する研究(17ek0109256h001)

松本　雅則 輸血部 702,000
国立研究開発

法人　日本医療
研究開発機構

児童・思春期における心の健康発達・成長支
援に関する研究(17dk0307069s0501)

岸本　年史 精神医学 1,000,000
国立研究開発

法人　日本医療
研究開発機構

進行上顎洞癌に対する超選択的動注化学療法を併用
した放射線治療による新規治療法開発に関する研究

太田　一郎
耳鼻咽喉・頭頸

部外科学
520,000

国立研究開発
法人　日本医療
研究開発機構

ART早期化と長期化に伴う日和見感染症へ
の対処に関する研究(17fk0410309h0003)

古西　満
健康管理セン

ター
800,000

国立研究開発
法人　日本医療
研究開発機構

難治性めまい疾患の診療の質を高める研究
（17ek0109147h0003)

北原　糺
耳鼻咽喉・頭頸

部外科学
350,000

国立研究開発
法人　日本医療
研究開発機構

循環器疾患・糖尿病等生活習慣病対策実用
化研究事業(17ek0210062h0002)

岡山　悟志 第一内科学 390,000
国立研究開発

法人　日本医療
研究開発機構

循環器疾患・糖尿病等生活習慣病対策実用
化研究事業(17ek0210062h0002)

奥地　一夫 救急医学 390,000
国立研究開発

法人　日本医療
研究開発機構

さらなる適正使用に向けた、血液製剤の使用と輸血療
法の実施に関する研究（17mk0101065h0002)

松本　雅則 輸血部 260,000
国立研究開発

法人　日本医療
研究開発機構

視神経脊髄炎の再発に対するリツキシマブの有用性を
検証する第Ⅱ/Ⅲ相多施設共同プラセボ対照無作為化

試験17ek0109090h0003
桐山　敬生 神経内科学 3,000,000

国立研究開発
法人　日本医療
研究開発機構

慢性心不全患者に対する多職種介入を伴う外来・在宅
心臓リハビリテーションの臨床的効果と医療経済的効果

を調べる研究17ek0210058h0002
岡山　悟志 第一内科学 130,000

国立研究開発
法人　日本医療
研究開発機構

オリジナルソフトによる認知機能リハビリテーションと援助
付き雇用を組み合わせた精神障害者の就労や職場定

着支援の効果検証と普及方法の開発
松田　康裕 精神医学 500,000

国立研究開発
法人　日本医療
研究開発機構
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近赤外線を用いたチョコレート嚢胞癌化の早
期診断法の開発

吉元　千陽 産婦人科学 500,000
（公財）コニカミ
ノルタ科学技術

振興財団

Myostasisの実験的・臨床的病態解明による
新規膵癌治療法の開発

赤堀　宇広
消化器・総合外

科学
500,000

（公財）日本膵
臓病研究財団

難治性消化器癌に対する選択的癌免疫治
療法の開発

庄　雅之
消化器・総合外

科学
5,000,000

（公財）上原記
念生命科学振

興財団

ANP系のミネラルコルチコイド受容体抑制機
序の解明

中川　仁 第一内科学 400,000
（公財）日本応
用酵素協会

ＴＧＲ5アゴニストとＤＰＰ4阻害薬併用による新
たな非アルコール性脂肪性肝炎（NASH）治

療法の確立
鍛冶　孝祐 第三内科学 1,000,000

（公財）鈴木謙
三記念医科学
応用研究財団

愛着障害と自閉スペクトラム症におけるPTSD
脆弱性機序の解明

牧之段　学 精神医学 2,000,000
（公財）武田科
学振興財団

ＰＩＧＦ/ｓＦｌｔ-1系による腎硬化症進展の機序
解明

松井　勝 第一内科学 1,000,000
（公財）ＭＳＤ生

命科学財団

慢性腎臓病における可溶型Flt-1による動脈
硬化症抑制機序に関する検討

松井　勝 第一内科学 500,000
（公財）日本応
用酵素協会

真珠腫性中耳炎の発生機序解明と治療法開
発

阪上　雅治
耳鼻咽喉・頭頸

部外科学
1,000,000

（公財）大阪難
病研究財団

中小企業経営支援等対策費補助金（戦略的
基盤技術高度化支援事業）

小林　浩 産婦人科学 6,052,800 経済産業省

循環器疾患における喫煙習慣と炎症の病態
解明：臨床および疫学による多面的研究

斎藤　能彦 第一内科学 500,000
（公財）喫煙科
学研究財団

循環器疾患診療実態調査(JROAD)におけるJROAD-
DPCと臨床データのValidationに関する研究（27-4-7）

斎藤　能彦 第一内科学 500,000
独立行政法人
国立循環器病
研究センター

伊賀・奥宇陀地域脳神経疾患医療体制整備に関する調
査事業

（三重県名張市）
中瀬　裕之 脳神経外科学 4,000,000 三重県名張市

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



2　論文発表等の実績

(1)高度の医療技術の開発及び評価を行うことの評価対象となる論文
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小計15件

Quality of dispatch-assisted cardiopulmonary
resuscitation by lay rescuers following a
standard protocol in Japan: an observational
simulation study.

Computer-assisted cognitive remediation
therapy increases hippocampal volume in
patients with schizophrenia: a randomized
controlled trial.

Overactive bladder induces transient
hypertension.

Potential signaling pathways as therapeutic
targets for overcoming chemoresistance in
mucinous ovarian cancer.

Implant failure in bilateral metal-on-metal hip
resurfacing arthroplasties: a clinical and
pathological study.

Dapagliflozin improves treatment satisfaction in
overweight patients with type 2  diabetes
mellitus: a patient reported outcome study (PRO
study).

Biceps-Related Physical Findings Are Useful to
Prevent Misdiagnosis of Cervical Spondylotic
Amyotrophy as a Rotator Cuff Tear.

K-ras mutation analysis of residual liquid-based
cytology specimens from endoscopic
ultrasound-guided fine needle aspiration
improves cell block diagnosis of pancreatic
ductal adenocarcinoma.

Effect of cataract surgery on cognitive function
in elderly: Results of Fujiwara-kyo Eye Study.

Incidence of life-threatening respiratory events
after laparoscopic colon surgery with or without
continuous respiratory rate monitoring.

Discrimination of malignant transformation from
benign endometriosis using a near-infrared
approach.

Six-month cultured cerebral organoids from
human ES cells contain matured neural  cells.

Acute Med Surg.
2017 Oct; 5 :133-139

BMC Psychiatry.
2018 Mar; 18: 83（オ
ンライン）

Renal protective effect of a hydration
supplemented with magnesium in patients
receiving cisplatin for head and neck cancer.

Intravitreal injection of aflibercept, an anti-
VEGF antagonist, down-regulates plasma von
Willebrand factor in patients with age-related
macular degeneration.

PLoS One. 2018 Feb;
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Humeral bone resorption after anatomic
shoulder arthroplasty using an uncemented
stem.

Effects of Canon chord progression on brain
activity and motivation are dependent on
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Invasive Bladder Cancer Undergoing Radical
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Association between dipstick hematuria and
decline in estimated glomerular filtration rate
among Japanese patients with type 2 diabetes:
A prospective cohort study [Diabetes Distress
and Care Registry at Tenri (DDCRT 14)].
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optical coherence tomography images  in eyes
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Japanese: Results of Fujiwara-kyo Eye Study.

Serum uric acid levels are associated with
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Okamura S, et
al.
Masuda N,
Kojima M,
Yamashita M, et
al.

Kawanishi H,
Inoue S,
Kawaguchi M

Munemoto M,
Grammatopoulos
G, Tanaka Y,

Kuwata H,
Okamura S,
Hayashino Y, et
al.

Yagyuu T,
Hatakeyama K,
Imada M, et al.

Omokawa S, Iida
A, Kawamura K,
et al.

Nakai Y, Tanaka
N, Anai S, et al.

Shigematsu H,
Kawaguchi M,
Hayashi H, et al.

Kataoka H, Ueno
S

Wakatsuki K,
Matsumoto S,
Migita K, et al.

Ida M, Naito Y,
Tanaka Y, et al.

Hayashi H,
Kawaguchi M

Nakagawa I, Park
HS, Yokoyama S,
et al.

Yoshikawa T,
Nomi T, Hokuto
D, et al.
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Original
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Original
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Original
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104
Original
Article

105
Original
Article

106
Original
Article

107
Original
Article

108
Original
Article

109
Original
Article

110
Original
Article

111
Original
Article

小計15件

Knee Surg Sports
Traumatol Arthrosc.
2018 Mar; 26: 903-

J Diabetes Investig.
2018 Jan; 9: 137-145

Neurol Res. 2017
Aug; 39: 695-701

Pharmacotherapy for the treatment of
aggression in pediatric and adolescent patients
with autism spectrum disorder comorbid with
attention-deficit hyperactivity disorder: A
questionnaire survey of 571 psychiatrists.

Potentially life-threatening coagulopathy
associated with simultaneous reduction  in
coagulation and fibrinolytic function in pediatric
acute leukemia after hematopoietic stem-cell
transplantation.

Dipeptidyl peptidase-4 inhibitors as preferable
oral hypoglycemic agents in terms of treatment
satisfaction: Results from a multicenter, 12-
week, open label, randomized controlled study in
Japan (PREFERENCE 4 study).

Efficacy of cilostazol-based dual antiplatelet
treatment in patients undergoing carotid artery
stenting.

Psychiatry Clin
Neurosci. 2017 Aug;
71: 554-561

Int J Hematol. 2017
Jul; 106: 126-134

Frontal lobe function in elderly patients with
Alzheimer's disease and caregiver  burden.

J Orthop Sci. 2017
May; 22: 488-494

Short-term efficacy and safety of hyaluronic
acid injection for plantar fasciopathy.

A decrease in the prognostic nutritional index is
associated with a worse long-term outcome in
gastric cancer patients undergoing neoadjuvant
chemotherapy.

Sivelestat sodium and mortality in pneumonia
patients requiring mechanical ventilation:
propensity score analysis of a Japanese
nationwide database.

CHOROIDAL BLOOD FLOW AND THICKNESS
AS PREDICTORS FOR RESPONSE TO ANTI-
VASCULAR ENDOTHELIAL GROWTH FACTOR
THERAPY IN MACULAR EDEMA SECONDARY
TO BRANCH RETINAL VEIN OCCLUSION.

J Anesth. 2017 Jun;
31: 405-412

Retina. 2018 Mar; 38:
550-558

Structures Showing Negative Correlations of
Signal Intensity with Postnatal Age on T1-
weighted Imaging of the Brain of Newborns and
Infants.

Urinary Nerve Growth Factor Can Predict
Therapeutic Efficacy in Children With Overactive
Bladder.

Effectiveness of antiemetic triplet therapy with
aprepitant, palonosetron, and dexamethasone for
gynecologic cancer patients receiving
carboplatin and paclitaxel: a prospective single-
arm study.

Human knee joint sound during the Lachman
test: Comparison between healthy and anterior
cruciate ligament-deficient knees.

Mutual effect of cerebral amyloid beta and
peripheral lymphocytes in cognitively normal
older individuals.

The safety of the early removal of prophylactic
drainage after liver resection based solely on
predetermined criteria: a propensity score
analysis.

HPB (Oxford). 2017
Apr; 19: 359-364

Int J Geriatr
Psychiatry. 2017
Dec; 32: e93-e99

Support Care
Cancer. 2017 Jun;
25: 1941-1945

Psychogeriatrics.
2017 Jul; 17: 267-
272

Magn Reson Med
Sci. 2017 Oct; 16:
325-331

Urology. 2017 May;
103: 214-217

Surg Today. 2017
Aug; 47: 1018-1026

消化器外科・小
児外科・乳腺外
科

公衆衛生学

精神科

糖尿病学

脳神経外科

眼科

放射線科

泌尿器科

産婦人科

整形外科

小児科

精神科

消化器外科・小
児外科・乳腺外
科

整形外科

精神科

Yamamuro K,
Tsujii N, Ota T,
et al.

Ishihara T,
Nogami K,
Matsumoto T, et
al.

Hori S, Taoka T,
Ochi T, et al.

Fukui S, Aoki K,
Morizawa Y, et
al.

Ishii H,
Hayashino Y,
Akai Y, et al.

Nakagawa I, Park
HS, Wada T, et
al.
Kumai T, Samoto
N, Hasegawa A,
et al.

Migita K,
Matsumoto S,
Wakatsuki K, et
al.

Ito F, Furukawa
N

Hashimoto A,
Matsuoka K,
Yasuno F, et al.

Hokuto D, Nomi
T, Yasuda S, et
al.

Yasuno F, Kazui
H, Kajimoto K, et
al.

Kishimoto M,
Yamana H, Inoue
S, et al.

Okamoto M,
Yamashita M,
Sakamoto T, et
al.

Tanaka K,
Ogawa M,
Inagaki Y, et al.
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小計15件
合計116
件

(注) 1

2

3

4

5

6

(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

2

3

～ 　計　件

(注) 1

2

Magn Reson Med
Sci. 2017 Apr; 16:
137-145
J Prosthodont Res.
2017 Apr; 61: 123-
132

J Orthop Res. 2017
May; 35: 1123-1127

Neurourol Urodyn.
2017 Apr; 36: 1097-
1103

Biomechanical study of distal radioulnar joint
ballottement test.

Clinical efficacy and safety of mirabegron and
imidafenacin in women with overactive bladder:
A randomized crossover study (the MICRO
study).

Hepatol Res. 2017
Aug; 47: 854-861

Predictive parameter of tolvaptan effectiveness
in cirrhotic ascites.

Transverse Relaxation Rate of Cyst Fluid Can
Predict Malignant Transformation of  Ovarian
Endometriosis.

Biomechanical analysis of immediately loaded
implants according to the "All-on-Four"
concept.

泌尿器科

整形外科

歯科口腔外科

産婦人科

消化器・内分泌
代謝内科

Horita S, Sugiura
T, Yamamoto K,
et al.

Torimoto K,
Matsushita C,
Yamada A, et al.

Kawaratani H,
Fukui H, Moriya
K, et al.
Yoshimoto C,
Takahama J,
Iwabuchi T, et al.

　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。

Onishi T,
Omokawa S, Iida
A, et al.

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

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

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

雑誌名・
出版年月等

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

題名

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

  「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。

発表者氏名
筆頭著者の
特定機能病院
における所属

　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。）



(様式第 3) 

高度の医療技術の開発及び評価を行う能力を有することを証する書類 

 

3 高度の医療技術の開発及び評価の実施体制 

(1)倫理審査委員会の開催状況 

① 倫理審査委員会の設置状況 有・無 

② 倫理審査委員会の手順書の整備状況 有・無 

・ 手順書の主な内容 

 委員会の構成、責務、審査とその判定、審査書類の準備と手続き、事務局業務について 

③ 倫理審査委員会の開催状況 年１２回 

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

「有」に○印を付けること。 

 2  前年度の実績を記載すること。 

 

 

(2)利益相反を管理するための措置 

① 利益相反を審査し、適当な管理措置について検討するための委員

会の設置状況 

有・無 

② 利益相反の管理に関する規定の整備状況 有・無 

・ 規定の主な内容 

目的、適用範囲、利益相反管理委員会、利益相反に関する相談室、自己申告書の提出、 

委員会における審査等 

③ 利益相反を審査し、適当な管理措置について検討するための委員

会の開催状況 

年６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１１回 

 ・研修の主な内容 

人を対象とする医学系研究及びヒトゲノム・遺伝子解析研究を実施するために必要な倫理課題

について（被験者保護、データの質管理、計画書の遵守等） 

(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 

各診療科が総合的な臨床力を重視するとともにさまざまな専門医養成コースを準備しており、

複数科連携プログラムも稼働している。このため各人がそれぞれのニーズに合わせてキャリアデ

ザインを組むことが可能となっている。 

内科各科の連携は密接で内科合同カンファランスを定期的に開催するとともに、総合内科専門医

養成コースを設けている。 

さらに、附属病院として、緩和ケアを含むがん薬物療法および放射線治療に関する知識・技術を

修得した総合的ながん専門医を養成するためのプログラムを策定し、「がん薬物療法専門医」養

成コースも設けている。 

 

（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          ９７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        

斎藤 能彦 循環器内科 教授      ３７年  

室 繁郎 呼吸器・アレル

ギー・血液内科 

教授 ２９年  

吉治 仁志 消化器･内分泌

代謝内科 

教授 ３１年  

杉江 和馬 脳神経内科 教授 ２３年  
庄 雅之 消化器外科･小

児外科・乳腺外

科 

教授 ２７年  

中瀬 裕之 脳神経外科 教授       
     ３５年 

 

谷口 繁樹 心臓血管外科 教授         ３６年  

田中 康仁 整形外科 教授         ３４年  

小林 浩 産婦人科 教授         ３８年  

緒方 奈保子 眼科 教授         ３５年  

嶋 綠倫 小児科 教授         ３９年  

岸本 年史 精神科 教授         ３７年  

浅田 秀夫 皮膚科 教授         ３４年  

藤本 清秀 泌尿器科 教授         ３１年  

北原 糺 耳鼻咽喉・頭頸

部外科 

教授         ２６年  

吉川 公彦 放射線科 

（画像診断・IVR

） 

教授         ３８年  

長谷川 正俊 放射線治療・核

医学科 

教授         ３６年  

川口 昌彦 麻酔科 教授         ３０年  



研修統括者氏名 診 療 科 役 職  等 臨床経験年数 特 記 事 項        

西尾 健治 総合診療科 教授 ３６年  

桐田 忠昭 歯科口腔外科 教授         ３５年  
奥地 一夫 救急科 教授         ３８年  

三笠 桂一 感染制御内科 教授         ３８年  

桑原 理充 形成外科 病院教授     ２３年  

堀川 博誠 リハビリテーシ

ョン科 

病院教授     ３６年  

大林 千穂 病理診断科 教授     ３６年  

澤端 章好 呼吸器外科 准教授     ３０年  

鶴屋 和彦 腎臓内科 教授     ２８年  

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

診療科については、必ず記載すること。 

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

てのサブスペシャルティ領域について研修統括者を記載すること。 

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

てのサブスペシャルティ領域について研修統括者を記載すること。 



 
 

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

 
計画・現状の別 １．計画    ２．現状  
管理責任者氏名 病院長 古家 仁 

  管理担当者氏名 病院経営部次長（経営企画課長） 西浦 嘉彦、医療ｻｰﾋﾞｽ課長 鶴谷 幸彦 
好伸、病院管理課長 川田 靖之 

 
 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 病院管理課 個々の患者諸記録は電
子カルテで一括管理 
診療録の院外への持ち
出しについては診療録
取扱内規により禁止さ
れている。 

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

医療情報部 

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 人事課 各種データ（又は帳冊） 
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 実績なし 
紹介患者に対する医療提供の実
績 

医療情報部 
地域医療連携室 

入院患者数、外来患者及び調剤
の数を明らかにする帳簿 

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 

医療安全推進室 
 

各種データ（又は帳冊） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

医療に係る安全管理のための委
員会の開催状況  

医療安全推進室 
 
 

医療に係る安全管理のための職
員研修の実施状況 

医療安全推進室 
 

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 

医療安全推進室 
 
 
 

 
  



 
 

 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 

感染管理室 
各種データ（又は帳冊） 

院内感染対策のための委員会の
開催状況  

感染管理室 

従業者に対する院内感染対策の
ための研修の実施状況  

感染管理室 

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  

感染管理室 

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 

医療技術センター 

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 

医療安全推進室 
医療技術センター 

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 

医療安全推進室 
医療技術センター 

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 

医療安全推進室 
医療技術センター 
 
 

  



 
 

 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
三
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
十
五
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項 

医療安全管理責任者の配置状
況 

医療安全推進室 各種データ（又は帳冊
） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

専任の院内感染対策を行う者
の配置状況 

感染管理室 

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 

医療安全推進室 

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 医療安全推進室 
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 

医療サービス課 
 

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 

医療サービス課 
 

監査委員会の設置状況 病院管理課 
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 

医療安全推進室 

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 

医療安全推進室 

当該病院内に患者からの安全
管理に係る相談に適切に応じ
る体制の確保状況 

医療相談室 

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

医療安全推進室 

職員研修の実施状況 医療安全推進室 
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 古家 仁 

 閲 覧 担 当 者 氏 名              病院経営部次長（経営企画課長）西浦 嘉彦、医療サービス課長

 鶴谷 幸彦、病院管理課長 川田 靖之 

 閲覧の求めに応じる場所              各課 執務室 

 閲覧の手続の概要 

 

「公立大学法人奈良県立医科大学個人情報取扱規程」を準用した開示(閲覧)手続による。 

   

（診療録等個人情報を含む場合）  

 

１．開示（閲覧）請求 

      ↓ 
   ２．法人内部での決裁 

      ↓ 
   ３．総合窓口（県 総務部総務課）への協議 

      ↓ 
   ４．決定 

  ↓ 

   ５．開示（閲覧） 

    

 

 

 

 

 

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

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

する番号に〇印を付けること。 

 

 

〇病院の管理及び運営に関する諸記録の閲覧の実績 

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

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

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

 



 
 
 

 
（様式第 6） 

 
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：医療事故の予防・再発防止対策ならびに発生時の適切な対策など、本院に
おける医療安全管理体制を確立し、適切かつ安全で質の高い医療サービスの提供を図ることを
目的とした内容になっている。 

   患者に信頼される医療サービスの提供と医療の質的向上を求めていくことを安全管理に関す
る基本姿勢とし、医療安全管理体制の構築（医療安全管理委員会、医療安全推進室の設置等）
、医療安全管理のための院内報告制度等の構築、医療事故発生時の対応方法の確立、職員に対
する安全教育・研修の実施等について定めている。 

 
 
 
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 １３ 回 
・ 活動の主な内容： 

・医療安全管理に関する重要案件の審議に関すること。 
・医療安全管理のための基本方針の策定及び変更に関すること。 
・医療事故等の分析と安全管理に係る改善策に関すること。 
・医療事故調査員会の審議結果を受けた再発防止に向けての検討に関すること。 
・管理委員会で立案された改善策の実施並びに実施状況の調査及び見直しに関すること。 
・医薬品安全管理責任者、医療機器安全管理責任者との連携に関すること。 
等を行う。 

 
 
③ 医療に係る安全管理のための職員研修の実施状況 

 
     年１０回 

 
 ・ 研修の主な内容：「ヒューマンエラーと医療安全 人は誰でも間違える」「医療機器安全管
理１放射線の安全管理とMRI 事故を起こさないために」「ＲＳＴセミナー人工呼吸中の安全管理
～人工呼吸はこんなに危ない！～」「医薬品安全管理１ 医薬品に関する安全な使用と管理」「
事故調査制度について」「トヨタの“カイゼン”から学ぶ医療システムの作り方」「事故？駕籠
？事件？予期せぬ事態が発生：そのときあなたならどうする？警察・病院・患者への報告は・・
・」「せん妄予防・マニュアルの紹介」「医療機器安全管理Ⅱ医療機器に関する安全なしようと
管理 事故を起こさないために」「医薬品安全管理Ⅱ医薬品に関する安全な使用と管理」 

 
 
 
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事故報告 
○リスクマネージャー会議で事故報告の実施推進を周知し、各部署へ伝達してもらう。また
、研修案内一斉メールでお知らせとして周知するとともに、研修会開始前にスライドで周
知。中途採用者対象には、DVDで周知。 

○インシデント・アクシデント報告を全例チェックし、疑義のあるものは室ミーティング、
医療安全管理委員会で審議・対応している。死亡報告、オカレンス報告も全例チェックし
、事故性の有無を確認し、事故が疑われるものはインシデント・アクシデント報告と同様
の対応をしている｡(死亡報告は、報告漏れの確認を死亡退院患者一覧との引き合わせで行
い、報告がない事例については報告を促している) 

○インシデント報告システムに「オカレンス報告」を作り、インシデント・アクシデントに
は至らなかったが、気になったことを報告してもらっている。（H29年度：239件） 

○分析・対策検討会議でインシデント、アクシデントの原因分析と対策立案を行い、医療安
全管理委員会、病院運営協議会で承認を得て実施し、検証を行っている。 

②その他 



 
 
 

 
○各部署宛に、事故報告の中で周知が必要と思われる内容を「医療安全ニュース」（医療安
全推進室作成）として毎月配付するほか、医療安全情報（医療機能評価機構）も毎月配付
している。 

○認定病院患者安全協議会主催の研修会等の案内を対象部署に案内している｡ 
○院内ラウンドを実施して、実態把握と改善指導を行っている。 
○ＲＳＴラウンドを実施して、人工呼吸器の安全確保と事故防止及び未然確認を行っている

。 
 

(注）前年度の実績を記入すること。 



 
 
 

 
様式第 6） 
 

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

①  院内感染対策のための指針の策定状況    ○有・無 

 
  ・ 指針の主な内容：①院内感染対策に関する基本的考え方、②感染対策のための委員会その他

の当該病院等の組織に関する基本的事項、③院内感染対策のための従事者に対する研修に関す
る基本方針、④感染症の発生状況の報告に関する基本方針、⑤院内感染発生時の対応に関する
基本方針、⑥患者等に対する当該指針の閲覧に関する基本方針、⑦その他の当該病院等におけ
る院内感染対策の推進のために必要な基本方針等、その他感染対策を推進するために必要な基
本方針を記載している。 

② 院内感染対策のための委員会の開催状況 年12回 

 
  ・ 活動の主な内容：病院長、感染症センター長、感染管理室長、看護部長、薬剤部長、中央臨

床検査部長、病院経営部長、ICD、ICNなど職種横断的に構成しており、委員は23名。毎月1回開
催している。また、耐性菌の検出状況や抗菌薬の使用状況、針刺し事故事例や医療関連感染事
例や、従業員に対する研修の実施状況などを報告している。医療関連感染事例の対応や本指針
、感染対策に関するマニュアル等の制定・改廃の承認についての審議および意思決定を行って
いる。 

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14回 

 
 ・ 研修の主な内容：職員に感染対策として周知・徹底したい知識や情報等をテーマとして、全職

員対象に研修を実施している。平成29度は14回の集合研修を実施した。また、研修会に参加で
きない職員を対象にDVD貸出による研修と、DVD視聴できる環境でない職員にはカンファレンス
ルームでDVD上映研修を実施し、アンケート形式による受講報告書の提出を義務づけた。医師を
対象としたE-learningを行った。E-learningでは集合研修を撮影した動画を視聴できるように
している。 
未受講者に関しては所属長が未受講理由の報告を書面で提出することで未受講者の状況把握

を行っている。この結果、平成29年度は全職員2回受講100％を達成した。 
またこれとは別に、新規採用および中途採用職員には入職時に研修会を開催し、参加できない
職員にはDVD貸出による研修を実施することで当院における感染対策に関する基礎知識と感染対
策の推進を行っている。 

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：病院長を含む病院運営協議会のメンバーを中心とし
た感染防止委員会（ICC委員会）および医師、看護師、技師、事務等の各所属から代表者を選出
して構成するICT委員会をそれぞれ月1回開催し、院内における感染症の発生状況やその対策に
ついて報告し、周知徹底を行っている。 
さらに、これらのメンバーを中心としたメーリングリストを作成し、「感染対策週報」とし

て感染管理室からのメールによる当院における感染症発生状況を中心に、県内における感染症
発症状況等の情報発信を毎週行っている。 

   他にもICTメンバーによる週2回の環境ラウンド（集中ラウンド・全病棟ラウンド）、抗菌薬
ラウンド（毎日）、耐性菌ラウンド（耐性菌検出時）、ICTミーティング（毎日）など様々な方
策で感染対策の推進・充実に向けた活動を行っている。 

(注）前年度の実績を記入すること。 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
（様式第 6） 
 
規則第１条の 11 第２項第２号に掲げる医薬品に係る安全管理のための体制の確保に係る

措置 
 
 
①  医薬品安全管理責任者の配置状況 

 
    有・無 

 
②  従業者に対する医薬品の安全使用のための研修の実施状況 

 
     年 2回 

 
 ・ 研修の主な内容： 
 

医薬品安全管理１：H29年7月14日・麻薬の取り扱いおよび管理について・血管外漏出について 
医薬品安全管理２：H30年2月19日・特殊な扱いの必要な医薬品 

 
 
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 ） 
 ・ 業務の主な内容： 
 

医師、看護師のリスクマネージャーに対し、各所属での手順実施状況を確認し薬剤部へ報告 
薬剤部についても、まとめて確認を実施 

 
 
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 ） 
  ・ その他の改善のための方策の主な内容： 
 

病棟担当薬剤師から得られた情報や医療サービス課からの査定情報、厚生労働省およびPMDAか
らの通知や医薬品安全性情報などから情報を入手し、必要に応じて医薬品情報管理係よりDIニ
ュース等で薬剤部から情報を発信する 

 

(注）前年度の実績を記入すること。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
（様式第 6） 
 
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 

 
③  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 3 回 

 
 ・ 研修の主な内容： 

新規採用者向けオリエンテーション（医療機器の安全管理） 
    医療安全管理研修（医療機器の安全管理Ⅰ 放射線の安全管理とMRI検査） 

（医療機器の安全管理Ⅱ 医療機器に関する安全な使用と管理） 
（ＲＳＴセミナー 人工呼吸中と安全管理「人工呼吸器はこんなに危ない」

） 
 
    適宜、病棟・部署単位での勉強会の実施   
     ・機器研修 ３１件（内、新規機器研修 １４件） 
 
 
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 ） 
 ・ 保守点検の主な内容： 
 

人工呼吸器、透析関連機器、除細動器（AED）、閉鎖式保育器、人工心肺関連機器（補助循環装
置）、電気メス、麻酔器、高エネルギー放射線発生装置、診療用放射線装置の定期点検の実施 

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

その他の医療機器の安全使用を目的とした改善のための方策の実施状況 
 
  ・ 医療機器に係る情報の収集の整備        （ 有・無 ） 
  ・ その他の改善のための方策の主な内容： 
 
医療安全推進室とともに、ＰＭＤＡや日本医療機能評価機構・医療機器センターからの情報の共有 
また、業者からの報告情報の共有を行っている。 
 
 
 
 
 
 

(注）前年度の実績を記入すること。 

 



 
 
 

 
（様式第 6） 

 
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 
 
医療安全管理部門：医療安全推進室より必要に応じ報告する。 

 医療安全管理委員会：副委員長として参加。 
 医薬品安全管理責任者：医薬品安全管理会議の審議内容を報告する。 
 医療機器安全管理責任者：改正医療法に基づき、特定機能病院における医療機器関連の保守点検
の計画・実施の報告を行う。医療機器安全管理会議の審議内容の報告を行う。 

 
 
 
 
 
② 専任の院内感染対策を行う者の配置状況 

 
 有（ ２名）・無 

 

③ 医薬品安全管理責任者の業務実施状況 

・医薬品に関する情報の整理・周知に関する業務の状況 

医薬品情報管理係にて、病棟薬剤師からの副作用等の情報を入手、医事データや電子カルテデ
ータからは使用量や査定情報を入手、ヒヤリハット報告などの情報を取得し、必要に応じて医
薬品情報管理係よりDIニュース等で薬剤部から情報を発信する。 

 

・未承認等の医薬品の使用に係る必要な業務の実施状況 

先進医療等審査委員会が申請を審議し、新規医療技術等評価委員会及び医の倫理審査委員会へ

諮問し、答申を得、先進医療等審査委員会が適否を決定する。処方変更などの事例発生時に

は、病棟薬剤師より提案し対応し、必要に応じて医薬品情報管理係を通して医薬品安全管理責

任者に報告する。 

 

・担当者の指名の有無（有・無 

・担当者の所属・職種： 

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

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

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

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

 

④ 医療を受ける者に対する説明に関する責任者の配置状況 有・無 

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

る規程の作成の有無  （ 有・無 ） 

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



 
 
 

 

容：説明等の実施に必要な方法に関する規程については、平成２２年から、医療安全管理マニュア

ルにおいて規定し、運用していたところである。 

ただし、インフォームドコンセントについては、本院として非常に重要なものであるとの認識の

もと、今般の法令改正を機に、より具体的かつ明確な手順を定める必要があると判断して、平成２

８年度においては、新たな規定の検討を行った。 

そして、従来の医療安全管理マニュアルの規定に替わる「インフォームドコンセントマニュアル」

を平成２９年７月に制定したところである。 

 

⑤ 診療録等の管理に関する責任者の選任状況 有・無 

・診療録等の記載内容の確認、及び指導の主な内容： 

【診療録の記載内容の確認】 

各診療科別に、任意に抽出した患者の診療録の内容をチェックリストに基づき点検を行い、点検

結果を診療科にフィードバックした。 

【指導内容の主な内容】 

・手術記録が日本語でなされていない。 

・研修医の診療録記載に指導医の承認のないものがあった。 

・インフォームドコンセントに関して、患者の同意の確認の有無の記載がないものがあった。 
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（０）名、兼任（３）名  

 うち医師：専従（１）名、専任（ ）名、兼任（１）名 

 うち薬剤師：専従（１）名、専任（）名、兼任（ ）名 

 うち看護師：専従（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： 

・医療安全管理のための基本方針の策定及び変更に関すること。 

・医療事故及びインシデントに関する診療録及び看護記録等の記載事項の確認と指導に関するこ

と。 

・医療事故等の発生時における患者又は家族等への対応状況の確認及び指導に関すること。 

・医療事故等の原因究明が適切に実施されていることの確認と必要な指導に関すること。 

・医療事故等の分析と安全管理に係る改善策に関すること。 

・医療事故等の改善策の実施状況の評価、再発防止に向けての検討に関すること。 

・医療安全に係る情報提供及び連絡調整に関すること。 

・患者等や職員からの医療・診察の安全に関する相談及び連絡調整に関すること。 

・リスクマネージャーによる医療安全推進活動に関すること。 

・肺血栓塞栓症予防体制の確立に向けた活動に関すること。 



 
 
 

 
・呼吸サポートチームの活動の調整、記録物等の保管に関すること。 

・医薬品安全管理に関すること。 

・医療機器安全管理に関すること。 

・その他医療安全対策の推進に関すること。 

・診療内容のモニタリング（褥瘡発生率、肺血塞栓症予防対策実施率） 

・医療安全の認識のモニタリング（「医療における安全文化に関する調査」） 

 

 

※ 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（６件）、及び許可件数（６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： 

先進医療等審査委員会から諮問があった場合、科学的妥当性、実現可能性について検討し、そ

の提供の適否等に関する評価を答申する。 

 

・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 ） 

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（１件）、及び許可件数（１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高難度新規医

療技術の提供の適否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： 

 先進医療等審査委員会から諮問があった場合、科学的妥当性、実現可能性について検討し、その

提供の適否等に関する評価を答申する。 

 



 
 
 

 

 

・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 ） 

 

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８７５件（平成 29年度） 

・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１７３件(平成 29年度) 

・上記に関する医療安全管理委員会の活動の主な内容 

・医療安全管理に関する重要案件の審議に関すること。 

・医療事故等の分析と安全管理に係る改善策に関すること。 

・医療安全管理委員会で立案された改善策の実施並びに実施状況の調査及び見直しに関す

ること。 

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：大阪市立大学）・無） 

・他の特定機能病院等からの立入り受入れ（ 有（病院名：和歌山県立医科大学）・無） 

・技術的助言の実施状況 

・技術的助言の実施状況：平成３０年度において実施する予定である。 

立入り：東京大学（平成３０年１１月２９日実施予定） 

受入れ：九州大学（平成３０年１０月１１日実施予定） 

評価項目は、国立大学附属病院長会議常置委員会医療安全管理体制担当校である大阪大学が作

成している。 

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 

 総合相談窓口（医療相談室 相談係）、患者・家族支援室を設置済み 

⑫ 職員研修の実施状況 

・研修の実施状況 

医療法施行規則に従い、研修を実施している。インシデント・アクシデント報告の方法・その

後の流れを含む本院医療安全の基礎、及び、本院の現状を基に改善策を提案する内容の研修を行

っている。平成 28年度は前述の内容の他に、転倒予防策のヒント、インフォームドコンセント、

せん妄、チーム STEPPS 等に関する研修を行った。平成 29 年度の集合研修は 10回開催した。ま



 
 
 

 

た、平成 29 年度は e-ラーニングを導入し、567 名が受講した。 

 未受講者対策として、本人宛受講促進通知を出すとともに、所属長・リスクマネージャーに促

進依頼通知を出している。（平成 29 年度 未受講者 55名（2.4%）、2回以上受講率 95.2%） 

 

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２９年度特定機能病院管理者研修 

〈予定〉 

 ・平成３０年度特定機能病院管理者研修 

医療安全管理責任者  

〈予定〉 

・平成３０年度特定機能病院管理者研修 

医薬品安全管理責任者 

・平成２９年度特定機能病院管理者研修 

〈予定〉 

・平成３０年度特定機能病院管理者研修 

医療機器安全管理責任者 

・平成２９年度特定機能病院管理者研修 

〈予定〉 

・平成３０年度特定機能病院管理者研修 

（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．日本国の医師免許を有すること 

   ２．奈良県立医科大学附属病院の理念を実現するための戦略と実行力を

有すること 

３．医療安全確保のために必要な資質・能力を有すること 

４．組織管理能力や病院経営を行う能力を有すること 

５．臨床研究を推進するための戦略と実行力を有すること 

 

・ 基準に係る内部規程の公表の有無（ 有・無 ） 

・ 公表の方法 本学ホームページにおいて一般に公開 

 

 

 
 
 

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 本学ホームページにおいて一般に公開 
 

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 

細井 裕司 公立大学法人奈良

県立医科大学 

○ 選考規程第 3条第 1項第 1 号 有・無 

杉山 孝 公立大学法人奈良

県立医科大学 

 選考規程第 3条第 1項第 2 号 有・無 

斎藤 能彦 公立大学法人奈良

県立医科大学 

 選考規程第 3条第 4項第 2 号 有・無 

高橋 美雪 公立大学法人奈良

県立医科大学 

 選考規程第 3条第 1項第 4 号 有・無 

中瀬 裕之 公立大学法人奈良

県立医科大学 

 選考規程第 3条第 1項第 5 号 有・無 

平川 弘聖 公立大学法人大阪

市立大学 

 選考規程第 3条第 1項第 6 号 

大学病院管理経験者 

有・無 

山上 裕機 公立大学法人和歌

山県立医科大学 

 選考規程第 3条第 1項第 6 号 

大学病院管理経験者 

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 

医療法施行規則（平成30年厚生労働省令第70号）第９条の23の規定にかかる特定機能病院の管

理運営に関する重要な事項及び病院経営・運営方針等院務に関する重要な事項 

 

・審議の概要の従業者への周知状況 

 院内全所属の所属長が委員であるので、所属に持ち帰って周知を行う。 

加えて、実務を担当している医局長が参加する医局長会でも、運営協議会での審議内容を議題

とすることにより、広く周知を図っている。 

  

 

・合議体に係る内部規程の公表の有無（ 有・無 ） 

・公表の方法 

 

 

 

・外部有識者からの意見聴取の有無（ 有・無 ） 

 
 

合議体の委員名簿 

氏名 委員長 

（○を付す） 

職種 役職 

古家仁 ○ 医師 病院長 

斎藤能彦  医師 教授 

室 繁郎  医師 教授 

吉治仁志  医師 教授 

杉江和馬  医師 教授 

庄雅之  医師 教授 

中瀬裕之  医師 教授・副院長 

谷口繁樹  医師 教授 

田中康仁  医師 教授・副院長 

桐田忠昭  医師 教授 

小林浩  医師 教授 

嶋緑倫  医師 教授 

緒方奈保子  医師 教授 

北原糺  医師 教授 

浅田秀夫  医師 教授 

藤本清秀  医師 教授 

岸本年史  医師 教授 

吉川公彦  医師 教授・副院長 

川口昌彦  医師 教授 



 
 
 

 
福島英賢  医師 准教授 

長谷川正俊  医師 教授 

西尾健治  医師 教授 

桑原理充  医師 准教授 

大林千穂  医師 教授 

城戸顕  医師 准教授 

澤端章好  医師 准教授 

鶴屋和彦  医師 教授 

山﨑正晴  医師 准教授 

松本雅則  医師 教授 

山尾純一  医師 准教授 

吉田克法  医師 准教授 

玉本哲郎  医師 准教授 

西久保敏也  医師 准教授 

三笠桂一  医師 教授 

神野正敏  医師 准教授 

四宮敏章  医師 准教授 

石井均  医師 教授 

上村秀樹  医師 教授 

平井都始子  医師 准教授 

友田恒一  医師 准教授 

笠原敬  医師 准教授 

赤井靖宏  医師 教授 

笠原正登  医師 准教授 

杉山孝  事務 理事（総務・経営担当） 

清水啓敏  事務 病院経営部長 

西浦嘉彦  事務 病院経営部次長、病院

長秘書官 

川田靖之  事務 課長 

鶴谷幸彦  事務 課長 

北優子  事務 室長 

上野聡  事務 課長 

中谷好伸  事務 課長 

花内偉光  事務 室長 

杉山幸正  薬剤師 薬剤部長 

高橋美雪  看護師 看護部長・副院長 

吉川雅則  医師 准教授 

田中忍  臨床検査技師 技師長 

吉峰正  診療放射線技師 技師長 

萱島道德  臨床工学技士 技師長事務取扱 

今村知明  医師 法人特命企画官 
 
 
  



 
 
 

 
規則第１５条の４第１項第１号に掲げる管理者が有する権限に関する状況 

 
 
 管理者が有する病院の管理及び運営に必要な権限  

  

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

会計規程、細則 
 

 ・ 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 
 
    副院長：病院長の補佐 
    事務長：病院長の下、病院事務を統括 
    院長ガバナンス支援タスクフォース：関係部署による病院長ガバナンス強化のサポート 
 
 
 
 

 ・ 病院のマネジメントを担う人員についての人事・研修の状況 
 

病院事務のプロフェッショナル育成のための人事異動 
診療情報管理士の資格取得の支援 
法人職員の県派遣実務研修の実施 

 
 
 
 
 

 
 
  



 
 
 

 
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：医療安全管理に係る事項を監査し、是正措置を講ずるよう意見具申を行う。 

 

・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：本学ホームページにおいて一般に公開 

 

監査委員会の委員名簿及び選定理由（注） 

氏名 所属 委員長 

（○を

付す） 

選定理由 利害関

係 

委員の要件 

該当状況 

水本 一弘 和歌山県立医科

大学 

○ 和歌山県立医科大学附属病

院医療安全推進室長であ

り、医療にかかる安全に関

する識見を有するため 

有・無 １ 

加藤 高志 加藤高志法律事

務所 

 医療に関する訴訟経験が豊

富であり、法律に関する識

見を有するため 

有・無 １ 

末廣 貴子 ボランティアグ

ループ 

 病院の状況への理解が深

く、医療を受ける側の立場

からの客観的意見を得られ

るため。 

有・無 ２ 

    有・無  

    有・無  

    有・無  

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

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

2. 医療を受ける者その他の医療従事者以外の者（1.に掲げる者を除く。） 

   3. その他 

  



 
 
 

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

保するための体制の整備に係る措置 

 
 
管理者の業務が法令に適合することを確保するための体制の整備状況 

 
 

 
 ・体制の整備状況及び活動内容 
 
   書面および実地により会計等に係る監査を実施 
 
 
 ・ 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 
 

公立大学法人奈良県立医科大学役員会規程に記載はないが、役員会では附属病院の予算決算等
の管理運営に関する審議事項があり、理事長（開設者）が病院業務に関与し監督している。 

 
 
 
 
 
 ・ 会議体の実施状況（ 年３６回 ） 
 
 ・ 会議体への管理者の参画の有無および回数（ 有・無 ）（ 年３６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 本学ホームページにおいて一般に公開 

 

 

 

 


