
平成２９年度第１回病院長報告会

平成29年11月16日

九州大学病院長 石橋達朗
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１． 組 織

２． 教 育

３． 研 究

４． 診 療

５． 国際交流・地域連携

６． 財務・運営

７． トピックス

本日の内容
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九州大学病院の基本情報

◆平成２８年度１日平均外来患者数 ： ３，０４３名 (前年度３，０１２名)

◆平成２８年度１日平均入院患者数 ： １，２０８名 (前年度１，２１５名)

◆平成２８年度年間手術件数 ： １０，４１６件 (前年度９，９３１件)

区 分 医師・教員 看護関係職員 医療技術職員 事務職員 合計

常 勤 ４３６（１１１） １，２８４ ２７９ ２０３ ２，２０２

非常勤 ５３７ ６２ １０８ ２６２ ９６９

合 計 ９７３ １，３４６ ３８７ ４６５ ３，１７１

※（ ）書きは研究院所属の臨床系教員数（内数）

◆職員数（２９年１０月現在）

◆診療科数：医科３７科 歯科４科（専門診療科１２科） 別府５科

◆中診等数：中央診療施設２２施設 院内措置１６施設

◆病 床 数：１，４１５床（国立大学で最大規模）

（それぞれ別府含む）



・血液・腫瘍内科を血液・腫瘍・心血管内科に名称変更（H28.12）

・口腔包括診療科の設置（H28.12）

（中央診療施設等の口腔総合診療部、特殊歯科総合治療部を
診療科の歯科部門へ移行）

・高度新規医療評価部の設置 （Ｈ29.4）

・ＥＣＭＯセンターの設置（Ｈ29.6）

・福岡県発達障がい者支援拠点病院に指定（Ｈ29.6）

・造血幹細胞移植地域支援センターの設置（Ｈ29.8）

・別府病院リハビリテーション科の設置（Ｈ29.12予定）

組織整備等
【組織整備等】 （Ｈ２８．１２月以降）
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年度 募集定員 ﾏｯﾁﾝｸﾞ数 マッチ率 九大出身 九大出身割合 採用者数 充足率

平成19年度（平成20年採用） 100 92 92.0% 42 45.7% 89 89.0%

平成20年度（平成21年採用） 98 85 86.7% 25 29.4% 79 80.6%

平成21年度（平成22年採用） 91 89 97.8% 31 34.8% 77 84.6%

平成22年度（平成23年採用） 95 79 83.2% 22 27.8% 65 68.4%

平成23年度（平成24年採用） 88 83 94.3% 25 30.1% 79 89.8%

平成24年度（平成25年採用） 88 58 65.9% 17 29.3% 51 58.0%

平成25年度（平成26年採用） 79 54 68.4% 15 27.8% 52 65.8%

平成26年度（平成27年採用） 79 69 87.3% 23 33.3% 66 83.5%

平成27年度（平成28年採用） 70 68 97.1% 13 19.1% 64 91.4%

平成28年度（平成29年採用） 69 65 94.2% 18 27.7% 58 84.1%

平成29年度（平成30年採用） 68 62 91.2%

初期研修医マッチング・採用状況（平成19年度～平成29年度マッチング実施分）

九州大学病院
初期研修医採用状況 【医科】①
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プログラム 募集定員 マッチング数 二次募集
国家試験
合格者数

三次募集 採用者数
左記のうち
九大卒

九大病院－協力病院 2 1 -

協力病院－九大病院 46 46 -

九大病院総合 16 14 -

九大病院小児科 2 0 -

九大病院産科婦人科 2 1 -

合 計
【 採 用 率 等 】

68 62
91.2【%】

-
【%】

平成３０年度九州大学病院
初期研修医採用状況 【医科】②

7



１． 組 織

２． 教 育

３． 研 究

４． 診 療

５． 国際交流・地域連携

６． 財務・運営

７． トピックス

本日の内容

8



○医療法に基づく「臨床研究中核病院」

平成28年1月27日厚生労働大臣承認

【承認機関】
１）東北大学病院
２）大阪大学医学部附属病院
３）国立がん研究センター中央病院
４）国立がん研究センター東病院
５）九州大学病院
６）名古屋大学医学部附属病院
７）東京大学医学部附属病院
８）慶應義塾大学病院
９）岡山大学病院

１０）京都大学医学部附属病院
１１）千葉大学医学部附属病院

研究推進のための取り組み①－1

9

【外部資金】
「未承認医薬品等臨床研究安全性確保支援事業」から

「医療技術実用化総合促進事業」へ移行(平成29年度から)



○医療技術実用化総合促進事業
支援体制の強化・効率化による革新的医療開発の迅速化（H29）
（平成29年度交付額： 1億7000万円）

【整備状況】
１）日本初の革新的な医療シーズ等をいち早く実用化に繋げるための臨床研究支援体制

の強化

医師主導治験１件開始、３件準備中

２）拠点としての特色化の推進

癌領域・循環器領域・及び医療機器の開発に注力中

３）被験者の安全性確保に係る体制構築

トライアルマネージャーの配置

４）医療系ベンチャー支援に係る取組み

医療系ベンチャー支援室の設置

５）国際展開に係る取組み

NIH/NCATS（米国）、EATRIS（欧州）との共同研究コンソーシアム形成を検討中

６）臨床研究・治験従事者等に対する研修の実施

医師・歯科医師を対象に12月2日（土）JR博多シティ9階会議室3で開催予定

研究推進のための取り組み①-2
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特定機能病院の承認要件の見直し（経過措置）



２. 医療安全管理部門の体制強化

（H32年3月末まで段階的に）

○管理者の責務

・ 専従の医師、薬剤師及び看護師を配置した

医療安全管理部門を設置。

・平成29年4月 副看護師長1名増員

・平成29年9月 ＧＲＭ医師（医員）1名の配置を承認

・平成30年4月 専従薬剤師配置予定
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特定機能病院の承認要件の見直し（事項）



７. 管理者の医療安全管理経験の要件化
（H30年3月末まで）

次期病院長（H30.4.1就任）の選考に際して、医療安全管理

経験を要件化した規程等を整備（29.7月）。

・病院長になることができる者として、

「医療安全確保のために必要な資質・能力を有する者」

→医療安全管理業務の経験、患者安全を第一に考える

姿勢及び指導力等を有すること

を規定

＊現在、病院長候補者の選考手続き中（12/14に病院長候補者選考会議開催予定）。
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特定機能病院の承認要件の見直し（事項）



８. マネジメント層向け研修の受講 （H30年3月末まで）

○管理者の責務

・ 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に定期的に医療に係る安全

管理のための研修を受けさせるとともに、自ら定期的に

当該研修を受けること。

・平成29年度から日本医療機能評価機構が開催する

管理者研修に参加予定。
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特定機能病院の承認要件の見直し（事項）



９. 監査委員会による外部監査 （H29年3月末まで）

○管理者の責務

・ 監査委員会を設置し、委員名簿及び委員の選定理由を

記載した書類を厚生労働大臣に提出すること及び公表を

行うことを開設者に求めること。

・ 委員の数は３人以上とし、委員長及び委員の半数を超える数は、

当該病院と利害関係のない者から選任する。

・ 年に２回以上開催 等

・平成２９年１０月２３日に第１回の委員会を開催
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特定機能病院の承認要件の見直し（事項）



１０-１. 特定機能病院間相互のピアレビュー
（H29年3月末まで）

○管理者の責務

・ 他の特定機能病院の管理者と連携し、次に掲げる措置を講ずる。

・ 年に一回以上他の特定機能病院に従事者を立ち入らせ、必要に

応じ、医療に係る安全管理の改善のための技術的助言を行わせる。

・ 年に一回以上他の特定機能病院の従業者の立入りを受け入れ、

技術的助言を受ける。 等

・平成２９年１１月１４日に実施
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特定機能病院の承認要件の見直し（事項）
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公認クリティカルパス数

・内科系クリティカルパス（56パス）

・外科系クリティカルパス（77パス）

・歯科クリティカルパス （13パス）

・化学療法クリティカルパス （23パス）

・看護系クリティカルパス （1パス）

総数 170パス

総使用数：45,718件

電子パスデータを利用した業績
・英語論文 2編

・学会発表 23件
H27 H28 H29
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パス適用患者・非適用患者について
平均在院日数と一日当たり診療単価の比較

肺切除術パス

平均在院日数

生体肝移植ドナー肝切除術パス
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		860		43924

		964		44888

		830		45718



月別使用数

累積件数
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国際診療支援センター①

国際診療支援センターの活動

国際患者の診療支援の状況
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通訳支援員

英語 6名

中国語 6名

(実人数 7名）

国際診療支援センター②

院内通訳の状況
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電話通訳 ビーボーン

14ヵ国語
（英・中・韓・タイ・ベトナム

仏・スペイン・葡・露・インドネシア・
独・伊・タガログ・ネパール）

24時間365日

福岡アジア医療サポー
トセンター

英語・中国語・韓国語

月～金 9～18時

国際診療支援センター（IPAC)
英語通訳1名・中国語通訳1名

月～金 8：30～17：15
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国際診療支援センター③

外国人患者の受入れ状況

患者数（人） 国数

○外来の新来患者のうち外国籍の患者数（受入）

27年度 28年度
（4月～12月）

○外国から渡日して受診した患者数

【平成28年度】

・受入れを行った国及び患者数の内訳は、

中国（199人）・韓国（49人）・

ネパール（16人）・ ベトナム（15人）・

アメリカ（13人）・インドネシア（12人）・

フィリピン（9人）・台湾（8人）・

エジプト（7人）・アフガニスタン（6人）

・・・・・・等

患者数（人） 【平成28年度】

・外国から渡日した患者（52名）の国別の内訳は、

中国（26人）・ 日本（9人）・ 台湾（7人）・

アメリカ（2人）・ 韓国 (２人)・ フィリピン・ モンゴル・

シンガポール・ タイ・ インドネシア・ ドイツ（各１人）
12 13



認証制度の目的など

認証制度の目的

Japan Medical Service Accreditation for 
International Patients

⇓

ＪＭＩＰ （ジェイミップ）

有効期間： ３年間

更新審査による認証更新が可能

外国人患者受入れ医療機関認証制度（ＪＭＩＰ）

外国人患者受入れ医療機関認証制度（JMIP）認証

外国人が安心・安全に国際的に高い評価を得ている
日本の医療サービスを享受することができる体制を構築する

23

受審日 ：平成29年2月3、4日
認証日 ：平成29年3月15日
有効期限：平成32年3月14日
Version : 2.0
認証番号：AI0023

高度医療・3次救急を取り扱う国立大学病院としては
全国で2例目、九州では初めての認証！



国際化への取り組み
海外交流センターからの国際情報発信

■ 人事交流（外国人研究者等受入）

UBD（ブルネイ）

■ 人事交流（スタッフの海外派遣）

■ 人材育成（世界で活躍できる当院若手スタッフの育成）

平成29年度（4月-9月）

RAPISH病院（ブルネイ）

海外交流センター①

海外交流センターからの国際情報発信

光学医療診療部でのESDトレーニングの様子

計25人

第7回国際医療部セミナーの開催
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海外交流センター②

<韓国> ソウル医療センター（7月7, 14日）、忠南大学病院（7月27日）

<中国> 九州世紀病院（4月11, 14日）、

貴州省疾病予防コントロールセンター（9月12日）

<台湾> 台湾厚生労働省（9月11日）

<フィリピン> フィリピン大学（7月3, 4日）、

医師生涯教育プログラム(CME)

：3月〜6月に計5グループ実施、110名参加

海外施設より病院見学受入
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■世界61カ国554施設と年に120回を超えるプログラム
を実施。接続国・施設の拡大とともに、医療プログラム
の分野拡大を進めている。

■技術担当者教育のため、国立大学附属病院の代表
者らによるマニュアル（英語・日本語）を作成。

■領域横断セミナーとして「アジア遠隔医療シンポジ
ウム」を１２月マレーシアで実施予定、国立大学附属
病院と海外医療拠点の担当者との実質的な人事交流
を実施。

26ラテンアメリカ6か国を接続した内視鏡のプログラム

アジア遠隔医療開発センター

ICTを用いた遠隔医療教育

■海外国内への普及のため、各国内遠隔医療推進
ワークショップを開催。本年はチリ（11月）で初めて開
催し、組織体制を構築する。インドネシア（10月）、フィ
リピン（11月）では第二回のワークショップを開催し、さ
らなる活動の拡大を目指す。

遠隔医療技術者マニュアル（左：日本語、右：英語）



医療連携センター機能強化

連携医療機関登録制度

前方支援
予約センター

後方支援
退院支援部門強化

院内病床管理
高稼働率の維持

共通病床管理強化

センター機能の推進力は
連携医療機関登録制度

医科 721施設
歯科 254施設
受諾率 87％



１． 組 織

２． 教 育

３． 研 究

４． 診 療

５． 国際交流・地域連携

６． 財務・運営

７． トピックス

本日の内容
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◆被災地における歯科医療支援（福岡県歯科医師会からの要請）

７月に発生した九州北部豪雨の被災地における歯科医療支援のため、
福岡県歯科医師会からの要請により、以下のとおり歯科医師等を派遣した。

・期 間： ７月１６日～１９日の各日
・派 遣 先： 朝倉市各避難所
・派遣人数 ： 歯科医師 のべ１０名、

歯科衛生士 のべ８名

九州北部豪雨支援

福岡県歯科医師会からの感謝状

◆福岡県ＤＭＡＴ調整本部へのＤＭＡＴ隊員派遣
福岡県災害対策本部からの要請により、福岡県ＤＭＡＴ調整本部における
活動のため、医師２名、業務調整員（臨床工学技師）１名を派遣した。 29



医療機関からの直接の
紹介・相談窓口として
「歯科ホットライン」
（連携登録医療機関専用）
を開設。

歯科ホットライン

緊急対応が必要な患者さんの
当院への紹介･相談の窓口

30



・実施日時：平成２９年１０月１６日（月） 14:10～15:10

・訓練内容：北棟８階からの深夜出火を想定した消防訓練

防災訓練

◆消防訓練

・実施日時：平成２９年１２月１４日（木） 14:00～

・訓練内容：大規模地震を想定した多数傷病者受入訓練

◆災害訓練（予定）
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福岡ソフトバンクホークス 工藤監督の訪問

６月２６日
福岡ソフトバンクホークスの工藤監督
が、入院中の子供たちと触れ合うため、
小児医療センターを訪問。

後日、訪問の際の約束どおり、工藤監督
からの招待により福岡ヤフオクドームで
子供たちがホークスの試合を観戦。
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～ご清聴、ありがとうございました。～

＜理 念＞

患者さんに満足され、医療人も満足する医療の提供ができる病院を目指します。
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