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国立研究開発法人 国立精神・神経医療研究センター 概要

ＮＣＮＰの沿革

昭和１５年１２月 傷痍軍人武蔵療養所として設立 （我が国初の国立精
神療養所）

昭和２０年１２月 厚生省に移管、国立武蔵療養所として発足
昭和５３年 １月 研究部門（国立武蔵療養所・神経センター）を併設
昭和６１年１０月 国立武蔵療養所、同神経センター、国立精神衛生

研究所を統合し、国立精神・神経センターを設置
昭和６２年 ４月 国立国府台病院を統合し、武蔵療養所から武蔵病院

に名称変更
平成１７年 ３月 精神保健研究所が小平地区へ移転
平成１７年 ７月 我が国初の医療観察法病棟竣工。同年９月より

患者受入れ開始
平成２０年 ４月 国府台病院は国立国際医療センターへ組織移管

武蔵病院は国立精神・神経センター病院に名称変更
平成２２年 ４月 独立行政法人国立精神・神経医療研究センター設立

センター２番目の医療観察法病棟 （身体合併症にも
対応）が開棟

平成２２年 ９月 センター新病院竣工
平成２６年 ７月 教育研修棟竣工
平成２７年 ４月 国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター

に改称

病院
研究所と一体となった診療と臨床研究に取り組む
精神・神経筋疾患等の専門医療施設

認知行動療法センター

認知行動療法の臨床研究や病
院での同療法の提供、治療者の
育成、活用支援

脳病態統合イメージング
センター
ＭＲＩ、ＰＥＴなど先端的脳画像を
有機的に組み合わせた技術を
開発し、診断や研究に応用

神経研究所
精神・神経・筋疾患・発達障害の本
質的解明に取り組む研究機関

精神保健研究所
メンタルヘルスに関わる研究成果
を社会に還元する研究機関

メディカルゲノムセ
ンター
ゲノム医療創出のため
の研究推進や検体（ﾊﾞｲ
ｵﾘｿｰｽ）の収集・管理・
提供

ﾄﾗﾝｽﾚｰｼｮﾅﾙﾒﾃﾞｨ
ｶﾙｾﾝﾀｰ
研究所の成果を臨床に
つなぎ、病院の臨床疑
問を研究に活かす橋渡
し

11 の専門疾病センター (病院×研究所)

霊長類、筋ジス
犬など



4Copyright © 2017 National Center of Neurology and Psychiatry (NCNP)

国立研究開発法人 国立精神・神経医療研究センター 概要

研究所 １．精神・神経疾患の画期的な診断・治療法の開発 ２．治療の標準化

基
礎
研
究

治験
臨床試験

ﾄﾗﾝｽﾚｰｼｮﾅﾙ
研究ヒト試料を

用いた研究成果

(in vitro)

モデル動物を
用いた研究成果

(in vivo)

T0 T1 T2 T3 T4研究のステージ

ﾒﾃﾞｨｶﾙ・ｹﾞﾉﾑｾﾝﾀｰ(MGC) 
・バイオリソースの収集と活用

ﾄﾗﾝｽﾚｰｼｮﾅﾙ・ﾒﾃﾞｨｶﾙｾﾝﾀｰ(TMC) 
・臨床研究基盤の支援 ・レジストリ構築・臨床研究ネットワーク

脳病態統合ｲﾒｰｼﾞﾝｸﾞｾﾝﾀｰ(IBIC) ・画像イメージング研究の推進

研究所、病院及び４センターが連携し、研究開発/人材育成/情報発信/政策提言を行う

 小型動物モデルを用いた研究 (in vivo)

 中型動物・霊長類を用いた非臨床試験

 バイオバンクによるヒト試料を用いた研究 (in vitro)

基礎研究から臨床応用まで一気通貫した全ステージに対応する研究体制

認知行動療法(CBT)ｾﾝﾀｰ ・認知行動療法の研究及び普及の推進

 Ｆｉｒｓｔ in Human試験、医師主導治験

病院

GCP準拠の臨床試験可
能施設である病院で臨
床研究を推進。
アカデミック臨床研究機
関(ARO)としての臨床研
究拠点整備。

総合実験動物棟

臨
床
応
用

社
会
実
装

製薬企業

治験（第2.3相）
臨床試験

海外からの情報
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国立研究開発法人 国立精神・神経医療研究センター 概要

病院の概要

○病床数 ４８６床（一般２９５床、精神１９１床）

○診療科 精神科、脳神経内科、小児科（小児神経）、
（１６科） 脳神経外科、内科、心療内科、消化器内科、

循環器内科、外科、整形外科、放射線科、
身体リハビリテーション科、耳鼻咽喉科、
精神リハビリテーション科、麻酔科、歯科

（病棟別内訳)

病棟名 区分
病床
種別

入院基本料 病床数

２階南病棟 脳神経内科、筋ｼﾞｽﾄﾛﾌｨｰ 一般 障害７：１ ４８

２階北病棟 脳神経内科 一般 障害７：１ ５０

３階南病棟 小児神経科、脳神経外科 一般 一般７：１ ５０

３階北病棟 脳神経内科、内科、外科 一般 一般７：１ ４６

４階南病棟 脳とこころの総合ケア病棟 一般 障害７：１ ４１

４階北病棟 精神(精神科救急) 閉鎖 精神 精神科救急 ４１

５階南病棟 精神 開放 精神 精神１０：１ ４１

５階北病棟 精神 閉鎖 精神 精神１０：１ ４１

６病棟 重症心身障害児(者) 一般 障害７：１ ６０

小計 ４１８

８病棟 医療観察法 精神 - ３４

９病棟 医療観察法 精神 - ３４

小計 ６８

合計 ４８６

高度先駆的医療の提供体制

設 立： 平成２２年４月１日
役職員数（平成３０年３月３１日現在） ：

常勤役員２名、常勤職員７３８名
主な組織： 神経研究所、精神保健研究所、ﾄﾗﾝｽﾚｰｼｮﾅﾙ･

ﾒﾃﾞｨｶﾙｾﾝﾀｰ(TMC)､ﾒﾃﾞｨｶﾙ･ｹﾞﾉﾑｾﾝﾀｰ(MGC)､
脳病態統合ｲﾒｰｼﾞﾝｸﾞｾﾝﾀｰ(IBIC)､認知行動療法ｾﾝ
ﾀｰ(CBT)､病院、訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝ

運営病床数： ４８６床
運営状況 （平成２９年度実績）：
・経常収益 １６０．５億円、経常収支率 ９９．０％
・医業収益 ８５．６億円、医業収支率 １０４．３％
・１日平均入院患者数 ４１１．７人
・１日平均外来患者数 ４８６．７人
・外部資金獲得額 ３６．０億円
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2016-2017年、 米国FDAのファストトラック指定 ・希少疾患指定・小児希少疾患指定
2018年2月、 NS-065/NCNP-01開発が AMED代表的成果事例1に選出
2018年6月、 世界最高レベルのジストロフィン回復を確認、安全性に問題なし （プレスリリース）

基礎研究
神経研究所：
基盤的研究成果を
世界に発信

橋渡し研究

NCNP病院:
医師主導治験の実施

臨床応用

患者由来細胞を対象にしたエクソン･スキップ効果検定系の確立

Saito et al., PLoS One. 2010

クリニカル・イノベーション・ネットワーク : CINへ

TMC:
トランスレーショナル・
メディカルセンター
橋渡し支援

① 世界初、エクソンスキップ治療の有効性と安全性を概念実証

動物モデルを用いた研究成果 (in vivo)

ヒト資料を用いた研究成果 (in vitro)

② 患者登録システム (Remudy) ・ 臨床試験ネットワークの整備 (MDCTN) ・ 疾患自然歴研究

⑤ 2018年度中の承認申請を目指す

③ 医師主導FIH試験でエクソン53スキップ治療薬: NS-065/NCNP-01の効果と安全性を実証

④ 日・米でNS-065/NCNP-01の次相試験を開始 （2016年2月 国内第1/2相、2016年3月 米国第2相）

日本新薬（株）との共同開発
厚労省・AMEDの開発支援

NCNPにおける橋渡し研究について
世界初、筋ジスの先駆け審査指定薬：エクソン53スキップ治療薬の開発

NS-065/NCNP-01
（モルフォリノ核酸）

国立研究開発法人 国立精神・神経医療研究センター 概要

2015年10月、 NS-065/NCNP-01が 厚労省の先駆け審査指定 制度対象の一つに指定
医師主導FIH試験結果を 世界的権威誌に報告 （Sci Transl Med. 2018;10:437)

Aoki et al., Mol Ther, 2010
Aoki et al., PNAS, 2012
Aoki et al., Hum Mol Genet, 2013
Aoki et al., Nano Lett, 2015
Aoki et al., Brain, 2017
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治験・臨床研究データベース
精神・神経疾患治療の統合データベー

ス

精神疾患レジストリ
人口統計学的情報、臨床症状、薬物
情報、心理社会的治療、社会機能、主

観的QOL等

学会1)等

当事者
団体等

病院・

診療所
アカデミア

NCNPデータ
センター

レジストリデータ・

バイオバンク・

ブレインバンク

脳画像データベース

固有IDで紐付け

電子カルテ

テキストマイニング・機械学習
によるクラスタリング情報

アカデミア 製薬企業

学会2)等

製薬企業

臨床研究データ 治験データ

アカデミア 製薬企業

AIによるクラスターの生物学的基盤解明

臨床情報に基づく病態に関する神経回路

神経回路異常の分子生物学的基盤

病態に基づく診
断体系の構築

各種バイオマーカー
・脳機能
・脳構造
・神経細胞（死後脳）
・血中物質（遺伝子含む）
・髄液中物質

：

学会2)が審査、調整

研究計画提出、解析依頼

解析結果を返還

実・偽薬治療反応予測因子の抽出

＊AIによる機械学習も応用

新たな治療法、
治療薬の創生

治療反応予測因子の生物学的基盤アカデミアとの共同研究

1) 日本精神神経学会
2) 日本神経精神薬理学会

精神疾患レジストリー、治験・臨床研究データベースを基盤とした精神疾患病態研究を発足！

神経回路が比較的明らかな機能ドメインに基づく臨床情報と生体情報を連結し、生物学的に均質な対象のサンプリングを行う。

縦断的な経過を追跡することで、治療反応性や社会的転帰に影響を及ぼす臨床・生体情報データを特定する。

治験・臨床研究データベースと合わせることで、研究開発や薬事審査で必要な情報を収集し、新薬の開発に寄与する。

精神疾患の
本態を解明
する！

国立研究開発法人 国立精神・神経医療研究センター 概要
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A synthetic glycolipid prevents
autoimmune encephalomyelitis

by inducing TH2 bias of natural killer T cells
Nature 413:531, 2001 

Miyamoto K, Miyake S ＆Yamamura T

IFN-γ

NKT 細胞
OCH

IL-4
OCHで治療したマウス

未治療のマウス

NCNPが開発した多発性硬化症の新規治療薬（OCH）

国内の製薬メーカーの協力を得て
PhaseⅡ試験（Proof of Concept試験）の実施へ

 安全性：忍容性があることを確認
 薬物動態：良好な腸管からの吸収
 薬効に関するバイオマーカーの検討

免疫を制御する因子の増加を確認（2件の用途特許）

医師主導治験（First In Human：Phase1) 完了

• OCHはヒト腸内細菌（B.fragilis)が作る糖脂質の仲間

• 炎症性腸疾患などの複数の動物モデルで有効

慶應大学で炎症性腸疾患を対象としたPhase I の
医師主導治験をも実施中 (開発代表者 金井隆典先生）

国立研究開発法人 国立精神・神経医療研究センター 概要
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国立精神・神経医療研究センター中長期目標と平成29年度業務実績自己評価

研究開発の成果の最大化その他の業務の質の向上に関する事項
評価項目 自己評価

１．研究・開発に関する事項

担当領域の特性を踏まえた戦略的かつ重点的な研究・開発の推進

【重要度：高】担当領域の特性を踏まえた戦略的かつ重点的な研究・開発の推進は、国民が健康な生活及び長
寿を享受することのできる社会を形成するために極めて重要であり、研究と臨床を一体的に推進で
きるNCの特長を活かすことにより、研究成果の実用化に大きく貢献することが求められているため。

【難易度：高】筋ジストロフィーや多発性硬化症などの難治性・希少性の高い疾患については、症例集積性の困難
さなどから民間企業等が参加しにくいという面があり、他の領域に比べその研究開発は世界的にも
遅れている。また、難病等については発症原因・機序等に未解明な部分が多く、治療薬開発等につ
いては技術的にも非常に困難であるため。

１－１ Ｓ

実用化を目指した研究・開発の推進及び基盤整備

【重要度：高】実用化を目指した研究・開発の推進及び基盤整備は、国民が健康な生活及び長寿を享受すること
のできる社会を形成するために極めて重要であり、研究と臨床を一体的に推進できるNCの特長を
活かすことにより、研究成果の実用化に大きく貢献することが求められているため。

１－２ Ｓ

２．医療の提供に関する事項
【重要度：高】精神・神経疾患等に対する中核的な医療機関であり、研究開発成果の活用を前提として、医療の高

度化・複雑化に対応した医療を提供することは、我が国の医療レベルの向上に繋がるため。

１－３ Ａ

３．人材育成に関する事項 １－４ Ａ

４．医療政策の推進等に関する事項 １－５ Ａ

業務運営の効率化に関する事項 ２－１ Ｂ

財務内容の改善に関する事項 ３－１ Ｂ

その他業務運営に関する重要事項 ４－１ Ｂ
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評価項目Ｎｏ．１－１ 担当領域の特性を踏まえた戦略的かつ重点的な研究・開発の推進

Ⅰ 中長期目標の内容

① 重点的な研究・開発
② 戦略的な研究・開発

上記の研究・開発により、医療推進に大きく貢献する研究成果として、下記のとおり実施する。
● 医療推進に大きく貢献する研究成果を、中長期目標の期間中に12件以上あげる。
● 英文、和文の原著論文及び総説の発表総数を平成26年度に比べ５％以上増加する。（平成26年度：566件）

【重要度「高」の理由】・・・国民が健康な生活及び長寿を享受することのできる社会を形成するために極めて重要であり、研究と臨床を一体的
に推進できるNCの特長を活かすことにより、研究成果の実用化に大きく貢献することが求められているため。

【難易度「高」の理由】・・・筋ジストロフィーや多発性硬化症などの難治性・希少性の高い疾患については、症例集積性の困難さなどから民間
企業等が参加しにくいという面があり、他の領域に比べその研究開発は世界的にも遅れている。
また、難病等については発症原因・機序等に未解明な部分が多く、治療薬開発等については技術的にも非常に困難

であるため。

自己評価 Ｓ （過去の主務大臣評価 H27年度：Ａ H28年度：Ａ）

Ⅱ 目標と実績との比較

① 重点的な研究・開発
② 戦略的な研究・開発

以下のとおり、所期の目標を量的及び質的に上回る顕著な成果が得られている。（Ｓ）

【定量的指標】 医療推進に大きく貢献する研究成果 平成29年度 目標値：2件以上 実績値：5件
世界的にも類を見ない研究により、量的及び質的に上回る成果をあげることができ、顕著な研究実績により

目標を達成することができた。＜実績評価書 6頁～7頁＞

【定量的指標】 英文、和文の原著論文及び総説の発表総数 平成29年度 目標値：対26年度2％以上増 実績値：対26年度9.5％増
原著論文及び総説の発表総数が中長期目標の26年度5％以上増を大きく上回る9.5％となっている。
また、インパクトファクターが付与された学術雑誌（ Web of Science）に収録された論文数及び被引用数が高まっ

ていることから、質の高い研究成果を多数あげ顕著な成果あげている。＜実績評価書 6頁、8頁＞
（インパクトファクターが付与された学術雑誌収録論文数）平成29年：295件
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顕著な実績をあげた研究内容

●シグナル分子硫化水素（H₂S）と一酸化窒素（NO）の相乗効果がポリサルファイド（H₂Sn）生成によることを解明
した研究＜P13＞

1996年に人体内で生成される硫化水素（H₂S）が神経伝達調節因子として機能していることを世界で初めて報告して以来、
NCNPでは、継続して体内での硫化水素（H₂S）のはたらきについて研究をしてきた。その結果、硫化水素（H₂S）が血管弛緩を誘
導すること及び神経細胞を酸化ストレスから保護する機能を発見し、続いて硫化水素（H₂S）が結合したポリサルファイド（H₂Sn）
が脳内のシナプスによる神経伝達を活性化する仕組みを発見するなど次々に硫化水素（H₂S）或いは、その化合物であるポリサ
ルファイド（H₂Sn）の仕組みを解明してきた。その後、これらの研究成果をもとにポリサルファイド（H₂Sn）による神経分化促進、抗
高血圧、がん抑制因子制御などが報告されている。今回、NCNPでは、ポリサルファイド（H₂Sn）が硫化水素（H₂S）と一酸化窒素
（NO）の相乗効果により生成されることを解明した。これにより、これまで硫化水素（H₂S）と一酸化窒素（NO）が単独のシグナル
分子として機能していたと考えられていたものが、これらの相互作用により生成されるポリサルファイド（H₂Sn）によって機能して
いる可能性が認められ、さらに研究が進むことにより、ポリサルファイド（H₂Sn）の作用をもとに精神・神経疾患に止まらない広範
な領域の治療薬の開発、或いは神経分化促進作用を利用した再生医療への応用も期待できる。これらの研究成果はクラリベイ
ト・アナリティクスによるリサーチフロントアワードを受賞し、高い評価を得ている。（2017.4 Nature Publishingの英国オンライン科
学誌Scientific Reportsに掲載。Highly Cited Researcher (Clarivate Analytics) 選出（2017年））

●皮膚細胞を用いて「概日リズム睡眠－覚醒障害患者」の体内時計周期の異常を同定した研究＜P14＞

NCNPでは、2013年に皮膚切片から培養した細胞（繊維芽細胞）内で時計遺伝子による末梢時計リズムを測定する方法を確
立するとともに、末梢時計リズムが体質にあった睡眠時間帯と相関することを解明した。今回、この研究成果について臨床応用
のための実証試験を重ね、これまで特殊な設備と数週間におよぶ検査を経なければ正確に測定できないため実用化されてい
なかった体内時計周期の測定を極めて簡便な方法として開発するに至った。これにより体内時計の特性や治療に対する反応
性を予測することが可能となり画期的に患者の治療が進むこととなる。なお、この研究成果により、第54回（2017年度）ベルツ賞
を受賞している。（2017.4 米国オンライン科学誌Translational Psychiatryに掲載。第54回（2017年度）ベルツ賞を受賞）



12Copyright © 2012 National Center of Neurology and Psychiatry (NCNP)

顕著な実績をあげた研究内容

●神経難病「多発性硬化症」の新たな病態機序を発見した研究＜P15＞

本研究では、マイクロRNAを介したエクソソームによる多発性硬化症の病態を、世界に先駆けて解明した。これまで多発性硬
化症では、病勢を抑える役割のある制御性T細胞が血中で減少していることは知られていたが、その機序は明らかになってい
なかった。今回の研究成果は、この機序を解明したものであり、これにより制御性T細胞の異常を修復する新たな治療法開発へ
の道が開かれることとなる。（2018.1 Nature Communicationsオンライン版に掲載）

●注意欠如・多動症（ADHD）児の診断を高感度で予測する手法を開発した研究＜P16＞

発達障害のうち注意欠如・多動症（ADHD）児について、これまで疾病の指標となるバイオマーカーが未開発であるため、診
断は専門家の経験に基づく主観的な行動観察に頼ってきた。本研究は、タッチパネル式の課題を遂行している際の前頭部脳血
流測定（光トポグラフィー）データを機械学習アルゴリズムを用いて解析することで高感度で診断を予測することを可能とした。こ
れは、ADHDの診断において画期的に簡便な評価手法を開発したものであり、早期診断が可能となることによって、その後の人
生にも影響を与える発達障害にとって大変有用な成果である。（2017.11 英国の国際科学誌Journal of Attention Disordersのオ
ンライン版に掲載）

●工学分野の仮説であった「筋シナジー説」を霊長類において世界で初めて実証した研究＜P17＞

本研究では、これまでロボット開発を目指す工学分野における仮説であった「筋シナジー説」を世界で初めて実証した画期的
な研究成果である。「筋シナジー説」とは、例えば、ヒトを含めた霊長類の手が２７個の筋と１８個の関節により構成されており、
手を動かすには、この筋と関節の膨大な組み合わせと複雑な構造を脳神経が制御して多彩な動きを生み出している。これをロ
ボットに置き換えると、膨大な筋と関節の組み合わせで構成される手の動きを瞬時にコンピュータ制御して再現することとなるが、
それは不可能であるということから想起した仮説である。すなわち、筋と関節の組み合わせと目的とする活動をパターン化する
ことで複雑さを回避するというものであり、本研究では、仮説であった「筋シナジー説」のメカニズムを世界に先駆けてサルの実
際の手の動きにおいて解明したものである。これにより、例えば脳疾患による運動失調の理解やそのリハビリテーションなど医
療への応用は勿論のこと、ロボット制御技術の開発など他領域でも広く応用が期待できる画期的な成果である。（2017.7 米国
の科学誌Proceedings of the National Academy of the United States of America（PNAS)に掲載）
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硫化水素の生理機能関連論文数の推移

硫化水素の疾患治療応用開発

平成29年度業績

2016年 第4回Research Front Award (Thomson Reuters) 受賞

2017年 Highly Cited Researcher (Clarivate Analytics) 選出

受賞

硫化水素発見論文の被引用回数累計

Abe＆Kimura, J. Neurosci. 1996

1．心不全 SG-1002 Phase II
2. 消化管痛抑制 GIC-1001  Phase II
3. 関節痛治療 ATB-346 Phase II

神経伝達調節

H2SはNMDA受容体の活性を直接
亢進する。

H2SnはTRPA1チャネルの活性化を
介しNMDA受容体活性亢進する。

H2Snは3MSTによる生合成及び、

H2SとNOの相互作用で生産される。

統合失調症治療に期待

神経細胞保護

H2Sは、トランスポーター及び
生合成酵素活性亢進により、
グルタチオン合成を促進する。

H2Snは抗酸化遺伝子転写活性亢進
により、グルタチオン合成促進。

H2Snは還元力の強い
過硫化グルタチオンを合成する。

パーキンソン病、ハンチントン病
治療に期待

硫化水素 (H2S) とポリサルファイド(H2Sn) の発見と疾患治療応用
ーHighly Cited Researcher (Clarivate Analytics) に選出ー 評価項目No.1-1

（Kimura, Y et al.,
2017.9 Scientific Reports）

Abe, K. & Kimura, H.: The possible role of hydrogen sulfide as an endogenous 
neuromodulator.  J. Neuroscience. 16, 1066-1071, 1996.

Hosoki, R., Matsuki, N. & Kimura, H. The possible role of hydrogen sulfide as an 
endogenous smooth muscle relaxant in synergy with nitric oxide. Biochem. Biophys. 
Res. Comm. 237, 527-531, 1997

（Miyamoto, R et al., 
2017.4 Scientific Reports）
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皮膚細胞を用いて『概日リズム睡眠―覚醒障害患者』の
体内時計周期の異常を同定：第54回（2017年度）ベルツ賞受賞

 皮膚細胞を活用した生物時計周期の測定法

(Hida et al., 2013, Scientific Reports）

41
50

26

n

評価項目No.1-1

概日リズム睡眠-覚醒障害は生物時計の機能
障害によって睡眠時間帯を社会時刻に合わせることが
できなくなるため生活に著しい支障が生じる難治性の
睡眠障害である

 その一型である非24時間睡眠-覚醒リズム障害患者の
生物時計の周期が異常に延長していることを世界で初
めて実証 (Kitamura et al., 2013, Biol Psychiatry)

 ただし生物時計の周期測定は特殊設備と日数がかかる
ため実地臨床への応用が困難であった。そこで皮膚細
胞を用いた簡便な末梢時計の測定法を開発した
(Hida et al., 2013, Scientific Reports）

末梢時計周期の測定が簡便な診断や治療
反応性の予測に 有用であることを見いだした

 非24時間睡眠-覚醒リズム障害患者では末梢時計
周期が延長していること、周期が長いと
治療成績が不良であることを臨床試験で確認
した

(Hida et al., 2017.4 Transl
Psychiatry）

(Hida et al., 2014, Transl Psychiatry）
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神経難病「多発性硬化症」の病態解明から医師主導治験まで
評価項目No.1-1

（Kimura et al., 2018.１ Nat Commun)
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注意欠如・多動症児の診断を高感度で予測する手法を開発

ADHDの病態

Triple pathway 
model

時間
処理
障害

遅延
報酬
障害

実行
機能
障害

小児に適応可能かつ
簡便な

実行機能評価法開発

タッチパネル式 逆ストループ課題

しろ

（色干渉を抑制する力）

前頭部脳血流測定
（光トポグラフィー）

ch 4： ADHD < 定型

(t(18) = 2.31, p = 0.033)

正
反
応

(Yasumura A et al., 2017.11 Journal of Attention Disorders)

測定ソフトウェア：
日米で国特許 権利化済み

行
動
＆
血
流
デ
ー
タ
解
析
に

Ａ
Ｉ
技
術
（Ｓ
Ｖ
Ｍ
）を
応
用

注
意
欠
如
・多
動
症

の
診
断
補
助
に
有
用

ROC曲線 発
達
障
害
診
療
の

均
て
ん
化
に
貢
献
す
る
成
果

リクルート：
総計400名

右前頭前皮質背外側部

定型児 ADHD児ASD児

遅刻が多い

すぐ行動に
出してしまう

順序立てて
考えられない

Receiver operating 
characteristic curve

評価項目No.1-1

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
TDCとは、typically developing childrenのことで、定型発達児と表記します。いわゆる正常児のことで、論文ではTDCと略すことになっています。SVMは、サポートベクターマシンのことです。ADHDは、右側の血流低下が有意な異常所見ですが、左側の相対的賦活が認められました。多くの既報告（ｆMRIや脳波、血流など）では、右側DLPFC機能低下が述べられておりまして、我々も同じ結果です。左側賦活（増加）は定型群と有意差が無いという評価にしております。今のところ詳細不明となっています。お示ししたROC曲線は、血流（30秒間酸素化ヘモグロビン変化）、行動指標（タッチ時間、正確性、エラー頻度、エラーパターン）の全てを投入した値に基づいて作成されています。ことば足らずで、スミマセンでした。Z-scoreは単位はありません。いわゆるSD値と考えていただいて結構です。ストループ課題では、群間差がみられませんでした。
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協調運動発現の神経基盤（筋シナジー）を解明（世界初）
ー運動失調症の革新的診断方法へ道ー

運動失調症の特徴である、協調運動異常が筋シナジーを指標にして、定量的に表現できる可能性。
すでに、脳梗塞患者を対象とした臨床研究を開始済。

疾患毎に
異なるパタン

加齢（ロコモ）・神経疾患
筋疾患・脳障害

従来の診断方法

滑らかな協調

筋シナジーによる
新規診断技術協調運動の神経基盤（筋シナジー）が脊髄に

存在することを世界で初めて発見

w1 w2

筋肉A

筋肉B

筋肉C

筋肉D

筋肉E

筋肉A

筋肉B

筋肉C

筋肉D

筋肉E

運動失調

正常

運動中の筋電図 シナジー1

シナジー2

シナジー3

シナジー1

シナジー2

シナジー3

協調運動障害

評価項目No.1-1

(Takei T, et al., 2017.7 PNAS USA)

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
左：これまで運動失調症の一次診断は、協調運動異常の主観的診断である。しかし、協調運動異常と言っても、その原因や重篤度によって無限のパタンが存在し、それを主観的に診断するのには、長年の経験と知識が必要である。また主観的であるために、医師や病院が変わった場合、統一性がない。様々な運動失調症の表現型を統一的に客観評価できる診断方法が必要である。定量評価には筋電図活動の記録が有効であるが、正常（上）と異常（下）の筋電図を定量的に見分ける方法がなく、またその差が、神経系のどのような機能を反映しているか不明であった。矢印は正常者とは異なる筋電図の成分。これを定量的に示すことができなかった。中：今回の発見協調的筋活動が脳によってどのように作られるのかを、世界で初めて明らかにした。ヒトと同様な筋骨格系を有する日本サルに腕を用いた運動を行わせ、その際の筋活動を２０以上の筋肉から記録した。その結果、脊髄介在ニューロンが協調運動の要素である筋シナジーを表現していることを発見した。協調運動が筋シナジーの組み合わせによって作られているという仮説（筋シナジー仮説）はすでに１９６０年台から提唱されていたが、今回、それを脳が作っている仕組みを初めて生理学的に明らかにした。脊髄・大脳皮質（Cx)、赤核（Rn)、小脳（CB)など脳の中の運動中枢はそれぞれ異なった筋シナジーを表現している可能性が高い。右：今回の研究成果によって、筋シナジー解析の結果は中枢神経系の協調運動形成プロセスを示していることが明らかになった。したがって、神経変性疾患などで運動失調を呈する患者には、疾患によって特徴的な筋シナジー（図中）が健常人（上）と比較して認められるはずである。それによって、筋電図記録のみで運動失調の要因や回復の程度を簡便に診断することが可能になる。この方法開発は、すでに脳梗塞患者及び脳梗塞サルを対象に開始している。図の中では、シナジー1が欠如している疾患の例。左図の上下の違いは、シナジー１の異常ということで定量的に評価が可能。例えば、疾患Bではシナジー１はインタクトだが２が異常、疾患Cはすべてのシナジーが異常、など、疾患による筋電図異常を定量的に評価できる。
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評価項目No.1-1 担当領域の特性を踏まえた戦略的かつ重点的な
研究・開発の推進

● 原著論文及び総説の発表総数等について

② インパクトファクターが付与された学術雑誌収録論文数及び引用数の推移

① 原著論文及び総説の発表件数の推移

566件
583件

618件 620件

550件

600件

H26’ H27’ H28’ H29’

原著論文等の発表件数推移

＜達成＞＜達成＞中長期期間中に、
26年度に比べ５％以上増

9.5％増

論文の被引用回数

H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30
H21 197 120 686 910 911 918 909 894 812 715 340
H22 190 136 590 768 803 803 689 701 688 278
H23 218 107 577 865 898 873 821 767 372
H24 242 118 533 762 743 687 715 322
H25 266 239 832 1,132 1,031 991 487
H26 251 251 1,056 1,362 1,397 610
H27 278 476 2,330 3,261 1,491
H28 213 186 676 394
H29 295 238 318

論
文
数

※括弧内は英文(内数)

順位 機関名 高被引用論文数 高被引用論文の割合

1 東京大学 67 1.0%

2 京都大学 51 1.1%

9 国立精神・神経医療研究センター 13 6.7%

2017生物学・生化学／BIOLOGY & BIOCHEMISTRY（世界8位※）

クラリベイト・アナリティクスが発表した「インパクトの高い論文数分析に
よる日本の研究機関ランキング（2017年4月）」では、生物学・生化学分
野における９位であったが、高被引用論文数の割合は６．７％（2018年
は７．２％）で突出
※高被引用論文とは、各研究分野における被引用数が世界の上位１％に入る卓越した論文

190

218

242

265
251

276

213

295

180

230

280

H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29

ｲﾝﾊﾟｸﾄﾌｧｸﾀｰが付与された雑誌に掲載された

原著論文数の推移（暦年）

平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度

295件 310件 360件 359件

(249件) (259件) (303件) (317件)

271件 273件 258件 261件

(18件) (21件) (29件) (29件)

566件 583件 618件 620件

(267件) (280件) (332件) (346件)

対26’ - +3.0% +9.2% +9.5%

原著論文

総　　説

合　　計

件

※生物・生化学分野における日本の高被引用論文総数は、世界８位


目標対比

				目標 モクヒョウ				実績 ジッセキ

				○中長期期間で チュウチョウキ キカン				-

				   経常収支（累計）100％ ルイケイ

				○平成28年度 ヘイセイ ネンド

				　 経常収支98.2％				経常収支99.5％ ケイジョウ シュウシ

				○難易度 ナンイド				A

				　過去3億程度の赤字が続いている経営状況を踏まえ難易度が高 カコ オク テイド アカジ ツヅ ケイエイ ジョウキョウ フ ナンイド タカ





				○一般管理費 イッパン カンリヒ

				　中長期期間最終年度で チュウチョウキ キカン サイシュウ ネンド				27.2％削減 サクゲン

				　15％以上削減

				○後発医薬品 コウハツ イヤクヒン

				　使用量70％以上 シヨウリョウ イジョウ				使用量79％ シヨウリョウ

										(単位：千円) タンイ センエン

				目標 モクヒョウ				実績 ジッセキ

				○外部資金獲得の推進 ガイブ シキン カクトク スイシン				寄付金 キン		14,525

								受託研究(企業等)		71,391

								治験(企業等)		253,216

								共同研究(企業等)  		88,909

								製剤製造受託		45,878

								競争的研究資金 キョウソウテキ ケンキュウ シキン		2,455,810

								合計		2,929,729







（H28）収支状況

		【年度収支】																（単位：百万円） タンイ ヒャクマンエン

		項　目 コウ メ		H22'		H23'		H24'		H25'		H26'		H27'		H28’（計画） ケイカク		H28’		対前年度 タイ ゼンネンド		対計画 タイ ケイカク

		経常収益 ケイジョウ シュウエキ		11,705		12,436		14,061		14,027		15,407		15,208		14,307		15,379		171		1,072

		   医業収益 イギョウ シュウエキ		6,012		6,732		7,397		7,589		7,909		8,133		8,174		8,299		166		125

		   研究収益 ケンキュウ シュウエキ		1,114		1,062		1,188		1,443		2,374		2,465		1,689		2,663		198		974

		　 運営費交付金収益 ウンエイヒ コウフキン シュウエキ		4,303		4,184		4,619		4,326		4,246		3,832		3,875		3,760		▲ 72		▲ 115

		   資産見返負債戻入 シサン ミカエ フサイ モド イ		14		179		442		501		532								0		0

		   その他 タ		290		637		1,299		1,170		1,410		778		569		657		▲ 121		88

		経常費用 ケイジョウ ヒヨウ		11,731		13,201		14,355		14,249		15,855		15,581		14,572		15,452		▲ 129		880

		   医業費用 イギョウ ヒヨウ		6,569		7,070		7,377		7,445		7,997		8,051		7,838		7,932		▲ 119		94

		　　　給与費 キュウヨ ヒ		3,589		3,720		3,872		3,986		4,288		4,422		4,426		4,482		60		56

		　　　材料費 ザイリョウヒ		1,043		1,147		1,289		1,240		1,354		1,450		1,271		1,411		▲ 39		140

		　　　減価償却費 ゲンカ ショウキャク ヒ		703		952		936		888		867		768		615		621		▲ 147		6

		　　　その他経費 タ ケイヒ		1,234		1,252		1,280		1,332		1,488		1,411		1,526		1,418		7		▲ 108

		   医業外費用 イギョウ ガイ ヒヨウ		5,117		6,087		6,929		6,760		7,802		7,488		6,699		7,456		▲ 32		757

		　　　給与費 キュウヨ ヒ		2,771		3,197		3,453		3,562		3,949		3,726		3,735		3,722		▲ 4		▲ 13

		　　　材料費 ザイリョウヒ		297		363		345		336		654		641		454		552		▲ 89		98

		　　　減価償却費 ゲンカ ショウキャク ヒ		33		223		494		539		590		644		546		555		▲ 89		9

		　　　その他経費 タ ケイヒ		2,015		2,303		2,636		2,323		2,608		2,477		1,964		2,627		150		663

		経常収支 ケイジョウ シュウシ		▲ 26		▲ 765		▲ 294		▲ 222		▲ 448		▲ 373		▲ 265		▲ 73		300		192

		   医業収支 イギョウ シュウシ		▲ 557		▲ 338		20		143		▲ 88		82		336		367		285		31

		経常収支率 ケイジョウ シュウシ リツ		99.8%		94.2%		97.9%		98.4%		97.2%		97.6%		98.2%		99.5%		133%		122%

		   医業収支率 イギョウ シュウシ リツ		91.5%		95.2%		100.3%		101.9%		98.9%		101.0%		104.3%		104.6%		-139%		133%





経常収支





H27'	H28’	-373	-73	







（H28）病院管理指標 

		【病院管理指標の推移】

		項　目 コウ メ				H22'		H23'		H24'		H25'		H26'		H27'		H28'		H29'

		1日平均入院患者数（全体） イチニチ ヘイキン ニュウイン カンジャスウ ゼンタイ				369.3人 ニン		397.5人 ニン		404.7人 ニン		399.3人 ニン		410.3人 ニン		415.4人 ニン		419.0人		411.7人 ニン

				　一般		97.7人 ニン		108.3人 ニン		120.8人 ニン		121.8人 ニン		127.1人 ニン		135.7人 ニン		139.9人		147.4

				　精神（医療観察法を除く） セイシン イリョウ カンサツ ホウ ノゾ		113.1人 ニン		125.2人 ニン		125.4人 ニン		122.4人 ニン		128.5人 ニン		129.0人 ニン		128.4人		112.7				内科 ナイカ		27.4

				　筋ジス スジ		38.3人 ニン		33.0人 ニン		30.7人 ニン		28.1人 ニン		24.2人 ニン		24.9人 ニン		24.5		25.0人				循環器内科 ジュンカン キ ナイカ		47.8

				　重心 ジュウシン		59.5人 ニン		66.9人 ニン		66.2人 ニン		67.2人 ニン		67.4人 ニン		67.3人 ニン		66.4		67.0人				消化器内科 ショウカキ ナイカ ショウナイ		33.8

				　精神（医療観察法） セイシン イリョウ カンサツ ホウ		60.7人 ニン		64.1人 ニン		61.6人 ニン		59.8人 ニン		63.1人 ニン		58.5人 ニン		59.7		59.6				神経内科 シンケイ ナイカ		35.9

		患者1人1日当たり入院単価（全体） カンジャ ニン ニチ ア ニュウイン タンカ				37,471円 エン		38,490円 エン		41,256円 エン		43,750円 エン		44,396円 エン		44,779円 エン		45,617円 エン		47,499円 エン				小児科 ショウニカ		35.9

				　一般		47,136円 エン		51,298円 エン		54,481円 エン		56,677円 エン		59,241円 エン		59,875円 エン		60,981円 エン						精神科 セイシン カ		18.8

				　精神（医療観察法を除く） セイシン イリョウ カンサツ ホウ ノゾ		21,400円 エン		22,580円 エン		25,011円 エン		29,752円 エン		28,973円 エン		28,728円 エン		29,432円 エン		28,927円 エン				外科 ゲカ		35.1

				　筋ジス スジ		36,706円 エン		34,066円 エン		39,336円 エン		39,914円 エン		39,767円 エン		38,828円 エン		38,912円 エン						消化器外科 ショウカキ ゲカ		50.7

				　重心 ジュウシン		34,829円 エン		34,608円 エン		36,967円 エン		37,681円 エン		37,485円 エン		38,640円 エン		38,895円 エン						脳神経外科 ノウシンケイ ゲカ		36.6

				　精神（医療観察法） セイシン イリョウ カンサツ ホウ		55,016円 エン		54,271円 エン		53,992円 エン		54,688円 エン		55,086円 エン		54,806円 エン		54,643円 エン		54,720円 エン				産婦人科 サンフジンカ		49.4

		※H29については、H30.2月まで ガツ

		【病院管理指標】

		項　目 コウ メ				H22'		H23'		H24'		H25'		H26'		H27'		H28'		H29'		29'-22'		対22'率 タイ リツ

		1日平均入院患者数 イチニチ ヘイキン ニュウイン カンジャスウ				369.3人 ニン		397.5人 ニン		404.7人 ニン		399.3人 ニン		410.3人 ニン		415.4人 ニン		419.0人 ヒト		411.7人 ニン		40.4人 ニン		111%

		患者1人1日当たり入院単価 カンジャ ニン ニチ ア ニュウイン タンカ				37,471円 エン		38,490円 エン		41,256円 エン		43,750円 エン		44,396円 エン		44,779円 エン		45,617円 エン		47,499円 エン		10,028円 エン		127%

		病床利用率 ビョウショウ リヨウリツ				80.9%		85.3%		86.8%		85.7%		88.0%		88.8%		89.5%		89.0%		8.0%		110%

		紹介率 ショウカイ リツ				69.6%		75.8%		79.1%		79.4%		77.7%		79.4%		82.7%		77.7%		8.1%		112%

		逆紹介率 ギャク ショウカイ リツ				49.6%		58.3%		52.6%		51.2%		52.1%		64.4%		64.6%		63.9%		14.3%		129%

		※H29については、「患者1人1日当たり入院単価」・「紹介率」・「逆紹介率」はH30.2月までのデータによる。 カンジャ ニン ニチ ア ニュウイン タンカ ショウカイ リツ ギャク ショウカイ リツ ガツ

																				462.8%

		【医業収支の推移】																						（単位：百万円）

		項　目 コウ メ				H22'		H23'		H24'		H25'		H26'		H27'		H28'		H29'(見込み) ミコ		29'-22'		対22'率 タイ リツ

		医業収益 イギョウ シュウエキ				6,012		6,732		7,397		7,589		7,909		8,133		8,299		8,408		2,396		140%

		医業費用 イギョウ ヒヨウ				6,569		7,070		7,377		7,445		7,997		8,050		7,932		8,241		1,672		125%

		医業収支 イギョウ シュウシ				▲ 557		▲ 338		20		143		▲ 88		82		367		167		724		230%

		医業収支率 イギョウ シュウシリツ				91.5%		95.2%		100.3%		101.9%		98.9%		101.0%		104.6%		102.0%		10.5%		111%













患者１人１日当たり入院診療収入





内科	循環器内科	消化器内科	神経内科	小児科	精神科	外科	消化器外科	脳神経外科	産婦人科	27.4	47.8	33.799999999999997	35.9	35.9	18.8	35.1	50.7	36.6	49.4	







（H28）外部資金

				【獲得した外部資金推移】																						（単位：千円）

				項　目 コウ メ		H22'		H23'		H24'		H25'		H26'		H27'		H28'		H29'		対前年度 タイ ゼンネンド		29'-22'		対22'率 タイ リツ						運営費交付金 ウンエイヒコウフキン		外部資金 ガイブ シキン

				寄付金 キン		5,188		26,000		20,400		22,546		12,998		14,490		14,525		20,644		100%		15,456		398%				平成27年度		3,874		2,821

				受託研究(企業等)		48,689		40,450		42,695		74,322		68,703		48,791		71,391		122,434		146%		73,745		251%				平成28年度		3,875		2,930

				治験(企業等)		252,586		161,184		187,522		220,671		268,226		228,495		253,216		60		111%		▲ 252,526		0%				対前年度 タイ ゼンネンド		100%		104%

				共同研究(企業等)  		11,410		9,600		112,262		66,679		36,039		51,263		88,909		147,325		173%		135,915		1291%

				製剤製造受託		0		0		0		0		49,378		52,618		45,878		0		87%		0		0%

				競争的研究資金 キョウソウテキ ケンキュウ シキン		2,255,471		2,103,908		2,008,951		1,988,043		2,085,841		2,425,567		2,455,810		60		101%		▲ 2,255,411		0%

				合計		2,573,344		2,341,142		2,371,830		2,372,261		2,521,185		2,821,224		2,929,729		290,522		104%		▲ 2,282,822		11%

								91.0%		101.3%		100.0%		106.3%		111.9%		103.8%		9.9%



																														【競争的研究資金の獲得金額推移】				（単位：千円） タンイ センエン

																																　平成27年度		平成28年度		対前年度 タイ ゼンネンド

																														競争的資金額 キョウソウテキ シキン ガク		2,425,567		2,455,810		101%

																																5,246,791		5,385,539

				運営費交付金 ウンエイヒ コウフキン												3,873,635		3,874,661		3,874,661



運営費交付金	

平成27年度	平成28年度	3874	3875	外部資金	

平成27年度	平成28年度	2821	2930	









（H28）運営費交付金

		【運営費交付金予算額】 ウンエイヒ コウフキン ヨサンガク																				（単位：百万円） タンイ ヒャクマンエン

						H22'		H23'		H24'		H25'		H26'		H27'		H28'		H29'		H30'

		研究				2,325		2,334		2,299		2,299		176		1,921		1,921		1,921		1,931

		臨床研究				1,197		1,346		1,596		1,524		1,565		1,348		1,345		1,307		1,307

		診療 シンリョウ		難病在宅支援 ナンビョウ シエン		1		1		1		1		1		1		1		106		1

				精神医療 セイシン イリョウ		97		-		-		-		-		-		-		-		-

		教育研修 キョウイク ケンシュウ				473		469		469		532		442		232		229		227		225

		情報発信 ジョウホウ ハッシン				82		76		76		76		57		51		51		60		50

		その他 タ		退職手当等 タイショク テアテ トウ		250		288		321		208		245		321		327		333		297

				運営基盤 ウンエイ キバン		170		-		-		-		-		-		-		-		-

		給与特例法相当削減 キュウヨ トクレイホウ ソウトウ サクゲン				-		-		-		▲ 106		-		-		-		-		-

		合計 ゴウケイ				4,595		4,513		4,761		4,534		2,486		3,874		3,875		3,839		3,810

		対前年度比率 タイ ゼンネンド ヒ リツ						98.2%		105.5%		95.2%		54.8%		155.8%		100.0%		99.1%		99.2%

						平成22年度		平成23年度		平成24年度		平成25年度		平成26年度		平成27年度		平成28年度		平成29年度

		運営費交付金 ウンエイヒ コウフキン				4,595		4,513		4,761		4,534		4,292		3,874		3,875		3,839

		外部資金 ガイブ シ キン				2,573		2,341		2,372		2,372		2,521		2,821		2,930		3,297

		合計 ゴウ ケイ				7,168		6,854		7,133		6,906		6,813		6,695		6,805		7,136



運営費交付金	

平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	4595	4513	4761	4534	4292	3874	3875	3839	外部資金	

平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	2573	2341	2372	2372	2521	2821	2930	3297	









構造的リスク③

								（単位：床・人） タンイ ショウ ヒト

				年度 ネンド		入院処遇中の対象患者数 ニュウイン ショグウ チュウ タイショウ カンジャ スウ		病床数 ビョウショウスウ		NCNP患者数 カンジャスウ

				H18		209		265		0

				H19		359		354		0

				H20		476		437		0

				H21		469		445		0										112.3

				H22		530		604		60.7

				H23		642		666		64.1

				H24		668		707		61.6										59.6

				H25		743		791		59.8

				H26		772		791		63.1

				H27		722		808		58.5

				H28		721		808		59.7

				H29		757		833		59.5



病床数	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	265	354	437	445	604	666	707	791	791	808	808	833	入院処遇中の対象患者数	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	209	359	476	469	530	642	668	743	772	722	721	757	









病棟構成見直し

				病棟構成の見直し ビョウトウ コウセイ ミナオ

				病床区分		病棟名		病床数				病床数

				一般病床		２南		56床				48床

						３北		50床				46床

						４南（新）						41床

						その他 タ		100床 ショウ				100床 ショウ								12.9

						一般計		206床				235床

				精神病床		４北		35床				41床

						４南（旧）		35床												59.6

						５北		35床				41床

						５南		35床				41床

						精神計		140床				123床

				その他の病床 タ ビョウショウ				128床 ショウ				128床 ショウ

				合　　計				474床				486床





原著論文（英文・和文）

						平成26年度 ヘイセイ ネンド		平成27年度 ヘイセイ ネンド		平成28年度 ヘイセイ ネンド		平成29年度 ヘイセイ ネンド

				原著論文 ゲンチョ ロンブン		295.0		310.0		360.0		359.0

						249.0		259.0		303.0		317.0

				総　　説 ソウ セツ		271.0		273.0		258.0		261.0

						18.0		21.0		29.0		29.0

				合　　計 ゴウ ケイ		566.0		583.0		618.0		620.0

						267.0		280.0		332.0		346.0

				対26’ タイ		-		+3.0%		+9.2%		+9.5%











原著論文

		年 ネン		H22		H23		H24		H25		H26		H27		H28		H29

		ｲﾝﾊﾟｸﾄﾌｧｸﾀｰが付与された雑誌に掲載された原著論文数推移（暦年） フヨ ザッシ ケイサイ ゲンチョ ロンブン スウ スイイ レキネン		190		218		242		265		251		276		213		295		8.5179640719

																				59.6



ｲﾝﾊﾟｸﾄﾌｧｸﾀｰが付与された雑誌に掲載された

原著論文数の推移（暦年）



ｲﾝﾊﾟｸﾄﾌｧｸﾀｰが付与された雑誌に掲載された原著論文数推移（暦年）	

H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	190	218	242	265	251	276	213	295	







収支状況

												（単位：百万円） タンイ ヒャクマンエン

		年度収支 ネンド シュウシ		H22'		H23'		H24'		H25'		H26'		H27'（見込) ミコ		H27'-H22'

		経常収益 ケイジョウ シュウエキ		11,705		12,436		14,061		14,027		15,407		15,265		3,560

		   医業収益 イギョウ シュウエキ		6,012		6,732		7,397		7,589		7,909		8,134		2,122

		   研究収益 ケンキュウ シュウエキ		1,114		1,062		1,188		1,443		2,374		2,505		1,391				4.6

		　 運営費交付金収益 ウンエイヒ コウフキン シュウエキ		4,303		4,184		4,619		4,326		4,246		3,840		▲ 463

		   資産見返負債戻入 シサン ミカエ フサイ モド イ		14		179		442		501		532		569		555

		   その他 タ		262		279		415		168		346		217		▲ 45				59.6

		経常費用 ケイジョウ ヒヨウ		11,731		13,201		14,355		14,249		15,855		15,594		3,863

		   医業費用 イギョウ ヒヨウ		6,569		7,070		7,377		7,445		7,997		8,024		1,455

		　　　給与費 キュウヨ ヒ		3,589		3,720		3,872		3,986		4,288		4,373		784

		　　　材料費 ザイリョウヒ		1,043		1,147		1,289		1,240		1,354		1,465		422

		　　　減価償却費 ゲンカ ショウキャク ヒ		703		952		936		888		867		768		65

		　　　その他経費 タ ケイヒ		1,234		1,252		1,280		1,332		1,488		1,418		184

		   医業外費用 イギョウ ガイ ヒヨウ		5,117		6,087		6,929		6,760		7,802		7,500		2,383

		　　　給与費 キュウヨ ヒ		2,771		3,197		3,453		3,562		3,949		3,877		1,106

		　　　材料費 ザイリョウヒ		297		363		345		336		654		584		287

		　　　減価償却費 ゲンカ ショウキャク ヒ		33		223		494		539		590		644		611

		　　　その他経費 タ ケイヒ		2,015		2,303		2,636		2,323		2,608		2,394		379

		経常収支 ケイジョウ シュウシ		▲ 26		▲ 765		▲ 294		▲ 222		▲ 448		▲ 329		▲ 303

		   医業収支 イギョウ シュウシ		▲ 557		▲ 338		20		143		▲ 88		110		667

		経常収支率 ケイジョウ シュウシ リツ		99.8%		94.2%		97.9%		98.4%		97.2%		97.9%		▲1.9%

		   医業収支率 イギョウ シュウシ リツ		91.5%		95.2%		100.3%		101.9%		98.9%		101.4%		9.9%





病院管理指標

		病院管理指標 ビョウイン カンリ シヒョウ				H22'		H23'		H24'		H25'		H26'		H27'(見込) ミコ

		1日平均入院患者数（全体） イチニチ ヘイキン ニュウイン カンジャスウ ゼンタイ				369.3人 ニン		397.5人 ニン		404.7人 ニン		399.3人 ニン		410.3人 ニン		415.4人 ニン

				　一般		97.7人 ニン		108.3人 ニン		120.8人 ニン		121.8人 ニン		127.1人 ニン		135.7人 ニン

				　精神（触法を除く） セイシン ショクホウ ノゾ		113.1人 ニン		125.2人 ニン		125.4人 ニン		122.4人 ニン		128.5人 ニン		129.0人 ニン

				　筋ジス スジ		38.3人 ニン		33.0人 ニン		30.7人 ニン		28.1人 ニン		24.2人 ニン		24.9人 ニン				2.1

				　重心 ジュウシン		59.5人 ニン		66.9人 ニン		66.2人 ニン		67.2人 ニン		67.4人 ニン		67.3人 ニン

				　精神（触法） セイシン ショクホウ		60.7人 ニン		64.1人 ニン		61.6人 ニン		59.8人 ニン		63.1人 ニン		58.5人 ニン

		患者1人1日当たり入院単価（全体） カンジャ ニン ニチ ア ニュウイン タンカ				37,471円 エン		38,490円 エン		41,256円 エン		43,750円 エン		44,396円 エン		44,774円 エン				59.6

				　一般		47,136円 エン		51,298円 エン		54,481円 エン		56,677円 エン		59,241円 エン		59,875円 エン

				　精神（触法を除く） セイシン ショクホウ ノゾ		21,400円 エン		22,580円 エン		25,011円 エン		29,752円 エン		28,973円 エン		28,728円 エン

				　筋ジス スジ		36,706円 エン		34,066円 エン		39,336円 エン		39,914円 エン		39,767円 エン		38,828円 エン

				　重心 ジュウシン		34,829円 エン		34,608円 エン		36,967円 エン		37,681円 エン		37,485円 エン		38,640円 エン

				　精神（触法） セイシン ショクホウ		55,016円 エン		54,271円 エン		53,992円 エン		54,688円 エン		55,086円 エン		54,806円 エン

		平均在院日数（全体） ヘイキン ザイイン ニッスウ				50.3日 ヒ		44.8日 ヒ		37.0日 ヒ		32.3日 ヒ		31.9日 ヒ		31.4日 ヒ

				　一般		20.1日 ヒ		18.4日 ヒ		17.1日 ヒ		15.9日 ヒ		14.9日 ヒ		15.4日 ヒ

				　精神（触法を除く） セイシン ショクホウ ノゾ		52.6日 ヒ		51.5日 ヒ		40.7日 ヒ		34.1日 ヒ		40.1日 ヒ		41.4日 ヒ

				　筋ジス スジ		-		12083.0日 ヒ		7480.7日 ヒ		2281.1日 ヒ		-		-

				　重心 ジュウシン		232.9日 ヒ		142.3日 ヒ		97.7日 ヒ		67.1日 ヒ		63.7日 ヒ		55.6日 ヒ

				　精神（触法） セイシン ショクホウ		913.0日 ヒ		721.4日 ヒ		632.8日 ヒ		642.1日 ヒ		719.6日 ヒ		620.7日 ヒ

		病床利用率 ビョウショウ リヨウリツ				80.9%		85.3%		86.8%		85.7%		88.0%		88.8%

		1日平均外来患者数 イチニチ ヘイキン ガイライ カンジャスウ				450.7人 ニン		478.1人 ニン		485.6人 ニン		487.6人 ニン		489.6人 ニン		479.7人 ニン

		患者1人1日当たり外来単価 カンジャ ニン ニチ ア ガイライ タンカ				9,772円 エン		9,736円 エン		9,801円 エン		10,257円 エン		10,814円 エン		10,976円 エン

		紹介率 ショウカイ リツ				69.6%		75.8%		79.1%		79.4%		77.7%		79.4%

		逆紹介率 ギャク ショウカイ リツ				49.6%		58.3%		52.6%		51.2%		52.1%		64.4%

		手術件数 シュジュツ ケンスウ				253件 ケン		243件 ケン		310件 ケン		311件 ケン		297件 ケン		305件 ケン

		薬剤管理指導料件数 ヤクザイ カンリ シドウ リョウ ケンスウ				484件 ケン		5,375件 ケン		7,509件 ケン		6,877件 ケン		8,910件 ケン		9,054件 ケン

		放射線検査件数 ホウシャセン ケンサ ケンスウ				10,157件 ケン		18,371件 ケン		20,883件 ケン		21,441件 ケン		21,701件 ケン		23,900件 ケン

		臨床検査件数 リンショウ ケンサ ケンスウ				536,807件 ケン		619,219件 ケン		683,573件 ケン		713,835件 ケン		762,627件 ケン		678,469件 ケン





病院管理指標 (事前レク)

		病院管理指標 ビョウイン カンリ シヒョウ				H22'		H23'		H24'		H25'		H26'		H27'

		1日平均入院患者数 イチニチ ヘイキン ニュウイン カンジャスウ				369.3人 ニン		397.5人 ニン		404.7人 ニン		399.3人 ニン		410.3人 ニン		415.4人 ニン

				　一般		97.7人 ニン		108.3人 ニン		120.8人 ニン		121.8人 ニン		127.1人 ニン		135.7人 ニン

				　精神（触法を除く） セイシン ショクホウ ノゾ		113.1人 ニン		125.2人 ニン		125.4人 ニン		122.4人 ニン		128.5人 ニン		129.0人 ニン

				　筋ジス スジ		38.3人 ニン		33.0人 ニン		30.7人 ニン		28.1人 ニン		24.2人 ニン		24.9人 ニン				0.7

				　重心 ジュウシン		59.5人 ニン		66.9人 ニン		66.2人 ニン		67.2人 ニン		67.4人 ニン		67.3人 ニン

				　精神（触法） セイシン ショクホウ		60.7人 ニン		64.1人 ニン		61.6人 ニン		59.8人 ニン		63.1人 ニン		58.5人 ニン

		患者1人1日当たり入院単価 カンジャ ニン ニチ ア ニュウイン タンカ				37,471円 エン		38,490円 エン		41,256円 エン		43,750円 エン		44,396円 エン		44,770円 エン				59.6

				　一般		47,136円 エン		51,298円 エン		54,481円 エン		56,677円 エン		59,241円 エン		59,875円 エン

				　精神（触法を除く） セイシン ショクホウ ノゾ		21,400円 エン		22,580円 エン		25,011円 エン		29,752円 エン		28,973円 エン		28,728円 エン

				　筋ジス スジ		36,706円 エン		34,066円 エン		39,336円 エン		39,914円 エン		39,767円 エン		38,828円 エン

				　重心 ジュウシン		34,829円 エン		34,608円 エン		36,967円 エン		37,681円 エン		37,485円 エン		38,640円 エン

				　精神（触法） セイシン ショクホウ		55,016円 エン		54,271円 エン		53,992円 エン		54,688円 エン		55,086円 エン		54,806円 エン

		平均在院日数（全体） ヘイキン ザイイン ニッスウ				50.3日 ヒ		44.8日 ヒ		37.0日 ヒ		32.3日 ヒ		31.9日 ヒ		31.4日 ヒ

				　一般		20.1日 ヒ		18.4日 ヒ		17.1日 ヒ		15.9日 ヒ		14.9日 ヒ		15.4日 ヒ

				　精神（触法を除く） セイシン ショクホウ ノゾ		52.6日 ヒ		51.5日 ヒ		40.7日 ヒ		34.1日 ヒ		40.1日 ヒ		41.4日 ヒ

				　筋ジス スジ		-		12083.0日 ヒ		7480.7日 ヒ		2281.1日 ヒ		-		-

				　重心 ジュウシン		232.9日 ヒ		142.3日 ヒ		97.7日 ヒ		67.1日 ヒ		63.7日 ヒ		55.6日 ヒ

				　精神（触法） セイシン ショクホウ		913.0日 ヒ		721.4日 ヒ		632.8日 ヒ		642.1日 ヒ		719.6日 ヒ		620.7日 ヒ

		病床利用率 ビョウショウ リヨウリツ				80.9%		85.3%		86.8%		85.7%		88.0%		88.8%

		1日平均外来患者数 イチニチ ヘイキン ガイライ カンジャスウ				450.7人 ニン		478.1人 ニン		485.6人 ニン		487.6人 ニン		489.6人 ニン		479.7人 ニン

		患者1人1日当たり外来単価 カンジャ ニン ニチ ア ガイライ タンカ				9,772円 エン		9,736円 エン		9,801円 エン		10,257円 エン		10,814円 エン		10,976円 エン

		紹介率 ショウカイ リツ				69.6%		75.8%		79.1%		79.4%		77.7%		79.4%

		逆紹介率 ギャク ショウカイ リツ				49.6%		58.3%		52.6%		51.2%		52.1%		64.4%

		手術件数 シュジュツ ケンスウ				253件 ケン		243件 ケン		310件 ケン		311件 ケン		297件 ケン		305件 ケン

		薬剤管理指導料件数 ヤクザイ カンリ シドウ リョウ ケンスウ				484件 ケン		5,375件 ケン		7,509件 ケン		6,877件 ケン		8,910件 ケン		9,054件 ケン

		放射線検査件数 ホウシャセン ケンサ ケンスウ				10,157件 ケン		18,371件 ケン		20,883件 ケン		21,441件 ケン		21,701件 ケン		23,900件 ケン

		臨床検査件数 リンショウ ケンサ ケンスウ				536,807件 ケン		619,219件 ケン		683,573件 ケン		713,835件 ケン		762,627件 ケン		678,469件 ケン

						H26'		目標 モクヒョウ		H27'

				後発医薬品　数量シェア コウハツ イヤクヒン スウリョウ		63.2%		65.0%		68.3%

						H26'		目標 モクヒョウ		H27'

				一般管理費(人件費、公租公課を除く) イッパン カンリヒ ジンケンヒ コウソ コウカ ノゾ		110,424		93,840		87,379



後発医薬品　数量シェア



後発医薬品　数量シェア	







H26'	目標	H27'	0.63200000000000001	0.65	0.68300000000000005	







一般管理費(人件費、公租公課を除く)	

H26'	目標	H27'	110424	93840	87379	







病院管理指標 (本番)

		病院管理指標の推移 ビョウイン カンリ シヒョウ スイイ				H22'		H23'		H24'		H25'		H26'		H27'		H28'

		1日平均入院患者数（全体） イチニチ ヘイキン ニュウイン カンジャスウ ゼンタイ				369.3人 ニン		397.5人 ニン		404.7人 ニン		399.3人 ニン		410.3人 ニン		415.4人 ニン		419.0

				　一般		97.7人 ニン		108.3人 ニン		120.8人 ニン		121.8人 ニン		127.1人 ニン		135.7人 ニン						内科 ナイカ		27.4

				　精神（医療観察法を除く） セイシン イリョウ カンサツ ホウ ノゾ		113.1人 ニン		125.2人 ニン		125.4人 ニン		122.4人 ニン		128.5人 ニン		129.0人 ニン		128.4				循環器内科 ジュンカン キ ナイカ		47.8

				　筋ジス スジ		38.3人 ニン		33.0人 ニン		30.7人 ニン		28.1人 ニン		24.2人 ニン		24.9人 ニン				0.2		消化器内科 ショウカキ ナイカ ショウナイ		33.8

				　重心 ジュウシン		59.5人 ニン		66.9人 ニン		66.2人 ニン		67.2人 ニン		67.4人 ニン		67.3人 ニン						神経内科 シンケイ ナイカ		35.9

				　精神（医療観察法） セイシン イリョウ カンサツ ホウ		60.7人 ニン		64.1人 ニン		61.6人 ニン		59.8人 ニン		63.1人 ニン		58.5人 ニン		59.7				小児科 ショウニカ		35.9

		患者1人1日当たり入院単価（全体） カンジャ ニン ニチ ア ニュウイン タンカ				37,471円 エン		38,490円 エン		41,256円 エン		43,750円 エン		44,396円 エン		44,774円 エン				59.6		精神科 セイシン カ		18.8

				　一般		47,136円 エン		51,298円 エン		54,481円 エン		56,677円 エン		59,241円 エン		59,875円 エン						外科 ゲカ		35.1

				　精神（医療観察法を除く） セイシン イリョウ カンサツ ホウ ノゾ		21,400円 エン		22,580円 エン		25,011円 エン		29,752円 エン		28,973円 エン		28,728円 エン						消化器外科 ショウカキ ゲカ		50.7

				　筋ジス スジ		36,706円 エン		34,066円 エン		39,336円 エン		39,914円 エン		39,767円 エン		38,828円 エン						脳神経外科 ノウシンケイ ゲカ		36.6

				　重心 ジュウシン		34,829円 エン		34,608円 エン		36,967円 エン		37,681円 エン		37,485円 エン		38,640円 エン						産婦人科 サンフジンカ		49.4

				　精神（医療観察法） セイシン イリョウ カンサツ ホウ		55,016円 エン		54,271円 エン		53,992円 エン		54,688円 エン		55,086円 エン		54,806円 エン		5,464

		平均在院日数（全体） ヘイキン ザイイン ニッスウ				50.3日 ヒ		44.8日 ヒ		37.0日 ヒ		32.3日 ヒ		31.9日 ヒ		31.4日 ヒ

				　一般		20.1日 ヒ		18.4日 ヒ		17.1日 ヒ		15.9日 ヒ		14.9日 ヒ		15.4日 ヒ

				　精神（触法を除く） セイシン ショクホウ ノゾ		52.6日 ヒ		51.5日 ヒ		40.7日 ヒ		34.1日 ヒ		40.1日 ヒ		41.4日 ヒ

				　筋ジス スジ		-		12083.0日 ヒ		7480.7日 ヒ		2281.1日 ヒ		-		-

				　重心 ジュウシン		232.9日 ヒ		142.3日 ヒ		97.7日 ヒ		67.1日 ヒ		63.7日 ヒ		55.6日 ヒ

				　精神（触法） セイシン ショクホウ		913.0日 ヒ		721.4日 ヒ		632.8日 ヒ		642.1日 ヒ		719.6日 ヒ		620.7日 ヒ

		病床利用率 ビョウショウ リヨウリツ				80.9%		85.3%		86.8%		85.7%		88.0%		88.8%

		1日平均外来患者数 イチニチ ヘイキン ガイライ カンジャスウ				450.7人 ニン		478.1人 ニン		485.6人 ニン		487.6人 ニン		489.6人 ニン		479.7人 ニン

		患者1人1日当たり外来単価 カンジャ ニン ニチ ア ガイライ タンカ				9,772円 エン		9,736円 エン		9,801円 エン		10,257円 エン		10,814円 エン		10,976円 エン

		紹介率 ショウカイ リツ				69.6%		75.8%		79.1%		79.4%		77.7%		79.4%

		逆紹介率 ギャク ショウカイ リツ				49.6%		58.3%		52.6%		51.2%		52.1%		64.4%

		手術件数 シュジュツ ケンスウ				253件 ケン		243件 ケン		310件 ケン		311件 ケン		297件 ケン		305件 ケン

		薬剤管理指導料件数 ヤクザイ カンリ シドウ リョウ ケンスウ				484件 ケン		5,375件 ケン		7,509件 ケン		6,877件 ケン		8,910件 ケン		9,054件 ケン

		放射線検査件数 ホウシャセン ケンサ ケンスウ				10,157件 ケン		18,371件 ケン		20,883件 ケン		21,441件 ケン		21,701件 ケン		23,900件 ケン

		臨床検査件数 リンショウ ケンサ ケンスウ				536,807件 ケン		619,219件 ケン		683,573件 ケン		713,835件 ケン		762,627件 ケン		678,469件 ケン



患者１人１日当たり入院診療収入





内科	循環器内科	消化器内科	神経内科	小児科	精神科	外科	消化器外科	脳神経外科	産婦人科	27.4	47.8	33.799999999999997	35.9	35.9	18.8	35.1	50.7	36.6	49.4	







27概算要求

				平成２８年度予算案　国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター ヘイセイ ネンド ヨサン アン コクリツ ケンキュウ カイハツ ホウジン コクリツ セイシン シンケイ イリョウ ケンキュウ



				◎運営費交付金（既定分） ウンエイヒ コウフキン キテイ ブン

				区　　　　　　　　　　　　　　　分 ク ブン								平成22年度
予算額 ヘイセイ ネンド ヨサンガク		平成23年度
予算額 ヘイセイ ネンド ヨサンガク		平成24年度
予算額 ヘイセイ ネン ド ヨサンガク		平成25年度
予算額 ヘイセイ ネン ド ヨサンガク		平成26年度
予算額 ヘイセイ ネン ド ヨサンガク		平成27年度
予算額 ヘイセイ ネン ド ヨサン ガク



				Ⅰ　研究・臨床研究の推進 ケンキュウ リンショウ ケンキュウ スイシン		1　研究推進事業 ケンキュウ スイシン ジギョウ		(1)　研究基盤経費 ケンキュウ キバン ケイヒ		研究所 ケンキュウジョ		2,324,894		2,087,108		2,052,511		2,052,511		0		1,782,470

										IBIC		-		246,399		246,399		246,269		176,269		138,969

						2　臨床研究推進事業 リンショウ ケンキュウ スイシン ジギョウ		(1)　臨床研究基盤経費 リンショウ ケンキュウ キバン ケイヒ		TMC		56,994		52,450		115,229		272,213		202,213		181,992

										クラスター		128,768		62,779		0		0		60		0

										バイオリソース		-		300,000		300,000		0		0		0

										CBTセンター		-		98,045		98,045		97,930		88,040		79,236

										知的財産 チテキ ザイサン		-		31,722		31,524		95,286		70,286		63,258

										バイオバンク		-		-		150,000

作成者: プラットフォーム構築事業		158,069

作成者: ・バイオリソース
　66,735千円
・遺伝子情報解析
　26,154千円
・臨床情報プラットフォーム
　54,507千円
・セントラルバンク構築
　10,573千円		158,069		158,069

										メンタルケアモデル		-		-		100,000		99,958		80,958		29,075

										治験・臨床研究運営事業 チケン リンショウ ケンキュウ ウンエイ ジギョウ										214,841		214,841

										治験・臨床研究推進事業 チケン リンショウ ケンキュウ スイシン ジギョウ												71,135

								(2)　精神・神経医療研究開発費 セイシン シンケイ イリョウ ケンキュウ カイハツヒ				1,011,600		800,808		800,808		800,808		750,808		550,000

						小計 ショウケイ						3,522,256		3,679,311		3,894,516		3,823,044		1,741,544		3,269,045

				Ⅱ　医療の均てん化 イリョウ キン カ		1　精神・神経疾患診療均てん化事業 セイシン シンケイ シッカン シンリョウ キン カ ジギョウ		(1)　神経難病患者在宅医療支援経費 シンケイ ナンビョウ カンジャ ザイタク イリョウ シエン ケイヒ				1,007		1,001		1,001		1,008		1,008		1,036

						小計 ショウケイ						1,007		1,001		1,001		1,008		1,008		1,036

				Ⅲ　人材育成 ジンザイ イクセイ		1　専門医師等育成事業 センモン イシ トウ イクセイ ジギョウ		(1)　指導医・レジデント・修錬医経費 シドウ イ シュウレン イ ケイヒ				447,562		446,165		446,165		509,533		419,035		208,936

						2　教育研修事業 キョウイク ケンシュウ ジギョウ		(1)　教育研修経費（看護） キョウイク ケンシュウ ケイヒ カンゴ				14,192		14,047		14,047		14,018		14,018		14,018

								(2)　発達障害研修経費 ハッタツ ショウガイ ケンシュウ ケイヒ				11,296		8,674		8,674		8,674		8,674		8,674

						小計 ショウケイ						473,050		468,886		468,886		532,225		441,727		231,628

				Ⅳ　情報発信 ジョウホウ ハッシン		1　情報提供事業 ジョウホウ テイキョウ ジギョウ		(1)　自殺予防総合対策センター経費 ジサツ ヨボウ ソウゴウ タイサク ケイヒ				80,450		74,698		74,698		74,634		55,236		49,712

						2　政策提言事業 セイサク テイゲン ジギョウ		(1)　政策提言経費 セイサク テイゲン ケイヒ				1,374		1,374		1,374		1,374		1,374		1,374

						小計 ショウケイ						81,824		76,072		76,072		76,008		56,610		51,086

				Ⅴ　診療事業 シンリョウ ジギョウ		1　精神医療事業 セイシン イリョウ ジギョウ		(1)　精神医療経費 セイシン イリョウ ケイヒ				97,344		0		0		0		0		0

						小計 ショウケイ						97,344		0		0		0		0		0

				Ⅵ　運営基盤安定化 ウンエイ キバン アンテイカ		1　運営基盤確保事業 ウンエイ キバン カクホ ジギョウ		(1)　運営基盤経費 ウンエイ キバン ケイヒ				169,783		0		0		0		0		0

								(2)　退職手当 タイショク テアテ				250,070		288,000		320,865		207,726		244,774		320,840

						小計 ショウケイ						419,853		288,000		320,865		207,726		244,774		320,840

				　　給与特例法相当削減額 キュウヨ トクレイホウ ソウトウ サクゲンガク								0		0		0		△105,711		0		0

						小計 ショウケイ						0		0		0		△105,711		0		0

				戻し分 モド ブン

						小計 ショウケイ

				合　　　　　　　　　　　　　　　計 ゴウ ケイ								4,595,334		4,513,270		4,761,340		4,534,300		2,485,663		3,873,635

												-		98.21%		105.50%		95.23%		54.82%		155.84%

				◎施設整備費補助金 シセツ セイビヒ ホジョキン

				整備名 セイビ メイ																		平成27年度
概算要求額 ヘイセイ ネン ド ガイサン ヨウキュウ ガク
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Sheet3

						平成22年度
予算額 ヘイセイ ネンド ヨサンガク		平成23年度
予算額 ヘイセイ ネンド ヨサンガク		平成24年度
予算額 ヘイセイ ネン ド ヨサンガク		平成25年度
予算額 ヘイセイ ネン ド ヨサンガク		平成26年度
予算額 ヘイセイ ネン ド ヨサンガク		平成27年度
予算額 ヘイセイ ネン ド ヨサン ガク



		研究				2,325		2,334		2,299		2,299		176		1,921

		臨床研究				1,197		1,346		1,596		1,524		1,565		1,348

		診療 シンリョウ		難病在宅支援 ナンビョウ シエン		1		1		1		1		1		1

				精神医療 セイシン イリョウ		97		-		-		-		-		-

		教育研修 キョウイク ケンシュウ				473		469		469		532		442		232

		情報発信 ジョウホウ ハッシン				82		76		76		76		57		51

		その他 タ		退職手当 タイショク テアテ		250		288		321		208		245		321

				運営基盤 ウンエイ キバン		170		-		-		-		-		-

		給与特例法相当削減 キュウヨ トクレイホウ ソウトウ サクゲン				-		-		-		▲ 106		-		-

		合計 ゴウケイ				4,595		4,513		4,761		4,534		2,486		3,874

		対前年度比率 タイ ゼンネンド ヒ リツ						98.2%		105.5%		95.2%		54.8%		155.8%

						H22'		H23'		H24'		H25'		H26'		H27'

		運営費交付金予算 ウンエイヒ コウフキン ヨサン				4,595		4,513		4,761		4,534		4,292		3,874

		外部資金 ガイブ シ キン				2,573		2,341		2,372		2,372		2,521		2,821

		合計 ゴウ ケイ				7,168		6,854		7,133		6,906		6,813		6,695



運営費交付金及び外部資金の推移



運営費交付金予算	

H22'	H23'	H24'	H25'	H26'	H27'	4595	4513	4761	4534	4292	3874	外部資金	

H22'	H23'	H24'	H25'	H26'	H27'	2573	2341	2372	2372	2521	2821	







Sheet1

				H28'以前 イゼン		H27'		H28'		H29'		H30'		H31'		H32'		H34'		H35'		H36'

				818,337,484		886,600,637		43,771,140		154,098,105		1,189,685,325		189,215,506		29,145,073		89,397,690		13,817,740		12,111,750

								H29'以前 イゼン		H30'		H31'		H32'		H33'以降 イコウ

						平成27年度末時点における医療機器等耐用年数経過 ヘイセイ ネンド マツ ジテン イリョウ キキ トウ タイヨウ ネンスウ ケイカ		1,903		1,190		189		29		115				3,426



平成27年度末時点における

医療機器等耐用年数経過



平成27年度末時点における医療機器等耐用年数経過	

H29'以前	H30'	H31'	H32'	H33'以降	1903	1190	189	29	115	単位：百万円









合計：3,426百万円





19Copyright © 2012 National Center of Neurology and Psychiatry (NCNP)

評価項目Ｎｏ．１－２ 実用化を目指した研究・開発の推進及び基盤整備

Ⅰ 中長期目標の内容

◆ 実用化を目指した研究・開発の推進及び基盤整備

① センター内や産官学の連携の強化、治験・臨床研究の推進やゲノム医療の実現化に向けた基盤整備を行い、特に、ナショナルセン
ター・バイオバンクネットワークを最大限活用し、センターが担う疾患に関する難治性・希少性疾患の原因解明や創薬に資する治
験・臨床研究を推進するために、詳細な臨床情報が付帯された良質な生体試料を収集・保存するとともに、外部機関へ提供できる仕
組みを構築するなどバイオバンク体制のより一層の充実を図る。

② 中長期目標期間中に、First in human（ヒトに初めて投与する）試験実施件数、医師主導治験実施件数、センターの研究開発に基
づくものを含む先進医療承認件数について、合計6件以上実施する。更に、学会等が作成する診療ガイドラインへの採用数について中
長期計画に具体的な目標を定める。

【重要度「高」の理由】・・・国民が健康な生活及び長寿を享受することのできる社会を形成するために極めて重要であり、研究と臨床を
一体的に推進できるNCの特長を活かすことにより、研究成果の実用化に大きく貢献することが求められてい
るため。

自己評価 Ｓ （過去の主務大臣評価 H27年度：Ｂ H28年度：Ａ）

Ⅱ 目標と実績との比較

◆ 実用化を目指した研究・開発の推進及び基盤整備
以下のとおり、所期の目標を量的及び質的に上回る顕著な成果が得られている。（Ｓ）

① バイオバンク及びクリニカルイノベーションネットワーク（CIN）について

・ 平成29年度におけるバイオバンク検体登録件数は、3,507件（平成28年度は2,091件）であり、豊富な臨床情報が付随した、高品
質のバイオリソースの収集を継続している。

・ 平成29年度のバイオリソースの提供実績は20件1,479検体、うち企業への有償分譲が6件。また、製薬会社の要望から、肝炎ウイ
ルス等の検査を必要に応じて行えるようにした。

・ ナショナルセンター・バイオバンクとして平成29年度から第2ステージとして患者レジストリに基づく臨床研究開発インフラとし
ての拡張を進めている。

・ CINを推進するための総論的な課題の検討を進めるとともに、個々の患者レジストリ（神経・筋疾患、希少疾患、精神疾患、パー
キンソン病、運動失調症、認知症、プリオン病など）の充実に取り組んだ。

＜実績評価書36頁、46頁～48頁、49頁＞
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② 中長期計画期間中の定量的指標として、

・ 次の（ア）～（ウ）を中長期目標の期間中に、合計６件以上実施する。
【定量的指標】（ア）First in human試験実施件数 平成29年度 実績値：２件（新規０件）

▶ 平成27年度～29年度までの実績値（累計）：２件
【定量的指標】（イ）医師主導治験実施件数 平成29年度 実績値：４件（新規２件）

▶ 平成27年度～29年度までの実績値（累計）：４件
【定量的指標】（ウ）先進医療承認件数 平成29年度 実績値：１件（新規０件）

▶ 平成27年度～29年度までの実績値（累計）：２件

【定量的指標】平成27年度～29年度までの（ア）～（ウ）の合計 目標値：６件 実績値：８件（達成度 133％）
・ 研究部門において研究・開発した革新的な成果の実用化に向けた重要過程となることから、その治験の

結果が成果の発展的展開につながった。＜実績評価書37頁＞

・ 中長期目標の期間中に、次について４件以上あげる。＜実績評価書34頁～35頁＞

【定量的指標】学会等が作成する診療ガイドラインへの採用件数 平成29年度 実績値累計：８件
（診療ガイドライン）

・多発性硬化症・視神経脊髄炎診療ガイドライン(2017）の評価調整委員として、ガイドライン原案に関する意見出
しを行い、平成29年6月に刊行された。

・日本核医学会アミロイドPETイメージング剤合成装置の適正使用ガイドラインの作成ワーキンググループの委員と
して参画し、当該ガイドラインの改定第2版が平成29年11月17日に公表となった。

・日本小児神経学会において、チック診療ガイドライン策定委員会のアドバイザーとして参画し、同診療ガイドライ
ンが完成し、平成29年6月30日に発刊となった。

・日本小児神経学会における小児けいれん重積診療ガイドラインを作成し、平成29年6月30日に発刊となった。

・日本小児神経学会が監修したてんかん診療ガイドライン2018作成委員会の委員として参画し、同診療ガイドライン
が完成し、平成30年3月15日に発刊となった。

・NCNPの研究成果に基づき、措置入院の運用に関するガイドラインを作成し、制度を所管する厚生労働省より、平成
30年3月に発出した。

・NCNPの研究成果に基づき、地方公共団体による精神障害者の退院後支援に関するガイドラインを作成し、制度を所
管する厚生労働省より、平成30年3月に発出した。

・NCNPの研究成果に基づき、摂食障害に対する認知行動療法CBT-E簡易マニュアルを作成し、神経性過食症に対する
認知行動療法が平成30年4月から保険収載された。
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専門的医療が必要で、一般的な病院等では実施困難な
治験を含め、精神・神経・筋・発達障害の領域で数多く
の企業治験、医師主導治験を実施している。
当該領域の臨床研究も活発に実施されている。

過去３年間の治験・臨床研究実施数

平成25 年度以降の実施治験の対象疾患
（疾患により、複数診療科により連携して実施）

アルツハイマー型認知症

レビー小体型認知症

うつ病

統合失調症

双極性障害

不眠症

突発性過眠症

ナルコレプシー

パーキンソン病

進行性核上性麻痺

レストレス･レッグス症候群

ハンチントン病

脊髄小脳変性症

多発性硬化症

視神経脊髄炎・関連疾患

筋萎縮性側索硬化症

慢性炎症性脱髄性多発根神経炎

封入体筋炎

多巣性運動ニューロパチー

筋ジストロフィー

自閉性障害

注意欠陥(欠如)・多動性障害

リー脳症

発達障害を有する小児の睡眠障害

てんかん

レノックス・ガストー症候群

評価項目No.1-2 実用化を目指した研究・開発の推進及び基盤整備

H27’ H28’ H29’

企業治験 新規 16 26 23

継続 49 43 44

医師主導治験 新規 0 1 2

継続 4 2 2

臨床研究 新規 133 140 130

継続 430 474 494

日本発の医薬品の創出や海外で開発された医薬品を迅
速に国内で実用化するため国際共同治験の重要性が高
まっている中、担当領域での国際共同治験を数多く実施
している。

H27’ H28’ H29’

国際共同治験 31 26 40
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評価項目No.1-2 実用化を目指した研究・開発の推進及び基盤整備

１．NCNPバイオバンクの特徴 -- 精神・神経・筋疾患研究に有用な、採取の難しいバイオリソースの収集と活用

○ 骨格筋：病理診断の臨床的有用性から従来より筋生検が行われており、４０年前から一貫して同じ手法で採取、処理、保
存をして、現在登録数が１８，０００件を超え世界有数である。その内２０００件余は、凍結筋に加えて培養細胞も同時に保
存している。ゲノムに加えて、オミックス研究にも利用でき、世界の研究者とのチャネルがある。新しい疾患概念の提唱、病
態解析、新規薬剤開発に至る種々の研究段階で活用されている。

○ 脳脊髄液：本プロジェクトは精神疾患を中心に進めてきており、統合失調症、気分障害、双極性障害などに加えて、認知
症、パーキンソン病などの神経疾患も増加している。バイオマーカー研究が盛んに行われており、フィブリノーゲン、ある種
のマイクロRNAなどがバイオマーカーの候補として同定された。ロンドン大学との共同研究の計画が進んでいる。

○ てんかん手術脳：てんかん外科手術は年間30例程度あり、累計80例の登録がある。手術の際に採取した脳を厚切片にし
てホルマリン固定と凍結固定を交互に行い保存している。病理像を参照しながらの凍結試料の利用が可能で、皮質異形
成（脳の形成障害の一つ）や微小がんなどの研究に利用できる。

２．NCNPバイオバンクの利活用実績と関連研究事業

○ 多様な試料形態、提供先はアカデミア及び企業、共同研究もしくは分譲による提供を行っている。また、バイオバンクを基
盤とする多くのゲノム関連研究事業や難病研究と連動している。

３．ナショナルセンター・バイオバンクネットワーク（ＮＣＢＮ）としての活動

○ 各ＮＣの取り扱う疾患の特徴を活かしながら、病名、共通問診票、試料保存の方法などの共通部分を同じプラットフォー
ムにすべく活動してきたNCBNについて、平成２９年度からは第２ステージとして、企業を含む研究者の利活用推進に重点
を置き、研究利用の手順の簡素化と迅速化を行ってきた。

○ ＮＣＢＮの特徴は、①試料・情報の品質が高い事、②試料・情報等の種類が豊富、③試料に付随する情報の精度が高く、
深く詳細な事にあり、第２期では、より医療に繋げていく事をイメージした治験・臨床試験という「出口」を明確に定め、クリニ
カルイノベーションネットワーク事業と連携したバイオバンクの拡張を進めている。

バイオバンク、ブレインバンク事業
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評価項目No.1-2 実用化を目指した研究・開発の推進及び基盤整備

NCNPバイオバンク

精神疾患、神経疾患
DNA・血漿 高品質髄液

知的障害バンク
血液DNA
リンパ芽球 凍結筋 筋芽細胞

組み入れ

精神・神経疾患の
遺伝カウンセリング

難病次世代型診断拠点形成

未診断疾患プロジェクト（IRUD)
連携
組み入れ準備

分譲を含む利活用
提供実績

NCバイオバンクネッﾄワーク や
他のメガバンクとの連携活動 産学連携事業の推進

試料の高品質化
世界標準化

>3000 >2500

>18000 約2000約600家系

筋レポジトリー

疾患iPS研究 筋・骨格班

バイオリソースを活用した
難病研究等を推進

産官学リバース・トランス
レーショナル・リサーチ

プロジェクト（GAPFREE)

提供先：62件
NCNP外 42件
大学 16 件
公的研究機関 10 件
他のNC 5 件
企業（海外企業） 11 (2) 件

提供内容：全6,245検体
血漿 18 件 2,403
血清 6  件 349
DNA 16 件 1,422
髄液 26 件 2,045
その他 2 件 26

提供方法：全42件
共同研究 34 件
分譲 8 件

筋疾患 精神疾患 発達障害/てんかん 神経疾患

凍結筋 培養細胞 血液・DNA 脳脊髄液 DNA 脳組織 脳脊髄液

保有する
バイオ
リソース

数

筋ジストロフィ (3000)
先天性ミオパチー
(900)
ミトコンドリア病
(1400)
その他

(総数 >18,000)

筋ジストロフィ (400)
先天性ミオパチー
(200)
ミトコンドリア病
(250)
その他

(総数 >2,000)

統合失調症 (800）
うつ病 (1000）
双極性障害（400）
認知症（450）
健常対照者
(1350）

（総数＞4,500）

統合失調症(270)
うつ病(160)
双極性障害
（120）
認知症（100）
健常対照者
（200）

（総数 >1000）

知的障害
てんかん
自閉症

(約600 家系)

皮質異形成
（200）
海馬硬化症
（150）
腫瘍、脳炎
(100)

(総数＞500)

パーキンソン病
脊髄小脳変性症
トリプレット病
多発性硬化症
その他

（総数＞ 300）

精神疾患薬剤による薬疹に
関するファーマコゲノミス研究

ゲノム（オミックス）研究開発

ゲノム医療の推進

倫理的配慮
知的財産の確保

臨床ゲノム情報統合データベース事業

ゲノム創薬基盤研究事業

NCNPバイオバンクの利活用実績と関連研究事業

ブレインバンク

日本ﾌﾞﾚｲﾝﾊﾞﾝｸﾈｯﾄ
ﾜｰｸを構築
全国10拠点を統括
精神疾患
神経疾患
それ以外の疾患

（検体約1700件）
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評価項目No.1-2 実用化を目指した研究・開発の推進及び基盤整備

「医療実装疾患統合バンク」への発展

NCBN：ナショナルセンター・バイオ
バンクネットワーク

患者レジストリ（CIN等）に基づく臨床研究開発インフラ
としてのバイオバンクの拡張・発展

各NCが、CINなどを通じて構築した、疾患毎に協力病院をつな

ぐ患者レジストリを基に、企業治験・医師主導治験・臨床研究に

も展開可能な、臨床開発インフラを整備

生体試料・
医療情報

臨床研究・
先駆的医療

病院研究所NC、NHO
臨床研究中核
病院、など

PMDA AMED

企業

問い合わせに対する対応の迅速化
高品質の試料確保（高品質CSFなど)
利活用推進委員会の設置と運営
分譲による提供手順の整備を実施

0
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15

20

25

H25 H26 H27 H28 H29

提
供
件
数

外部件数

内部件数

バイオバンク提供実績の推移

0
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1500
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2500

3000

3500

H25 H26 H27 H28 H29

提
供

試
料

数

外部CSF以外

外部CSF
内部提供数

堅実に増加

CSF試料提供の増大

H28 GAPFREE研究事業
による急激な提供増加

利活用推進のための実施事項

1313

398

815

1334

25

1043

46
237246
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評価項目No.1-2 実用化を目指した研究・開発の推進及び基盤整備

CINコア事業

6NC中心に、CIN推進の中核として活動（AMED CIN武田班）
(NCNPの患者レジストリの主な取組み)

○CINは、レギュラトリーサイエンスに基づき疾患登録患者情報を用いて効率的な治験・臨床研究が実施できる環境を
整備することにより国内外の企業による国内臨床開発を加速し、新薬の早期開発により国民の健康寿命を延伸する。

○我が国の重要施策として「未来投資戦略2017（平成29年6月閣議決定）」「未来投資戦略2018（平成30年6月閣議決
定）」「経済財政運営と改革の基本方針2018（平成30年6月閣議決定）」などでCINの推進が掲げられている。

○平成29年度においては、
・各レジストリにおける登録者数増加とともに、ILOOP（認知症）及びRemudy(筋ジストロフィー)では企業への情報
提供に対応した。

・CIN武田班では、CIN拠点班（國土班）における国内レジストリ調査、レジストリリスト作成について協働して進める

とともに、治験対照群、製造販売後調査でのレジストリ利活用における同意の必要性の整理、利活用に伴う企業
の費用負担などについて提言を行った。

国
内
開
発
の
活
性
化

海
外
メ
ー
カ
ー
の
国
内
開
発
呼
び
込
み

クリニカル・イノベーション・ネットワーク（CIN)の構築を目指した取組
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評価項目No.1-2 実用化を目指した研究・開発の推進及び基盤整備

ＮＣＮＰが事務局を担う主な疾患レジストリ

名称（呼称） 疾患領域

未診断疾患イニシアチブ(IRUD) 未診断疾患

精神疾患患者登録システム（RoMCO） 精神疾患

認知症予防のための健常者対象インターネットレジストリ（IROOP） 健常者、認知症

プリオン病患者登録・自然歴調査システム（JACOP） プリオン病

多発性硬化症/視神経脊髄炎患者レジストリ 多発性硬化症/視神経脊髄炎

Japan Consortium of Ataxias（J-CAT） 脊髄小脳変性症

パーキンソン病発症予防のための運動症状発症前biomarkerの特定（J-PPMI） パーキンソン病

パーキンソン病とパーキンソン病関連疾患における
臨床研究支援チーム（Team JParis） パーキンソン病

ミトコンドリア病患者レジストリー ミトコンドリア病

神経筋疾患患者情報登録（Remudy） 筋ジストロフィー
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評価項目No.1-2 実用化を目指した研究・開発の推進及び基盤整備

ＮＣ間の人事交流について

ＮＣ以外との人事交流等の状況

国内外の大学又は研究機関等との連携協定の締結等の状況

○ 国内外の大学（連携大学院）又は研究機関等１４大学７研究等機関（うち国外４大学５機関）と連携協定等の締結により学生受入及
び共同セミナー・研究等を実施している。

東京医科歯科大学 東京大学 東京農工大学 山梨大学 東北大学 千葉大学 早稲田大学 東邦大学
お茶の水女子大学 横浜市立大学 ﾒﾙﾎﾞﾙﾝ大学 ﾍﾟﾝｼﾙﾊﾞﾆｱ大学 ﾋﾟｴｰﾙ･ｴ･ﾏﾘｰｷｭﾘｰ大学 ﾏﾋﾄﾞﾝ大学
量子科学技術研究開発機構放射線医学総合研究所 医薬品医療機器総合機構
ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙﾒﾝﾀﾙﾍﾙｽ機構 ｿｳﾙ国立精神衛生ｾﾝﾀｰ ﾌﾟﾗｻｰﾄ神経研究所 ﾏｯｸｽﾌﾟﾗﾝｸ研究所
世界保健機関（WHO）：自殺総合対策推進ｾﾝﾀｰCollaborating Center 、認知症Focal Point 

○ NCNPでは、医薬品医療機器総合機構（PMDA）とは定期的な人材交流を行なっており、NCNPからPMDAへ出向中の者は、研究
支援部門で医薬品等の開発及びレギュラトリーサイエンス実施等の中心となって活躍している。さらに、PMDAとの包括的連携協
定の締結後は、当センター研究者とPMDA職員との定期的な意見交換を行い、当センター研究者にとっての薬事、レギュラトリーサ
イエンスの知識の習得、PMDA職員にとっては医療現場でのニーズに関する情報収集に役立っている。

○ 日本医療研究開発機構(AMED)に対しても、その発足時よりNCNPから医師及び治験コーディネーターが出向しており、ＮＣＮＰに
復帰後はAMEDで培われた経験を活かし臨床研究支援、研究倫理部門などで活躍している。

○ NCNPから、「青森県立保健大学大学院健康科学研究科社会的包摂・セーフティプロモーション研究室教授」、「帝京大学大学院
公衆衛生学研究科准教授」、「東京大学大学院医学系研究科准教授」、「横浜市立大学看護学部精神看護学科准教授」、 「筑波
大学医学医療系・准教授」、「東京慈恵医科大学医学部精神医学講座准教授」に就任した。

○ ＮＣ間での研究者人材交流は、それぞれの専門分野の違い等もあることから、基礎研究分野においては難しいと思われるが、臨床
研究に関しては、多角的な取り組みにより研究の多様性に貢献すると思われる。平成29年度は、国立がん研究センターへ２名の研
究者が交流した。

○ また、精神科領域における人材交流に関して、国立国際医療研究センター（ＮＣＧＭ）の児童精神科でNCNPの医師が教育を受け
たり、NCNPでＮＣＧＭその他のNCの精神科医に対して臨床研究、政策研究などの教育をするといったことが可能であると思われる。
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評価項目Ｎｏ．１－３ 医療の提供に関する事項

Ⅰ 中長期目標の内容

① 医療政策の一環として、センターで実施すべき高度かつ専門的な医療、標準化に資する医療の提供

・ 我が国における精神・神経疾患等に対する中核的な医療機関として、国内外の研究施設及び医療機関等の知見を集約しつつ研究部
門と密接な連携を図り、その研究成果を活用し、先進医療を含む高度かつ専門的な医療の提供を引き続き推進。特に、先進医療制度
を活用した反復経頭蓋磁気刺激装置（TMS）を用いた治療について、中長期目標期間中に60人以上実施し、薬事承認を目指す。

② 患者の視点に立った良質かつ安心な医療の提供

・ それぞれの特性を生かした、多職種連携かつ診療科横断によるチーム医療を推進し、特定の職種への過度な負担を軽減するととも
に、継続して質の高い医療の提供を行う。

・ NC間における医療安全相互チェックを行う。
・ 全職員を対象とした医療安全や感染対策のための研修会を年間2回以上開催し受講状況を確認する。
・ 医療安全委員会を月1回以上開催すること、インシデント及びアクシデントの情報共有等を行うことなど、医療事故防止、感染管

理及び医療機器等の安全管理に努め、医療安全管理体制を強化する。
・ 入院時から地域ケアを見通し、地域生活への移行を目指した良質かつ適切な医療の提供を行う。
・ 医療観察法対象者に対して、研究部門と連携し、退院後の地域生活への安全で円滑な移行を支援する質の高い医療の提供を行う。
・ 手術件数・病床利用率・平均在院日数・入院実患者数等について、中長期計画等に適切な数値目標を設定する。

【重要度「高」の理由】・・・精神・神経疾患等に対する中核的な医療機関であり、研究開発成果の活用を前提として、医療の高度化・
複雑化に対応した医療を実施することは、我が国の医療レベルの向上に繋がるため。

自己評価 Ａ （過去の主務大臣評価 H27年度：Ｂ H28年度：Ｂ）

Ⅱ 目標と実績との比較

◆ 実用化を目指した研究・開発の推進及び基盤整備

以下のとおり、所期の目標を上回る成果が得られている。（Ａ）

① 先進医療制度を活用した反復経頭蓋磁気刺激装置（TMS）を用いた治療については、平成29年7月に薬事承認し、所期
の目標を達成。

＜実績評価書75頁＞



29Copyright © 2012 National Center of Neurology and Psychiatry (NCNP)

② 患者の視点に立った良質かつ安心な医療の提供

・ 電子カルテから直接データを収集することができる精神医療電子情報収集(PECO)システムを活用した連携35医療機関における隔離・
拘束など精神医療に関する臨床指標23項目(アウトカム)をモニタリングするシステムを構築し、医療水準の向上に利活用している。

・ 患者を全人的にとらえ、診療科横断的、かつ多職種協働による包括的診療を専門疾病センターとして実践。各専門疾病センターでは、
両研究所及びIBIC、CBTセンター等と共同して、臨床研究及び病態解明、治療研究を進めるとともに、特性を生かした、多職種連携かつ
診療科横断によるチーム医療を推進し、特定の職種への過度な負担を軽減するとともに、継続して質の高い医療の提供。

・ NC間における医療安全相互については、国立成育医療研究センターによってNC病院間医療安全管理体制の相互チェックが実施された。

・ 全職員対象の医療安全研修を2回e-ラーニングにより実施し、実施率100%となった。

・ 医療安全管理委員会は、毎月1回定例開催するとともに、臨時医療安全管理委員会開催により計32回開催し、インシデント及びアクシ
デントの情報共有等を行うことなど医療事故防止、感染管理及び医療機器等の安全管理に努め、医療安全管理体制を強化に努めた。

・ 脳神経内科では、入院前の外来での説明時に、自宅での介護上の問題点福祉サービスの導入状態について、聞き取りや質問紙により、
入院時に退院後の問題点を評価し、入院当初からソーシャルワーカー及び在宅支援看護師が関わって退院後の生活を想定した総合的な
診療を行っている。

・ 訪問看護ステーションから訪問件数を6,578件（平成28年度6,126件）実施。病棟と毎週、導入のためのスクリーニングを実施。

・ デイケアにおける多職種会議は774件、地域の支援者を招いた地域ケア会議が22件、生活支援アウトリーチは78件、就労支援アウト
リーチは249件、新規就労者と復職者の合計は27名であった。

・ 医療観察法入院対象者及び通院対象者に対するクロザピン処方を促進。AMED研究班と協働し、同薬物血中濃度測定体制を整えた。

・ 手術件数等については、次のとおり。
＜実績評価書81頁～83頁、84～85頁、89～90頁、92頁＞

【定量的指標】
（ア）専門領域の診断・治療に関する手術件数 平成29年度 目標値：219件 実績値：236件（107.8％）
（イ）医療安全研修会及び感染対策研修会の開催数 平成29年度 目標値：各2回以上 実績値：各2回（100.0％）

医療安全管理委員会の開催数 平成29年度 目標値：月1回以上 実績値：32回（266.7％）
（ウ）病床利用率 平成29年度 目標値：92.6％以上 実績値：89.0％（96.1％）
（エ）平均在院日数 平成29年度 目標値：23日以下 実績値：21.3日（108.0％）
（オ）入院実患者数 平成29年度 目標値：157,000人以上 実績値：150,265人（95.7％）
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評価項目No.1-3 医療の提供に関する事項

①目標の内容
● ＮＣＮＰ診療部門では、トランスレーショナルリサーチメディシンの実施等の役割を担うため「医療政策の一環

として、ＮＣＮＰで実施すべき高度かつ専門的な医療、標準化に資する医療の提供」を行うこととしている。

● また、ＮＣＮＰが高度又は先進的な医療を提供するため、その基礎となる患者の視点に立った良質かつ安心な医

療の提供に取り組んでいる。

②目標と実績との比較
● ＮＣＮＰが取組む神経・筋疾患分野では、希少疾病が多く、希少故に地

方の難病拠点病院であっても症例数が少なく、診断がつかない患者がある。
他の医療機関では対応困難な希少疾患患者に対して、ＮＣＮＰが高度・

専門的な医療の提供の一環として診断・治療を支援している。
これらは、我が国の希少疾患患者におけるＮＣＮＰの極めて高い集積率

により裏付けられている。

 希少神経難病症例の集積、専門的医療の提供
多発性硬化症 わが国患者総数の5.4%
デュシェンヌ型筋ジストロフィーの6.4%
より希少なGNEミオパチーでは、我が国患者総数の12%程度

 全国から集まる患者 （平成29年度の初診患者の居住地）
二次医療圏外

脳神経外科84.6%, 小児神経科85.2%,脳神経内科78.6%, 精神科67.4%
東京都以外

脳神経外科48.6%, 小児神経科49.7%,脳神経内科40.2%, 精神科27.4%

 セカンドオピニオン外来
平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度

122件 → 159件 → 158件 → 126件

当院
患者数

我が国の
推定患者数

当院患者が
占める割合

多発性硬化症 540名 10,000名 5.4%
慢性炎症性脱髄性
ニューロパチー

102名 2,000名 5.1%

脊髄小脳変性症/多
系統萎縮症

275名 40,000名 0.7%

進行性核上性麻痺/
大脳皮質基底核変

性症
91名 20,000名 0.5%

パーキンソン病 1,304名 160,000名 0.8%
Duchenne型筋ジ
ストロフィー

322名 5,000名 6.4%

肢帯型筋ジストロ
フィー

88名
1,900名

～2,500名
3.5％

～4.6％
先天性筋ジストロ

フィー
49名

500名
～1,000名

4.9％
～9.8％

顔面肩甲上腕型筋
ジストロフィー

88名 2,500名 3.5%

筋強直性ジストロ
フィー

116名
11,000名

～13,000名
0.9％

～1.1％

GNEミオパチー 41名
300名

～400名
10.3％

～13.7％
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評価項目No.1-3 医療の提供に関する事項

NCNP

•全国14ブロック・34診断拠点・400協力病院、4解析センター、1データセンター、
22臨床専門分科会を組織して、全国縦断的・専門分野横断的なIRUD診断連携体制を
確立した。

•平成29年9月時点で、9517人/3416家系が参加し、7640人/2212家系の解析が終了
し、35.2％で診断が確定した。

• 10以上の疾患で新規の原因を解明し、新しい疾患概念も確立した。新しい治療薬の
開発につながる発見も8件あった。

• NCNPはIRUD体制の中核を担い、診断連携・解析連携・データシェアリング・リポ
ジトリ・中央倫理審査の体制を確立して、研究を推進した。第2期IRUD (H30~)で
はコーディネーティングセンター(IRUD-CC)としてさらに研究を発展させる。

全国14地域・37拠点病院未診断疾患イニシアチブ(IRUD)におけるNCNPの役割

NCNP

1 小児科 10 アレルギー・リウマチ疾患

先天代謝異常 11 免疫不全疾患

先天異常 (Dysmorphology) 12 感染疾患

2 産科 13 骨疾患

3 神経・筋疾患 14 皮膚疾患

4 呼吸器疾患 15 眼科

5 循環器疾患 16 耳鼻科

6 消化器疾患 17 歯科

7 腎・泌尿器疾患 18 精神科

8 分泌代謝疾患 19 臨床遺伝

9 血液疾患 20 地域医療 (医師会)

臨床遺伝専門担当 21
その他 (倫理、臨床研究、な
ど）

1 臨床遺伝専門領域

22臨床専門分科会
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評価項目No.1-3 医療の提供に関する事項

● 精神疾患、神経・筋疾患、発達障害に特化し、院内各診療科、様々な職種、さらに、２研究所４センターが連携して診療にあたり、
臨床研究を進めている。神経・筋疾患は、希少難病が主な対象となるため、全国から患者を集めて多数症例を１か所で経験するこ
とにより、診断精度の向上、治療法、ケア法の開発、自然史を含む臨床研究を進めている。精神疾患は、早期退院から地域生活支
援へとモデルとなる医療の実践や薬物依存、司法精神医療といった他で対応困難な医療を行っている。

● 主な疾患にはセンター内横断的に活動するプロジェクトチームとして専門疾病センターが存在する。

１．難治性神経疾患
脳神経内科、小児神経科、身体リハビリテーション科を中心に

筋疾患、多発性硬化症等免疫性疾患、パーキンソン病をはじめとする運動障害疾患等

関連する専門疾病センター：筋疾患センター、多発性硬化症センター、パーキンソン病・運動障害疾患センター

＊全国からの高い患者集積性

＊正確な診断、治療 ➡ IRUD へ

＊治療法、ケア法の開発、治験を見据えた自然史研究、

＊First in human 試験を含む治験、医師主導治験、臨床研究

＊医師のみならず、メディカルスタッフにもこの分野の専門家の育成
（看護師、リハビリテーションスタッフ、薬剤師など）

＊「脳とこころの総合ケア病棟」開棟

脳神経内科、精神科、臨床心理士、ソーシャルワーカー、リハビリスタッフ、薬剤師、看護師が共同して、本人家族を
含めた難病の診断、治療受け入れ困難への支援及び神経難病に伴う精神症状にも対応する。

＊患者啓発事業 team JParis, 生前同意のブレインバンク
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２．てんかん
小児神経科、精神科、脳神経内科、脳神経外科を中心に
関連する専門疾病センター：てんかんセンター
＊小児から高齢者まで、薬物療法から外科療法、さらにリハビリテーションなどまで、あらゆるてんかん症例に対

応する。 ➡ てんかん診療全国拠点
＊全国、海外からの高い患者集積性 特に小児てんかん手術では国内随一の症例数
＊外科症例では、放射線科、検査科（病理）との連携で、診断精度の向上、組織バンクの構築も実施

３．認知症
脳神経内科、精神科、脳神経外科を中心に
関連する専門疾病センター：認知症センター、（東京都の地域型 認知症疾患医療センター）
＊レビー小体型認知症、パーキンソン病に伴う認知症、前頭側頭型認知症（ピック病）、筋委縮性側索硬化症に

伴う認知症、プリオン病、進行性核上性麻痺、皮質基底核変性症などに対する診断、治療
＊患者、介護者支援としてオレンジカフェ
＊介護者支援：介護者対象の認知行動療法

４．精神疾患
精神科
関連する専門疾病センター：地域精神科モデル医療センター、統合失調症早期診断・治療センター、

気分障害先端治療センター、睡眠障害センター

＊地域から入院、外来診療、地域へのシームレスな対応

＊訪問看護ステーションの運営

＊入院期間の短期化（平均在院日数43.0日）とそれを支えるデイケア、訪問看護の充実介護者支援：介護者対象
の認知行動療法

評価項目No.1-3 医療の提供に関する事項
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５．薬物依存
精神科
関連する専門疾病センター：薬物依存症治療センター
＊我が国依存症拠点である依存症対策全国センターに指定（薬物依存症を担当、NHO久里浜医療ｾﾝﾀｰと共同指定）
＊精神保健研究所薬物依存研究部と密接な連携で薬物依存患者の治療
＊ SMARPP-24 (NCNPで開発した集団療法)実施

６．司法精神医療
精神科
＊全国の最初で最大規模68床をもち、全国32か所（825床）の中心施設となっている。
＊全国の入院調査(悉皆調査)及び通院調査（９割以上）を施行

７．発達障害
小児神経科、精神科
精神保健研究所、神経研究所と密接な連携で患者診療
＊専門家が少ない分野であるため医師向け研修も実施
＊小児睡眠障害にも着目
＊政策医療としての重症心身障害医療も実施(レスパイト入院の比率の増加）

８．一般診療科（主に合併症対応）
内科（消化器内科、循環器内科）外科、整形外科、歯科
＊精神疾患、神経疾患、重症心身障害者(児)等の合併症治療は一般病院では対応できないことが多く、当院で
は積極的にこの分野の医療を行っている。

＊また、First in Human 試験等多くの治験、臨床研究での合併症対策についても、近隣の三次救急医療施設と
の連携の上、対応している。

評価項目No.1-3 医療の提供に関する事項
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・全国から難病患者等受入れのニーズが高まっている一般病床と、地域で生活しながら治療にあたることで通院に
移行が進む精神科の状況を踏まえて病棟構成を再編。

・この中で、新たに「脳とこころの総合ケア病棟」を開棟。当該病棟では、難病の診断・治療に対して脳神経内科、
精神科、臨床心理士、ｿｰｼｬﾙﾜｰｶｰ、ﾘﾊﾋﾞﾘｽﾀｯﾌ、薬剤師、看護師等が協働して総合的な医療を提供。

・具体的には、パーキンソン病やレビー小体型認知症などのパーキンソン症候群、多発性硬化症、筋萎縮性側索硬
化症などこれらに多い精神症状を伴う患者を受け入れ、脳神経内科的治療とともに適切な精神科診療を提供。さ
らに、患者・家族への精神的ストレスに対するケア、運動機能、生活指導などを多職種が連携し、地域移行支援
にも取組む。

９．脳とこころの総合ケア病棟の開棟

病棟構成の見直し
病床区分 病棟名 病床数 病床数
一般病床 ２南 56床 48床

３北 50床 46床
４南（新） 41床
その他 100床 100床
一般計 206床 235床

精神病床 ４北 35床 41床
４南（旧） 35床
５北 35床 41床
５南 35床 41床
精神計 140床 123床

128床 128床
474床 486床

その他の病床
合　　計

病棟名 区分
病床
種別

入院基本料 病床数

２階南病棟 脳神経内科、筋ｼﾞｽﾄﾛﾌｨｰ 一般 障害７：１ ４８

２階北病棟 脳神経内科 一般 障害７：１ ５０

３階南病棟 小児神経科、脳神経外科 一般 一般７：１ ５０

３階北病棟 脳神経内科、内科、外科 一般 一般７：１ ４６

４階南病棟 脳とこころの総合ケア病棟 一般 障害７：１ ４１

４階北病棟 精神(精神科救急) 閉鎖 精神 精神科救急 ４１

５階南病棟 精神 開放 精神 精神１０：１ ４１

５階北病棟 精神 閉鎖 精神 精神１０：１ ４１

６病棟 重症心身障害児(者) 一般 障害７：１ ６０

小計 ４１８

８病棟 医療観察法 精神 - ３４

９病棟 医療観察法 精神 - ３４

小計 ６８

合計 ４８６

評価項目No.1-3 医療の提供に関する事項

（病棟別内訳)


目標対比

				目標 モクヒョウ				実績 ジッセキ

				○中長期期間で チュウチョウキ キカン				-

				   経常収支（累計）100％ ルイケイ

				○平成28年度 ヘイセイ ネンド

				　 経常収支98.2％				経常収支99.5％ ケイジョウ シュウシ

				○難易度 ナンイド				A

				　過去3億程度の赤字が続いている経営状況を踏まえ難易度が高 カコ オク テイド アカジ ツヅ ケイエイ ジョウキョウ フ ナンイド タカ





				○一般管理費 イッパン カンリヒ

				　中長期期間最終年度で チュウチョウキ キカン サイシュウ ネンド				27.2％削減 サクゲン

				　15％以上削減

				○後発医薬品 コウハツ イヤクヒン

				　使用量70％以上 シヨウリョウ イジョウ				使用量79％ シヨウリョウ

										(単位：千円) タンイ センエン

				目標 モクヒョウ				実績 ジッセキ

				○外部資金獲得の推進 ガイブ シキン カクトク スイシン				寄付金 キン		14,525

								受託研究(企業等)		71,391

								治験(企業等)		253,216

								共同研究(企業等)  		88,909

								製剤製造受託		45,878

								競争的研究資金 キョウソウテキ ケンキュウ シキン		2,455,810

								合計		2,929,729







（H28）収支状況

		【年度収支】																（単位：百万円） タンイ ヒャクマンエン

		項　目 コウ メ		H22'		H23'		H24'		H25'		H26'		H27'		H28’（計画） ケイカク		H28’		対前年度 タイ ゼンネンド		対計画 タイ ケイカク

		経常収益 ケイジョウ シュウエキ		11,705		12,436		14,061		14,027		15,407		15,208		14,307		15,379		171		1,072

		   医業収益 イギョウ シュウエキ		6,012		6,732		7,397		7,589		7,909		8,133		8,174		8,299		166		125

		   研究収益 ケンキュウ シュウエキ		1,114		1,062		1,188		1,443		2,374		2,465		1,689		2,663		198		974

		　 運営費交付金収益 ウンエイヒ コウフキン シュウエキ		4,303		4,184		4,619		4,326		4,246		3,832		3,875		3,760		▲ 72		▲ 115

		   資産見返負債戻入 シサン ミカエ フサイ モド イ		14		179		442		501		532								0		0

		   その他 タ		290		637		1,299		1,170		1,410		778		569		657		▲ 121		88

		経常費用 ケイジョウ ヒヨウ		11,731		13,201		14,355		14,249		15,855		15,581		14,572		15,452		▲ 129		880

		   医業費用 イギョウ ヒヨウ		6,569		7,070		7,377		7,445		7,997		8,051		7,838		7,932		▲ 119		94

		　　　給与費 キュウヨ ヒ		3,589		3,720		3,872		3,986		4,288		4,422		4,426		4,482		60		56

		　　　材料費 ザイリョウヒ		1,043		1,147		1,289		1,240		1,354		1,450		1,271		1,411		▲ 39		140

		　　　減価償却費 ゲンカ ショウキャク ヒ		703		952		936		888		867		768		615		621		▲ 147		6

		　　　その他経費 タ ケイヒ		1,234		1,252		1,280		1,332		1,488		1,411		1,526		1,418		7		▲ 108

		   医業外費用 イギョウ ガイ ヒヨウ		5,117		6,087		6,929		6,760		7,802		7,488		6,699		7,456		▲ 32		757

		　　　給与費 キュウヨ ヒ		2,771		3,197		3,453		3,562		3,949		3,726		3,735		3,722		▲ 4		▲ 13

		　　　材料費 ザイリョウヒ		297		363		345		336		654		641		454		552		▲ 89		98

		　　　減価償却費 ゲンカ ショウキャク ヒ		33		223		494		539		590		644		546		555		▲ 89		9

		　　　その他経費 タ ケイヒ		2,015		2,303		2,636		2,323		2,608		2,477		1,964		2,627		150		663

		経常収支 ケイジョウ シュウシ		▲ 26		▲ 765		▲ 294		▲ 222		▲ 448		▲ 373		▲ 265		▲ 73		300		192

		   医業収支 イギョウ シュウシ		▲ 557		▲ 338		20		143		▲ 88		82		336		367		285		31

		経常収支率 ケイジョウ シュウシ リツ		99.8%		94.2%		97.9%		98.4%		97.2%		97.6%		98.2%		99.5%		133%		122%

		   医業収支率 イギョウ シュウシ リツ		91.5%		95.2%		100.3%		101.9%		98.9%		101.0%		104.3%		104.6%		-139%		133%





経常収支





H27'	H28’	-373	-73	







（H28）病院管理指標 

		【病院管理指標の推移】

		項　目 コウ メ				H22'		H23'		H24'		H25'		H26'		H27'		H28'		H29'

		1日平均入院患者数（全体） イチニチ ヘイキン ニュウイン カンジャスウ ゼンタイ				369.3人 ニン		397.5人 ニン		404.7人 ニン		399.3人 ニン		410.3人 ニン		415.4人 ニン		419.0人		409.7人

				　一般		97.7人 ニン		108.3人 ニン		120.8人 ニン		121.8人 ニン		127.1人 ニン		135.7人 ニン		139.9		146.3		総数 ソウスウ		29.2

				　精神（医療観察法を除く） セイシン イリョウ カンサツ ホウ ノゾ		113.1人 ニン		125.2人 ニン		125.4人 ニン		122.4人 ニン		128.5人 ニン		129.0人 ニン		128.4		113.2		内科 ナイカ		27.4

				　筋ジス スジ		38.3人 ニン		33.0人 ニン		30.7人 ニン		28.1人 ニン		24.2人 ニン		24.9人 ニン		24.5		24.9		循環器内科 ジュンカン キ ナイカ		47.8

				　重心 ジュウシン		59.5人 ニン		66.9人 ニン		66.2人 ニン		67.2人 ニン		67.4人 ニン		67.3人 ニン		66.4		65.9		消化器内科 ショウカキ ナイカ ショウナイ		33.8

				　精神（医療観察法） セイシン イリョウ カンサツ ホウ		60.7人 ニン		64.1人 ニン		61.6人 ニン		59.8人 ニン		63.1人 ニン		58.5人 ニン		59.7		59.5		神経内科 シンケイ ナイカ		35.9

		患者1人1日当たり入院単価（全体） カンジャ ニン ニチ ア ニュウイン タンカ				37,471円 エン		38,490円 エン		41,256円 エン		43,750円 エン		44,396円 エン		44,779円 エン		45,617円 エン		47,499円 エン		小児科 ショウニカ		35.9

				　一般		47,136円 エン		51,298円 エン		54,481円 エン		56,677円 エン		59,241円 エン		59,875円 エン		60,981円 エン		64,207円 エン		精神科 セイシン カ		18.8

				　精神（医療観察法を除く） セイシン イリョウ カンサツ ホウ ノゾ		21,400円 エン		22,580円 エン		25,011円 エン		29,752円 エン		28,973円 エン		28,728円 エン		29,432円 エン		28,924円 エン		外科 ゲカ		35.1

				　筋ジス スジ		36,706円 エン		34,066円 エン		39,336円 エン		39,914円 エン		39,767円 エン		38,828円 エン		38,912円 エン		38,780円 エン		消化器外科 ショウカキ ゲカ		50.7

				　重心 ジュウシン		34,829円 エン		34,608円 エン		36,967円 エン		37,681円 エン		37,485円 エン		38,640円 エン		38,895円 エン		39,159円 エン		小児外科 ショウニ ゲカ		-

				　精神（医療観察法） セイシン イリョウ カンサツ ホウ		55,016円 エン		54,271円 エン		53,992円 エン		54,688円 エン		55,086円 エン		54,806円 エン		54,643円 エン		54,630円 エン		脳神経外科 ノウシンケイ ゲカ		36.6

		※H29については、H30.2月まで ガツ																				産婦人科 サンフジンカ		49.4

		【病院管理指標】

		項　目 コウ メ				H22'		H23'		H24'		H25'		H26'		H27'		H28'		H29'		29'-22'		対22'率 タイ リツ

		1日平均入院患者数 イチニチ ヘイキン ニュウイン カンジャスウ				369.3人 ニン		397.5人 ニン		404.7人 ニン		399.3人 ニン		410.3人 ニン		415.4人 ニン		419.0人 ヒト		411.7人 ニン		40.4人 ニン		111%

		患者1人1日当たり入院単価 カンジャ ニン ニチ ア ニュウイン タンカ				37,471円 エン		38,490円 エン		41,256円 エン		43,750円 エン		44,396円 エン		44,779円 エン		45,617円 エン		47,499円 エン		10,028円 エン		127%

		病床利用率 ビョウショウ リヨウリツ				80.9%		85.3%		86.8%		85.7%		88.0%		88.8%		89.5%		89.0%		8.0%		110%

		紹介率 ショウカイ リツ				69.6%		75.8%		79.1%		79.4%		77.7%		79.4%		82.7%		77.7%		8.1%		112%

		逆紹介率 ギャク ショウカイ リツ				49.6%		58.3%		52.6%		51.2%		52.1%		64.4%		64.6%		63.9%		14.3%		129%

		※H29については、「患者1人1日当たり入院単価」・「紹介率」・「逆紹介率」はH30.2月までのデータによる。 カンジャ ニン ニチ ア ニュウイン タンカ ショウカイ リツ ギャク ショウカイ リツ ガツ

																				462.8%

		【医業収支の推移】																						（単位：百万円）

		項　目 コウ メ				H22'		H23'		H24'		H25'		H26'		H27'		H28'		H29'(見込み) ミコ		29'-22'		対22'率 タイ リツ

		医業収益 イギョウ シュウエキ				6,012		6,732		7,397		7,589		7,909		8,133		8,299		8,408		2,396		140%

		医業費用 イギョウ ヒヨウ				6,569		7,070		7,377		7,445		7,997		8,050		7,932		8,241		1,672		125%

		医業収支 イギョウ シュウシ				▲ 557		▲ 338		20		143		▲ 88		82		367		167		724		230%

		医業収支率 イギョウ シュウシリツ				91.5%		95.2%		100.3%		101.9%		98.9%		101.0%		104.6%		102.0%		10.5%		111%













患者１人１日当たり入院診療収入





総数	内科	循環器内科	消化器内科	神経内科	小児科	精神科	外科	消化器外科	小児外科	脳神経外科	産婦人科	29.2	27.4	47.8	33.799999999999997	35.9	35.9	18.8	35.1	50.7	0	36.6	49.4	







（H28）外部資金

				【獲得した外部資金推移】																						（単位：千円）

				項　目 コウ メ		H22'		H23'		H24'		H25'		H26'		H27'		H28'		H29'		対前年度 タイ ゼンネンド		29'-22'		対22'率 タイ リツ						運営費交付金 ウンエイヒコウフキン		外部資金 ガイブ シキン

				寄付金 キン		5,188		26,000		20,400		22,546		12,998		14,490		14,525		20,644		100%		15,456		398%				平成27年度		3,874		2,821

				受託研究(企業等)		48,689		40,450		42,695		74,322		68,703		48,791		71,391		122,434		146%		73,745		251%				平成28年度		3,875		2,930

				治験(企業等)		252,586		161,184		187,522		220,671		268,226		228,495		253,216		210,345		111%		▲ 42,241		83%				対前年度 タイ ゼンネンド		100%		104%

				共同研究(企業等)  		11,410		9,600		112,262		66,679		36,039		51,263		88,909		147,325		173%		135,915		1291%

				製剤製造受託		0		0		0		0		49,378		52,618		45,878		0		87%		0		0%

				競争的研究資金 キョウソウテキ ケンキュウ シキン		2,255,471		2,103,908		2,008,951		1,988,043		2,085,841		2,425,567		2,455,810		2,796,522		101%		541,051		124%

				合計		2,573,344		2,341,142		2,371,830		2,372,261		2,521,185		2,821,224		2,929,729		3,297,270		104%		723,926		128%

								91.0%		101.3%		100.0%		106.3%		111.9%		103.8%		112.5%



																														【競争的研究資金の獲得金額推移】				（単位：千円） タンイ センエン

																																　平成27年度		平成28年度		対前年度 タイ ゼンネンド

																														競争的資金額 キョウソウテキ シキン ガク		2,425,567		2,455,810		101%

																																5,246,791		5,385,539

				運営費交付金 ウンエイヒ コウフキン												3,873,635		3,874,661		3,874,661



運営費交付金	

平成27年度	平成28年度	3874	3875	外部資金	

平成27年度	平成28年度	2821	2930	









（H28）運営費交付金

		【運営費交付金予算額】 ウンエイヒ コウフキン ヨサンガク																				（単位：百万円） タンイ ヒャクマンエン

						H22'		H23'		H24'		H25'		H26'		H27'		H28'		H29'		H30'

		研究				2,325		2,334		2,299		2,299		1,982		1,921		1,921		1,921		1,931

		臨床研究				1,197		1,346		1,596		1,524		1,565		1,348		1,345		1,307		1,307

		診療 シンリョウ		難病在宅支援 ナンビョウ シエン		1		1		1		1		1		1		1		1		1

				精神医療 セイシン イリョウ		97		-		-		-		-		-		-		-		-

		教育研修 キョウイク ケンシュウ				473		469		469		532		442		232		229		227		225

		情報発信 ジョウホウ ハッシン				82		76		76		76		57		51		51		50		50

		その他 タ		退職手当等 タイショク テアテ トウ		250		288		321		208		245		321		327		333		297

				運営基盤 ウンエイ キバン		170		-		-		-		-		-		-		-		-

		給与特例法相当削減 キュウヨ トクレイホウ ソウトウ サクゲン				-		-		-		▲ 106		-		-		-		-		-

		合計 ゴウケイ				4,595		4,513		4,761		4,534		4,292		3,874		3,875		3,839		3,810

		対前年度比率 タイ ゼンネンド ヒ リツ						98.2%		105.5%		95.2%		94.7%		90.3%		100.0%		99.1%		99.2%

						平成22年度		平成23年度		平成24年度		平成25年度		平成26年度		平成27年度		平成28年度		平成29年度

		運営費交付金 ウンエイヒ コウフキン				4,595		4,513		4,761		4,534		4,292		3,874		3,875		3,839

		外部資金 ガイブ シ キン				2,573		2,341		2,372		2,372		2,521		2,821		2,930		3,297

		合計 ゴウ ケイ				7,168		6,854		7,133		6,906		6,813		6,695		6,805		7,136



運営費交付金	

平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	4595	4513	4761	4534	4292	3874	3875	3839	外部資金	

平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	2573	2341	2372	2372	2521	2821	2930	3297	









構造的リスク③

								（単位：床・人） タンイ ショウ ヒト

				年度 ネンド		入院処遇中の対象患者数 ニュウイン ショグウ チュウ タイショウ カンジャ スウ		病床数 ビョウショウスウ		NCNP患者数 カンジャスウ

				H18		209		265		0

				H19		359		354		0

				H20		476		437		0

				H21		469		445		0

				H22		530		604		60.7

				H23		642		666		64.1

				H24		668		707		61.6

				H25		743		791		59.8

				H26		772		791		63.1

				H27		722		808		58.5

				H28		721		808		59.7

				H29		757		833		59.5



病床数	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	265	354	437	445	604	666	707	791	791	808	808	833	入院処遇中の対象患者数	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	209	359	476	469	530	642	668	743	772	722	721	757	









Sheet2

				病棟構成の見直し ビョウトウ コウセイ ミナオ

				病床区分		病棟名		病床数				病床数

				一般病床		２南		56床				48床

						３北		50床				46床

						４南（新）						41床

						その他 タ		100床 ショウ				100床 ショウ

						一般計		206床				235床

				精神病床		４北		35床				41床

						４南（旧）		35床

						５北		35床				41床

						５南		35床				41床

						精神計		140床				123床

				その他の病床 タ ビョウショウ				128床 ショウ				128床 ショウ

				合　　計				474床				486床





原著論文

		年 ネン		H22		H23		H24		H25		H26		H27		H28		H29

		ｲﾝﾊﾟｸﾄﾌｧｸﾀｰが付与された雑誌に掲載された原著論文数推移（暦年） フヨ ザッシ ケイサイ ゲンチョ ロンブン スウ スイイ レキネン		190		218		242		265		251		276		205		454



ｲﾝﾊﾟｸﾄﾌｧｸﾀｰが付与された雑誌に掲載された

原著論文数の推移（暦年）



ｲﾝﾊﾟｸﾄﾌｧｸﾀｰが付与された雑誌に掲載された原著論文数推移（暦年）	

H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	190	218	242	265	251	276	205	454	







収支状況

												（単位：百万円） タンイ ヒャクマンエン

		年度収支 ネンド シュウシ		H22'		H23'		H24'		H25'		H26'		H27'（見込) ミコ		H27'-H22'

		経常収益 ケイジョウ シュウエキ		11,705		12,436		14,061		14,027		15,407		15,265		3,560

		   医業収益 イギョウ シュウエキ		6,012		6,732		7,397		7,589		7,909		8,134		2,122

		   研究収益 ケンキュウ シュウエキ		1,114		1,062		1,188		1,443		2,374		2,505		1,391

		　 運営費交付金収益 ウンエイヒ コウフキン シュウエキ		4,303		4,184		4,619		4,326		4,246		3,840		▲ 463

		   資産見返負債戻入 シサン ミカエ フサイ モド イ		14		179		442		501		532		569		555

		   その他 タ		262		279		415		168		346		217		▲ 45

		経常費用 ケイジョウ ヒヨウ		11,731		13,201		14,355		14,249		15,855		15,594		3,863

		   医業費用 イギョウ ヒヨウ		6,569		7,070		7,377		7,445		7,997		8,024		1,455

		　　　給与費 キュウヨ ヒ		3,589		3,720		3,872		3,986		4,288		4,373		784

		　　　材料費 ザイリョウヒ		1,043		1,147		1,289		1,240		1,354		1,465		422

		　　　減価償却費 ゲンカ ショウキャク ヒ		703		952		936		888		867		768		65

		　　　その他経費 タ ケイヒ		1,234		1,252		1,280		1,332		1,488		1,418		184

		   医業外費用 イギョウ ガイ ヒヨウ		5,117		6,087		6,929		6,760		7,802		7,500		2,383

		　　　給与費 キュウヨ ヒ		2,771		3,197		3,453		3,562		3,949		3,877		1,106

		　　　材料費 ザイリョウヒ		297		363		345		336		654		584		287

		　　　減価償却費 ゲンカ ショウキャク ヒ		33		223		494		539		590		644		611

		　　　その他経費 タ ケイヒ		2,015		2,303		2,636		2,323		2,608		2,394		379

		経常収支 ケイジョウ シュウシ		▲ 26		▲ 765		▲ 294		▲ 222		▲ 448		▲ 329		▲ 303

		   医業収支 イギョウ シュウシ		▲ 557		▲ 338		20		143		▲ 88		110		667

		経常収支率 ケイジョウ シュウシ リツ		99.8%		94.2%		97.9%		98.4%		97.2%		97.9%		▲1.9%

		   医業収支率 イギョウ シュウシ リツ		91.5%		95.2%		100.3%		101.9%		98.9%		101.4%		9.9%





病院管理指標

		病院管理指標 ビョウイン カンリ シヒョウ				H22'		H23'		H24'		H25'		H26'		H27'(見込) ミコ

		1日平均入院患者数（全体） イチニチ ヘイキン ニュウイン カンジャスウ ゼンタイ				369.3人 ニン		397.5人 ニン		404.7人 ニン		399.3人 ニン		410.3人 ニン		415.4人 ニン

				　一般		97.7人 ニン		108.3人 ニン		120.8人 ニン		121.8人 ニン		127.1人 ニン		135.7人 ニン

				　精神（触法を除く） セイシン ショクホウ ノゾ		113.1人 ニン		125.2人 ニン		125.4人 ニン		122.4人 ニン		128.5人 ニン		129.0人 ニン

				　筋ジス スジ		38.3人 ニン		33.0人 ニン		30.7人 ニン		28.1人 ニン		24.2人 ニン		24.9人 ニン

				　重心 ジュウシン		59.5人 ニン		66.9人 ニン		66.2人 ニン		67.2人 ニン		67.4人 ニン		67.3人 ニン

				　精神（触法） セイシン ショクホウ		60.7人 ニン		64.1人 ニン		61.6人 ニン		59.8人 ニン		63.1人 ニン		58.5人 ニン

		患者1人1日当たり入院単価（全体） カンジャ ニン ニチ ア ニュウイン タンカ				37,471円 エン		38,490円 エン		41,256円 エン		43,750円 エン		44,396円 エン		44,774円 エン

				　一般		47,136円 エン		51,298円 エン		54,481円 エン		56,677円 エン		59,241円 エン		59,875円 エン

				　精神（触法を除く） セイシン ショクホウ ノゾ		21,400円 エン		22,580円 エン		25,011円 エン		29,752円 エン		28,973円 エン		28,728円 エン

				　筋ジス スジ		36,706円 エン		34,066円 エン		39,336円 エン		39,914円 エン		39,767円 エン		38,828円 エン

				　重心 ジュウシン		34,829円 エン		34,608円 エン		36,967円 エン		37,681円 エン		37,485円 エン		38,640円 エン

				　精神（触法） セイシン ショクホウ		55,016円 エン		54,271円 エン		53,992円 エン		54,688円 エン		55,086円 エン		54,806円 エン

		平均在院日数（全体） ヘイキン ザイイン ニッスウ				50.3日 ヒ		44.8日 ヒ		37.0日 ヒ		32.3日 ヒ		31.9日 ヒ		31.4日 ヒ

				　一般		20.1日 ヒ		18.4日 ヒ		17.1日 ヒ		15.9日 ヒ		14.9日 ヒ		15.4日 ヒ

				　精神（触法を除く） セイシン ショクホウ ノゾ		52.6日 ヒ		51.5日 ヒ		40.7日 ヒ		34.1日 ヒ		40.1日 ヒ		41.4日 ヒ

				　筋ジス スジ		-		12083.0日 ヒ		7480.7日 ヒ		2281.1日 ヒ		-		-

				　重心 ジュウシン		232.9日 ヒ		142.3日 ヒ		97.7日 ヒ		67.1日 ヒ		63.7日 ヒ		55.6日 ヒ

				　精神（触法） セイシン ショクホウ		913.0日 ヒ		721.4日 ヒ		632.8日 ヒ		642.1日 ヒ		719.6日 ヒ		620.7日 ヒ

		病床利用率 ビョウショウ リヨウリツ				80.9%		85.3%		86.8%		85.7%		88.0%		88.8%

		1日平均外来患者数 イチニチ ヘイキン ガイライ カンジャスウ				450.7人 ニン		478.1人 ニン		485.6人 ニン		487.6人 ニン		489.6人 ニン		479.7人 ニン

		患者1人1日当たり外来単価 カンジャ ニン ニチ ア ガイライ タンカ				9,772円 エン		9,736円 エン		9,801円 エン		10,257円 エン		10,814円 エン		10,976円 エン

		紹介率 ショウカイ リツ				69.6%		75.8%		79.1%		79.4%		77.7%		79.4%

		逆紹介率 ギャク ショウカイ リツ				49.6%		58.3%		52.6%		51.2%		52.1%		64.4%

		手術件数 シュジュツ ケンスウ				253件 ケン		243件 ケン		310件 ケン		311件 ケン		297件 ケン		305件 ケン

		薬剤管理指導料件数 ヤクザイ カンリ シドウ リョウ ケンスウ				484件 ケン		5,375件 ケン		7,509件 ケン		6,877件 ケン		8,910件 ケン		9,054件 ケン

		放射線検査件数 ホウシャセン ケンサ ケンスウ				10,157件 ケン		18,371件 ケン		20,883件 ケン		21,441件 ケン		21,701件 ケン		23,900件 ケン

		臨床検査件数 リンショウ ケンサ ケンスウ				536,807件 ケン		619,219件 ケン		683,573件 ケン		713,835件 ケン		762,627件 ケン		678,469件 ケン





病院管理指標 (事前レク)

		病院管理指標 ビョウイン カンリ シヒョウ				H22'		H23'		H24'		H25'		H26'		H27'

		1日平均入院患者数 イチニチ ヘイキン ニュウイン カンジャスウ				369.3人 ニン		397.5人 ニン		404.7人 ニン		399.3人 ニン		410.3人 ニン		415.4人 ニン

				　一般		97.7人 ニン		108.3人 ニン		120.8人 ニン		121.8人 ニン		127.1人 ニン		135.7人 ニン

				　精神（触法を除く） セイシン ショクホウ ノゾ		113.1人 ニン		125.2人 ニン		125.4人 ニン		122.4人 ニン		128.5人 ニン		129.0人 ニン

				　筋ジス スジ		38.3人 ニン		33.0人 ニン		30.7人 ニン		28.1人 ニン		24.2人 ニン		24.9人 ニン

				　重心 ジュウシン		59.5人 ニン		66.9人 ニン		66.2人 ニン		67.2人 ニン		67.4人 ニン		67.3人 ニン

				　精神（触法） セイシン ショクホウ		60.7人 ニン		64.1人 ニン		61.6人 ニン		59.8人 ニン		63.1人 ニン		58.5人 ニン

		患者1人1日当たり入院単価 カンジャ ニン ニチ ア ニュウイン タンカ				37,471円 エン		38,490円 エン		41,256円 エン		43,750円 エン		44,396円 エン		44,770円 エン

				　一般		47,136円 エン		51,298円 エン		54,481円 エン		56,677円 エン		59,241円 エン		59,875円 エン

				　精神（触法を除く） セイシン ショクホウ ノゾ		21,400円 エン		22,580円 エン		25,011円 エン		29,752円 エン		28,973円 エン		28,728円 エン

				　筋ジス スジ		36,706円 エン		34,066円 エン		39,336円 エン		39,914円 エン		39,767円 エン		38,828円 エン

				　重心 ジュウシン		34,829円 エン		34,608円 エン		36,967円 エン		37,681円 エン		37,485円 エン		38,640円 エン

				　精神（触法） セイシン ショクホウ		55,016円 エン		54,271円 エン		53,992円 エン		54,688円 エン		55,086円 エン		54,806円 エン

		平均在院日数（全体） ヘイキン ザイイン ニッスウ				50.3日 ヒ		44.8日 ヒ		37.0日 ヒ		32.3日 ヒ		31.9日 ヒ		31.4日 ヒ

				　一般		20.1日 ヒ		18.4日 ヒ		17.1日 ヒ		15.9日 ヒ		14.9日 ヒ		15.4日 ヒ

				　精神（触法を除く） セイシン ショクホウ ノゾ		52.6日 ヒ		51.5日 ヒ		40.7日 ヒ		34.1日 ヒ		40.1日 ヒ		41.4日 ヒ

				　筋ジス スジ		-		12083.0日 ヒ		7480.7日 ヒ		2281.1日 ヒ		-		-

				　重心 ジュウシン		232.9日 ヒ		142.3日 ヒ		97.7日 ヒ		67.1日 ヒ		63.7日 ヒ		55.6日 ヒ

				　精神（触法） セイシン ショクホウ		913.0日 ヒ		721.4日 ヒ		632.8日 ヒ		642.1日 ヒ		719.6日 ヒ		620.7日 ヒ

		病床利用率 ビョウショウ リヨウリツ				80.9%		85.3%		86.8%		85.7%		88.0%		88.8%

		1日平均外来患者数 イチニチ ヘイキン ガイライ カンジャスウ				450.7人 ニン		478.1人 ニン		485.6人 ニン		487.6人 ニン		489.6人 ニン		479.7人 ニン

		患者1人1日当たり外来単価 カンジャ ニン ニチ ア ガイライ タンカ				9,772円 エン		9,736円 エン		9,801円 エン		10,257円 エン		10,814円 エン		10,976円 エン

		紹介率 ショウカイ リツ				69.6%		75.8%		79.1%		79.4%		77.7%		79.4%

		逆紹介率 ギャク ショウカイ リツ				49.6%		58.3%		52.6%		51.2%		52.1%		64.4%

		手術件数 シュジュツ ケンスウ				253件 ケン		243件 ケン		310件 ケン		311件 ケン		297件 ケン		305件 ケン

		薬剤管理指導料件数 ヤクザイ カンリ シドウ リョウ ケンスウ				484件 ケン		5,375件 ケン		7,509件 ケン		6,877件 ケン		8,910件 ケン		9,054件 ケン

		放射線検査件数 ホウシャセン ケンサ ケンスウ				10,157件 ケン		18,371件 ケン		20,883件 ケン		21,441件 ケン		21,701件 ケン		23,900件 ケン

		臨床検査件数 リンショウ ケンサ ケンスウ				536,807件 ケン		619,219件 ケン		683,573件 ケン		713,835件 ケン		762,627件 ケン		678,469件 ケン

						H26'		目標 モクヒョウ		H27'

				後発医薬品　数量シェア コウハツ イヤクヒン スウリョウ		63.2%		65.0%		68.3%

						H26'		目標 モクヒョウ		H27'

				一般管理費(人件費、公租公課を除く) イッパン カンリヒ ジンケンヒ コウソ コウカ ノゾ		110,424		93,840		87,379



後発医薬品　数量シェア



後発医薬品　数量シェア	







H26'	目標	H27'	0.63200000000000001	0.65	0.68300000000000005	







一般管理費(人件費、公租公課を除く)	

H26'	目標	H27'	110424	93840	87379	







病院管理指標 (本番)

		病院管理指標の推移 ビョウイン カンリ シヒョウ スイイ				H22'		H23'		H24'		H25'		H26'		H27'		H28'

		1日平均入院患者数（全体） イチニチ ヘイキン ニュウイン カンジャスウ ゼンタイ				369.3人 ニン		397.5人 ニン		404.7人 ニン		399.3人 ニン		410.3人 ニン		415.4人 ニン		419.0

				　一般		97.7人 ニン		108.3人 ニン		120.8人 ニン		121.8人 ニン		127.1人 ニン		135.7人 ニン						総数 ソウスウ		29.2

				　精神（医療観察法を除く） セイシン イリョウ カンサツ ホウ ノゾ		113.1人 ニン		125.2人 ニン		125.4人 ニン		122.4人 ニン		128.5人 ニン		129.0人 ニン		128.4				内科 ナイカ		27.4

				　筋ジス スジ		38.3人 ニン		33.0人 ニン		30.7人 ニン		28.1人 ニン		24.2人 ニン		24.9人 ニン						循環器内科 ジュンカン キ ナイカ		47.8

				　重心 ジュウシン		59.5人 ニン		66.9人 ニン		66.2人 ニン		67.2人 ニン		67.4人 ニン		67.3人 ニン						消化器内科 ショウカキ ナイカ ショウナイ		33.8

				　精神（医療観察法） セイシン イリョウ カンサツ ホウ		60.7人 ニン		64.1人 ニン		61.6人 ニン		59.8人 ニン		63.1人 ニン		58.5人 ニン		59.7				神経内科 シンケイ ナイカ		35.9

		患者1人1日当たり入院単価（全体） カンジャ ニン ニチ ア ニュウイン タンカ				37,471円 エン		38,490円 エン		41,256円 エン		43,750円 エン		44,396円 エン		44,774円 エン						小児科 ショウニカ		35.9

				　一般		47,136円 エン		51,298円 エン		54,481円 エン		56,677円 エン		59,241円 エン		59,875円 エン						精神科 セイシン カ		18.8

				　精神（医療観察法を除く） セイシン イリョウ カンサツ ホウ ノゾ		21,400円 エン		22,580円 エン		25,011円 エン		29,752円 エン		28,973円 エン		28,728円 エン						外科 ゲカ		35.1

				　筋ジス スジ		36,706円 エン		34,066円 エン		39,336円 エン		39,914円 エン		39,767円 エン		38,828円 エン						消化器外科 ショウカキ ゲカ		50.7

				　重心 ジュウシン		34,829円 エン		34,608円 エン		36,967円 エン		37,681円 エン		37,485円 エン		38,640円 エン						小児外科 ショウニ ゲカ		-

				　精神（医療観察法） セイシン イリョウ カンサツ ホウ		55,016円 エン		54,271円 エン		53,992円 エン		54,688円 エン		55,086円 エン		54,806円 エン		5,464				脳神経外科 ノウシンケイ ゲカ		36.6

		平均在院日数（全体） ヘイキン ザイイン ニッスウ				50.3日 ヒ		44.8日 ヒ		37.0日 ヒ		32.3日 ヒ		31.9日 ヒ		31.4日 ヒ						産婦人科 サンフジンカ		49.4

				　一般		20.1日 ヒ		18.4日 ヒ		17.1日 ヒ		15.9日 ヒ		14.9日 ヒ		15.4日 ヒ

				　精神（触法を除く） セイシン ショクホウ ノゾ		52.6日 ヒ		51.5日 ヒ		40.7日 ヒ		34.1日 ヒ		40.1日 ヒ		41.4日 ヒ

				　筋ジス スジ		-		12083.0日 ヒ		7480.7日 ヒ		2281.1日 ヒ		-		-

				　重心 ジュウシン		232.9日 ヒ		142.3日 ヒ		97.7日 ヒ		67.1日 ヒ		63.7日 ヒ		55.6日 ヒ

				　精神（触法） セイシン ショクホウ		913.0日 ヒ		721.4日 ヒ		632.8日 ヒ		642.1日 ヒ		719.6日 ヒ		620.7日 ヒ

		病床利用率 ビョウショウ リヨウリツ				80.9%		85.3%		86.8%		85.7%		88.0%		88.8%

		1日平均外来患者数 イチニチ ヘイキン ガイライ カンジャスウ				450.7人 ニン		478.1人 ニン		485.6人 ニン		487.6人 ニン		489.6人 ニン		479.7人 ニン

		患者1人1日当たり外来単価 カンジャ ニン ニチ ア ガイライ タンカ				9,772円 エン		9,736円 エン		9,801円 エン		10,257円 エン		10,814円 エン		10,976円 エン

		紹介率 ショウカイ リツ				69.6%		75.8%		79.1%		79.4%		77.7%		79.4%

		逆紹介率 ギャク ショウカイ リツ				49.6%		58.3%		52.6%		51.2%		52.1%		64.4%

		手術件数 シュジュツ ケンスウ				253件 ケン		243件 ケン		310件 ケン		311件 ケン		297件 ケン		305件 ケン

		薬剤管理指導料件数 ヤクザイ カンリ シドウ リョウ ケンスウ				484件 ケン		5,375件 ケン		7,509件 ケン		6,877件 ケン		8,910件 ケン		9,054件 ケン

		放射線検査件数 ホウシャセン ケンサ ケンスウ				10,157件 ケン		18,371件 ケン		20,883件 ケン		21,441件 ケン		21,701件 ケン		23,900件 ケン

		臨床検査件数 リンショウ ケンサ ケンスウ				536,807件 ケン		619,219件 ケン		683,573件 ケン		713,835件 ケン		762,627件 ケン		678,469件 ケン



患者１人１日当たり入院診療収入





総数	内科	循環器内科	消化器内科	神経内科	小児科	精神科	外科	消化器外科	小児外科	脳神経外科	産婦人科	29.2	27.4	47.8	33.799999999999997	35.9	35.9	18.8	35.1	50.7	0	36.6	49.4	







27概算要求

				平成２８年度予算案　国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター ヘイセイ ネンド ヨサン アン コクリツ ケンキュウ カイハツ ホウジン コクリツ セイシン シンケイ イリョウ ケンキュウ



				◎運営費交付金（既定分） ウンエイヒ コウフキン キテイ ブン

				区　　　　　　　　　　　　　　　分 ク ブン								平成22年度
予算額 ヘイセイ ネンド ヨサンガク		平成23年度
予算額 ヘイセイ ネンド ヨサンガク		平成24年度
予算額 ヘイセイ ネン ド ヨサンガク		平成25年度
予算額 ヘイセイ ネン ド ヨサンガク		平成26年度
予算額 ヘイセイ ネン ド ヨサンガク		平成27年度
予算額 ヘイセイ ネン ド ヨサン ガク



				Ⅰ　研究・臨床研究の推進 ケンキュウ リンショウ ケンキュウ スイシン		1　研究推進事業 ケンキュウ スイシン ジギョウ		(1)　研究基盤経費 ケンキュウ キバン ケイヒ		研究所 ケンキュウジョ		2,324,894		2,087,108		2,052,511		2,052,511		1,805,954		1,782,470

										IBIC		-		246,399		246,399		246,269		176,269		138,969

						2　臨床研究推進事業 リンショウ ケンキュウ スイシン ジギョウ		(1)　臨床研究基盤経費 リンショウ ケンキュウ キバン ケイヒ		TMC		56,994		52,450		115,229		272,213		202,213		181,992

										クラスター		128,768		62,779		0		0		0		0

										バイオリソース		-		300,000		300,000		0		0		0

										CBTセンター		-		98,045		98,045		97,930		88,040		79,236

										知的財産 チテキ ザイサン		-		31,722		31,524		95,286		70,286		63,258

										バイオバンク		-		-		150,000

作成者: プラットフォーム構築事業		158,069

作成者: ・バイオリソース
　66,735千円
・遺伝子情報解析
　26,154千円
・臨床情報プラットフォーム
　54,507千円
・セントラルバンク構築
　10,573千円		158,069		158,069

										メンタルケアモデル		-		-		100,000		99,958		80,958		29,075

										治験・臨床研究運営事業 チケン リンショウ ケンキュウ ウンエイ ジギョウ										214,841		214,841

										治験・臨床研究推進事業 チケン リンショウ ケンキュウ スイシン ジギョウ												71,135

								(2)　精神・神経医療研究開発費 セイシン シンケイ イリョウ ケンキュウ カイハツヒ				1,011,600		800,808		800,808		800,808		750,808		550,000

						小計 ショウケイ						3,522,256		3,679,311		3,894,516		3,823,044		3,547,438		3,269,045

				Ⅱ　医療の均てん化 イリョウ キン カ		1　精神・神経疾患診療均てん化事業 セイシン シンケイ シッカン シンリョウ キン カ ジギョウ		(1)　神経難病患者在宅医療支援経費 シンケイ ナンビョウ カンジャ ザイタク イリョウ シエン ケイヒ				1,007		1,001		1,001		1,008		1,008		1,036

						小計 ショウケイ						1,007		1,001		1,001		1,008		1,008		1,036

				Ⅲ　人材育成 ジンザイ イクセイ		1　専門医師等育成事業 センモン イシ トウ イクセイ ジギョウ		(1)　指導医・レジデント・修錬医経費 シドウ イ シュウレン イ ケイヒ				447,562		446,165		446,165		509,533		419,035		208,936

						2　教育研修事業 キョウイク ケンシュウ ジギョウ		(1)　教育研修経費（看護） キョウイク ケンシュウ ケイヒ カンゴ				14,192		14,047		14,047		14,018		14,018		14,018

								(2)　発達障害研修経費 ハッタツ ショウガイ ケンシュウ ケイヒ				11,296		8,674		8,674		8,674		8,674		8,674

						小計 ショウケイ						473,050		468,886		468,886		532,225		441,727		231,628

				Ⅳ　情報発信 ジョウホウ ハッシン		1　情報提供事業 ジョウホウ テイキョウ ジギョウ		(1)　自殺予防総合対策センター経費 ジサツ ヨボウ ソウゴウ タイサク ケイヒ				80,450		74,698		74,698		74,634		55,236		49,712

						2　政策提言事業 セイサク テイゲン ジギョウ		(1)　政策提言経費 セイサク テイゲン ケイヒ				1,374		1,374		1,374		1,374		1,374		1,374

						小計 ショウケイ						81,824		76,072		76,072		76,008		56,610		51,086

				Ⅴ　診療事業 シンリョウ ジギョウ		1　精神医療事業 セイシン イリョウ ジギョウ		(1)　精神医療経費 セイシン イリョウ ケイヒ				97,344		0		0		0		0		0

						小計 ショウケイ						97,344		0		0		0		0		0

				Ⅵ　運営基盤安定化 ウンエイ キバン アンテイカ		1　運営基盤確保事業 ウンエイ キバン カクホ ジギョウ		(1)　運営基盤経費 ウンエイ キバン ケイヒ				169,783		0		0		0		0		0

								(2)　退職手当 タイショク テアテ				250,070		288,000		320,865		207,726		244,774		320,840

						小計 ショウケイ						419,853		288,000		320,865		207,726		244,774		320,840

				　　給与特例法相当削減額 キュウヨ トクレイホウ ソウトウ サクゲンガク								0		0		0		△105,711		0		0

						小計 ショウケイ						0		0		0		△105,711		0		0

				戻し分 モド ブン

						小計 ショウケイ

				合　　　　　　　　　　　　　　　計 ゴウ ケイ								4,595,334		4,513,270		4,761,340		4,534,300		4,291,557		3,873,635

												-		98.21%		105.50%		95.23%		94.65%		90.26%

				◎施設整備費補助金 シセツ セイビヒ ホジョキン

				整備名 セイビ メイ																		平成27年度
概算要求額 ヘイセイ ネン ド ガイサン ヨウキュウ ガク
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Sheet3

						平成22年度
予算額 ヘイセイ ネンド ヨサンガク		平成23年度
予算額 ヘイセイ ネンド ヨサンガク		平成24年度
予算額 ヘイセイ ネン ド ヨサンガク		平成25年度
予算額 ヘイセイ ネン ド ヨサンガク		平成26年度
予算額 ヘイセイ ネン ド ヨサンガク		平成27年度
予算額 ヘイセイ ネン ド ヨサン ガク



		研究				2,325		2,334		2,299		2,299		1,982		1,921

		臨床研究				1,197		1,346		1,596		1,524		1,565		1,348

		診療 シンリョウ		難病在宅支援 ナンビョウ シエン		1		1		1		1		1		1

				精神医療 セイシン イリョウ		97		-		-		-		-		-

		教育研修 キョウイク ケンシュウ				473		469		469		532		442		232

		情報発信 ジョウホウ ハッシン				82		76		76		76		57		51

		その他 タ		退職手当 タイショク テアテ		250		288		321		208		245		321

				運営基盤 ウンエイ キバン		170		-		-		-		-		-

		給与特例法相当削減 キュウヨ トクレイホウ ソウトウ サクゲン				-		-		-		▲ 106		-		-

		合計 ゴウケイ				4,595		4,513		4,761		4,534		4,292		3,874

		対前年度比率 タイ ゼンネンド ヒ リツ						98.2%		105.5%		95.2%		94.7%		90.3%

						H22'		H23'		H24'		H25'		H26'		H27'

		運営費交付金予算 ウンエイヒ コウフキン ヨサン				4,595		4,513		4,761		4,534		4,292		3,874

		外部資金 ガイブ シ キン				2,573		2,341		2,372		2,372		2,521		2,821

		合計 ゴウ ケイ				7,168		6,854		7,133		6,906		6,813		6,695



運営費交付金及び外部資金の推移



運営費交付金予算	

H22'	H23'	H24'	H25'	H26'	H27'	4595	4513	4761	4534	4292	3874	外部資金	

H22'	H23'	H24'	H25'	H26'	H27'	2573	2341	2372	2372	2521	2821	
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評価項目No.1-3 医療の提供に関する事項

○ ＮＣＮＰの使命は、「精神疾患、神経疾患、筋疾患及び発達障害の克服」であるが、ＮＣＮＰでは、さらに特定の疾患等に狙いを定めて基礎研究から臨床研
究そして診療へと組織横断的な専門疾病センターを組織している。

○ 臨床と研究の機能が一体となって取り組む意義は、研究により生み出された新たな知見を臨床に応用し、臨床により得られたデータや疑問を研究に活用
するなど双方向でメリットを享受できることにあるが、大学や他の研究機関では不可能であり、特定分野について基礎から臨床研究そして臨床機能という
一貫した体制を有するＮＣの特長を具現化している。

専門疾病センターの取組みについて

センター名 概　　要

多発性硬化症センター
脳神経内科、精神科、放射線科、内科、小児科の医師と、免疫学や神経科学の研究者が連携して、最新・最善の医療を提供し、若手医師や研究者の育
成、新薬開発の促進などを進めている。

筋疾患センター
筋疾患診療と研究に関わる集学的チーム。診療は小児、成人、整形外科及びリハビリと筋ジストロフィーを対象に専門分化し、筋病理、遺伝子診断な
ど最新の知見に基づく世界最高水準の診断技術など診断・治療・ケアを提供するとともに、治験、臨床研究及び市民講座等にも積極的に取組む。

てんかんセンター
病院の関係診療科、神経研究所、精神保健研究所、メディカル・ゲノムセンター及び脳病態画像診断センター等の専門医等が組織横断的に診断、治
療、研究、教育及び社会活動に関わる包括的な医療・研究等を推進する。また、てんかん診療全国拠点として地域のてんかん診療拠点への支援等を行
う。

パーキンソン病・運動障害疾患
センター

脳神経内科をはじめ関係診療科やリハビリテーションスタッフなど多職種チームで診療・支援にあたるとともに、新たな治療法・診断法の開発、国民
全体に対する正しい知識等情報発信を推進する。

地域精神科モデル医療センター 急性期医療と包括的な地域精神科医療の結合を進め、精神科モデル医療を具体化し診療報酬制度への反映を促すなど広く全国に普及する。

睡眠障害センター
精神・神経疾患患者も含めた睡眠障害について、精神保健研究所や病院の関係診療科が連携して終夜睡眠ポリグラフ検査等による原因究明と最新知見
に基づく最適治療の提供並びに新たな診断・治療法の開発や病態解明に取り組んでいる。

統合失調症早期診断・治療センター
病院と精神保健研究所等の専門家が連携して統合失調症の発症早期に適切な診断･治療を行い、認知機能に対する心理社会的治療など、適切な治療法の
開発に取り組んでいる。

認知症センター
関係部門が協力して、認知症に対する診療と治療法等の開発を進めるとともに、認知症の前駆段階の人の研究を進めて早期診断法や予防法の開発に取
り組んでいる。

薬物依存症治療センター
精神保健研究所や病院精神科等の専門家が連携して薬物依存症を「犯罪」ではなく、「病気」として薬物依存外来を中心とした診療及び臨床研究を行
うとともに、患者・家族を地域で孤立させない新しい心理社会的アプローチの開発と普及を推進している。また、依存症拠点機関のうち薬物依存症に
関する全国拠点機関として研修会等の実施を行う。

嚥下障害リサーチセンター 専門外来を中心とした診療を行うとともに新規医療機器や治療法の開発に取り組んでいる。

気分障害先端治療センター
うつ病や躁うつ病といった気分障害の次世代の治療を確立することを目指すとともに、生化学的な解明とバイオマーカー開発に取組み、高精度脳画像
データを多数収集し、新たな診断法の開発に取り組む。さらに、患者様、ご家族、医療関係者、国民全体が気分障害に関する正しい知識を得るための
情報発信にも力を入れる。


Sheet5

				当院
患者数 トウイン カンジャスウ		我が国の
推定患者数 ワ クニ スイテイ カンジャスウ		当院患者が
占める割合 トウイン カンジャ シ ワリアイ

		多発性硬化症 タハツセイ コウカショウ		540名		10,000名		5.4%

		慢性炎症性脱髄性ニューロパチー マンセイ エンショウ セイ ダツ ズイ セイ		102名		2,000名		5.1%

		脊髄小脳変性症/多系統萎縮症 セキズイ ショウノウ ヘンセイショウ タ ケイトウ イシュク ショウ		275名		40,000名		0.7%

		進行性核上性麻痺/大脳皮質基底核変性症 シンコウセイ カク ジョウ セイ マヒ ダイノウ ヒシツ キテイ カク ヘンセイショウ		91名		20,000名		0.5%

		パーキンソン病 ビョウ		1,304名		160,000名		0.8%

		Duchenne型筋ジストロフィー カタ キン		322名		5,000名		6.4%

		肢帯型筋ジストロフィー アシ オビ カタ キン		88名		1,900名
～2,500名 メイ メイ		3.5％
～4.6％

		先天性筋ジストロフィー センテンセイ キン		49名		500名
～1,000名 メイ メイ		4.9％
～9.8％

		顔面肩甲上腕型筋ジストロフィー ガンメン ケンコウ ジョウワン カタ キン		88名		2,500名		3.5%

		筋強直性ジストロフィー キン キョウチョク セイ		116名		11,000名
～13,000名 メイ メイ		0.9％
～1.1％

		GNEミオパチー		41名		300名
～400名 メイ メイ		10.3％
～13.7％





Sheet2



				研究開発の成果の最大化その他の業務の質の向上に関する事項								評価項目		自己評価

						１．研究・開発に関する事項

								担当領域の特性を踏まえた戦略的かつ重点的な研究・開発の推進				１－１		Ｓ

								【重要度：高】		担当領域の特性を踏まえた戦略的かつ重点的な研究・開発は、国民が健康な生活及び長寿を享受することのできる社会を形成するために極めて重要であり、研究と臨床を一体的に推進できるNCの特長を活かすことにより、研究成果の実用化に大きく貢献することが求められているため。

								【難易度：高】		筋ジストロフィーや多発性硬化症などの難治性・希少性の高い疾患については、症例集積性の困難さなどから民間企業等が参加しにくいという面があり、他の領域に比べその研究開発は世界的にも遅れている。また、難病等については発症原因・機序等に未解明な部分が多く、治療薬開発等については技術的にも非常に困難であるため。

								実用化を目指した研究・開発の推進及び基盤整備				１－２		Ｓ

								【重要度：高】		実用化を目指した研究・開発の推進及び基盤整備は、国民が健康な生活及び長寿を享受することのできる社会を形成するために極めて重要であり、研究と臨床を一体的に推進できるNCの特長を活かすことにより、研究成果の実用化に大きく貢献することが求められているため。

						２．医療の提供に関する事項						１－３		Ａ

								【重要度：高】		精神・神経疾患等に対する中核的な医療機関であり、研究開発成果の活用を前提として、医療の高度化・複雑化に対応した医療を提供することは、我が国の医療レベルの向上に繋がるため。

						３．人材育成に関する事項						１－４		Ａ

						４．医療政策の推進等に関する事項						１－５		Ａ

				業務運営の効率化に関する事項								２－１		Ｂ

				財務内容の改善に関する事項								３－１		Ｂ

				その他業務運営に関する重要事項								４－１		Ｂ





原著論文等推移

										平成26年度 ヘイセイ ネンド		平成27年度 ヘイセイ ネンド		平成28年度 ヘイセイ ネンド		平成29年度 ヘイセイ ネンド

								原著論文 ゲンチョ ロンブン		295件		310件		360件		359件						H26’		H27’		H28’		H29’

										(249件)		(259件)		(303件)		(317件)				原著論文		295件		310件		360件		359件

								総説 ソウセツ		271件		273件		258件		261件				論文数 ロンブン スウ		271件		273件		258件		261件

										(18件)		(21件)		(29件)		(29件)						566件		583件		618件		620件

								合計 ゴウケイ		566件		583件		618件		620件

										(267件)		(280件)		(332件)		(346件)

								対26' タイ		－		+3.0%		+9.2%		+9.5%

												1.0300353357		1.0918727915		1.0954063604









原著論文等の発表件数推移



原著論文	

H26’	H27’	H28’	H29’	295	310	360	359	論文数	H26’	H27’	H28’	H29’	271	273	258	261	

H26’	H27’	H28’	H29’	566	583	618	620	







＜達成＞

＜達成＞

9.5％増

中長期期間中に、
26年度に比べ５％以上増



原著論文

		年 ネン		H22		H23		H24		H25		H26		H27		H28		H29

		ｲﾝﾊﾟｸﾄﾌｧｸﾀｰが付与された雑誌に掲載された原著論文数推移（暦年） フヨ ザッシ ケイサイ ゲンチョ ロンブン スウ スイイ レキネン		190		218		242		265		251		276		205		354



ｲﾝﾊﾟｸﾄﾌｧｸﾀｰが付与された雑誌に掲載された

原著論文数の推移（暦年）



ｲﾝﾊﾟｸﾄﾌｧｸﾀｰが付与された雑誌に掲載された原著論文数推移（暦年）	

H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	190	218	242	265	251	276	205	354	







原著論文 (2)

		年 ネン		H22		H23		H24		H25		H26		H27		H28		H29

		ｲﾝﾊﾟｸﾄﾌｧｸﾀｰが付与された雑誌に掲載された原著論文数推移（暦年） フヨ ザッシ ケイサイ ゲンチョ ロンブン スウ スイイ レキネン		190		218		242		265		251		276		213		295



ｲﾝﾊﾟｸﾄﾌｧｸﾀｰが付与された雑誌に掲載された

原著論文数の推移（暦年）



ｲﾝﾊﾟｸﾄﾌｧｸﾀｰが付与された雑誌に掲載された原著論文数推移（暦年）	

H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	190	218	242	265	251	276	213	295	







インパクトファクター

				論文数 ロンブン スウ		論文の被引用回数 ロンブン ヒインヨウ カイスウ

						H21		H22		H23		H24		H25		H26		H27		H28		H29		H30

		H21		208		123		757		1,037		1,041		1,028		1,003		999		906		798		374

		H22		200				138		611		815		840		836		729		732		732		294

		H23		230						115		604		902		940		912		869		809		400

		H24		252								121		552		787		761		705		734		331

		H25		280										246		883		1,193		1,082		1,029		511

		H26		260												260		1,086		1,394		1,421		633

		H27		287														481		2,358		3,285		1,525

		H28		213																186		676		394

		H29		295																		238		318





インパクトファクター (2)

				論文数 ロンブン スウ		論文の被引用回数 ロンブン ヒインヨウ カイスウ

						H21		H22		H23		H24		H25		H26		H27		H28		H29		H30

		H21		197		120		686		910		911		918		909		894		812		715		340

		H22		190				136		590		768		803		803		689		701		688		278

		H23		218						107		577		865		898		873		821		767		372

		H24		242								118		533		762		743		687		715		322

		H25		266										239		832		1,132		1,031		991		487

		H26		251												251		1,056		1,362		1,397		610

		H27		278														476		2,330		3,261		1,491

		H28		213																186		676		394

		H29		295																		238		318





訪問看護・デイケア

						H21’		H22’		H23’		H24’		H25’		H26’		H27’		H28’		H29’

				訪問看護件数 ホウモン カンゴ ケンスウ		371		1,015		1,564		2,506		3,146		3,827		5,193		6,126		6,578

						H23’		H24’		H25’		H26’		H27’		H28’		H29’

				就労者数 シュウロウシャ スウ		13		38		36		35		30		35		27



訪問看護件数の推移



訪問看護件数	

H21’	H22’	H23’	H24’	H25’	H26’	H27’	H28’	H29’	371	1015	1564	2506	3146	3827	5193	6126	6578	





就労者数の推移（単位：人）



就労者数	

H23’	H24’	H25’	H26’	H27’	H28’	H29’	13	38	36	35	30	35	27	







退院支援

				平成29年度の退院支援実施件数は604件（平成26年度：390件、平成27年度：428件、平成28年度：548件）

						H26'		H27'		H28'		H29'

				退院支援実施件数		390		428		548		604





退院支援実施件数	

H26'	H27'	H28'	H29'	390	428	548	604	







CRT

						平成27年度 ヘイセイ ネンド		平成28年度 ヘイセイ ネンド		平成29年度 ヘイセイ ネンド

				入門講座ワークショップ		1回		1回		1回

				Meet The Expert 		2回		3回		3回

				実践講座ワークショップ		1回		1回		1回

				メタ・アナリシス入門講座		1回		1回		1回

				倫理講座		5回		6回		0回





診療



				29年度計画		29年度実績

				・専門領域の診断・治療に関する手術件数　26年度に比べ1％以上増加		236件 ケン		対平成26年度：110.3％
（平成26年度手術件数：214件） タイ ヘイセイ ネンド シュジュツ ケンスウ ケン

				 ・病床利用率　　　 88.5％以上		89.3%

				・平均在院日数　　22日以下
（契約入院・医療観察法病棟を除外）		22.4日 ニチ

						（43.0日） ニチ		精神病床（医療観察法病棟除く） セイシン ビョウショウ イリョウ カンサツ ホウ ビョウトウ ノゾ

						（15.6日） ニチ		一般病床（契約入院除く） イッパン ビョウショウ ケイヤク ニュウイン ノゾ

				・入院延患者数　　151,000人以上		152,920人 ニン

												病床利用率

												　精神病床 セイシン ビョウショウ		86.2%

												　一般病床 イッパン ビョウショウ		75.2%

												平均在院日数

												　精神病床 セイシン ビョウショウ		269.9日 ニチ

												　一般病床 イッパン ビョウショウ		16.2日 ニチ



　 
 ・病床利用率　　　精神病床　86.2％     
　　　　　　　　　一般病床　75.2％
 ・平均在院日数　　精神病床　269.9日　一般病床16.2日



てんかんセンター

						平成27年度 ヘイセイ ネンド		平成28年度 ヘイセイ ネンド		平成29年度 ヘイセイ ネンド

				外来初診患者数 ガイライ ショシン カンジャスウ		875名		819名		790名

				新入院患者数 シン ニュウイン カンジャスウ		804名		990名		1,029名

				てんかん外科手術件数 ゲカ シュジュツ ケンスウ		76件		89件		93件

				5才以下の乳幼児難治性てんかん手術件数		19件		12件		13件





専門疾病センター

		センター名 メイ		概　　要 ガイ ヨウ

		多発性硬化症センター		脳神経内科、精神科、放射線科、内科、小児科の医師と、免疫学や神経科学の研究者が連携して、最新・最善の医療を提供し、若手医師や研究者の育成、新薬開発の促進などを進めている。  ノウ

		筋疾患センター		筋疾患診療と研究に関わる集学的チーム。診療は小児、成人、整形外科及びリハビリと筋ジストロフィーを対象に専門分化し、筋病理、遺伝子診断など最新の知見に基づく世界最高水準の診断技術など診断・治療・ケアを提供するとともに、治験、臨床研究及び市民講座等にも積極的に取組む。

		てんかんセンター		病院の関係診療科、神経研究所、精神保健研究所、メディカル・ゲノムセンター及び脳病態画像診断センター等の専門医等が組織横断的に診断、治療、研究、教育及び社会活動に関わる包括的な医療・研究等を推進する。また、てんかん診療全国拠点として地域のてんかん診療拠点への支援等を行う。

		パーキンソン病・運動障害疾患
センター		脳神経内科をはじめ関係診療科やリハビリテーションスタッフなど多職種チームで診療・支援にあたるとともに、新たな治療法・診断法の開発、国民全体に対する正しい知識等情報発信を推進する。 ノウ

		地域精神科モデル医療センター		急性期医療と包括的な地域精神科医療の結合を進め、精神科モデル医療を具体化し診療報酬制度への反映を促すなど広く全国に普及する。

		睡眠障害センター		精神・神経疾患患者も含めた睡眠障害について、精神保健研究所や病院の関係診療科が連携して終夜睡眠ポリグラフ検査等による原因究明と最新知見に基づく最適治療の提供並びに新たな診断・治療法の開発や病態解明に取り組んでいる。

		統合失調症早期診断・治療センター		病院と精神保健研究所等の専門家が連携して統合失調症の発症早期に適切な診断･治療を行い、認知機能に対する心理社会的治療など、適切な治療法の開発に取り組んでいる。

		認知症センター		関係部門が協力して、認知症に対する診療と治療法等の開発を進めるとともに、認知症の前駆段階の人の研究を進めて早期診断法や予防法の開発に取り組んでいる。

		薬物依存症治療センター		精神保健研究所や病院精神科等の専門家が連携して薬物依存症を「犯罪」ではなく、「病気」として薬物依存外来を中心とした診療及び臨床研究を行うとともに、患者・家族を地域で孤立させない新しい心理社会的アプローチの開発と普及を推進している。また、依存症拠点機関のうち薬物依存症に関する全国拠点機関として研修会等の実施を行う。

		嚥下障害リサーチセンター		専門外来を中心とした診療を行うとともに新規医療機器や治療法の開発に取り組んでいる。

		気分障害先端治療センター		うつ病や躁うつ病といった気分障害の次世代の治療を確立することを目指すとともに、生化学的な解明とバイオマーカー開発に取組み、高精度脳画像データを多数収集し、新たな診断法の開発に取り組む。さらに、患者様、ご家族、医療関係者、国民全体が気分障害に関する正しい知識を得るための情報発信にも力を入れる。

























専門研修



		研　　修		対象者		内容		受講人数 ジュコウ ニンズウ

		TMC臨床研究研修制度 (Clinical Research Track)		内外若手研究者（レジデント及び流動研究員等）		臨床疫学、前向き研究の計画法、生物統計学及び研究倫理など臨床研究を行う上で必要となるスキルを研修		286名

		臨床研究に携わる人のための生物統計学講座		〃		臨床研究に携わる人のための生物統計学講座（平成２９年度実績１０回）		361名

		医学英語論文ライティングに関する実践的なセミナー		〃		医学英語論文ライティングに関する実践的なセミナー（平成29年度実績１回）		10名

		精神保健に関する技術研修課程		精神保健に従事する医療関係者		国や地方自治体、病院などで精神保健の業務に従事する医療関係者などにおいてリーダーとして活躍できる人材の育成の一環として、精神保健、精神疾患及び発達障害などに関わる専門的知識・技術の向上を図ることを目的として１５課程により実施		801名

		持続エクスポージャー療法の指導者等養成研修		医療従事者		薬物療法以上に有効とされ、NCNPでの研究成果に基づいて平成28年度より保険収載されたPTSDに対する持続エクスポージャー療法の普及のためのワークショップ及び指導者養成研修について、ペンシルバニア大学と共同研究を進めている。 ダイガク キョウドウ ケンキュウ スス		116名

		認知リハビリテーションに関する実践研修		医療従事者		我が国においてはNCNPが中心となって研究を進め、臨床場面で先駆的に導入している精神疾患の認知機能障害に対する認知リハビリテーションに関する実践研修及び作業療法士を対象とした研修会		96名

		認知行動療法 (CBT)研修		医療従事者		認知行動療法を実施するうえで必要となる基礎知識、基本的技能を習得を目的とする「認知行動療法ベーシック研修（集中）」等、平成29年度に11本の研修を実施 ナド ヘイセイ ネンド ホン ケンシュウ ジッシ		493名

		医療観察法病棟の医療従事者等に対する資質向上のための研修		全国の医療観察法病棟の医療従事者等		「医療観察法実務者研修会」（88名）の実施、医療観察法病棟において、臨床実習や医療観察法病棟開棟前研修/実習等（143名） イリョウ カンサツ ホウ ジツムシャ ケンシュウカイ メイ ジッシ		231名

		光トポグラフィー実践研修		医師 等 トウ		ＮＣＮＰでの研修を受講した常勤医師の配置が保険適用の施設基準とされている光トポグラフィー（精神疾患の鑑別診断補助の検査方法として保険適用）の実践研修		39名

		包括的暴力防止プログラム研修		医療従事者		精神科医療領域の現場における暴力に対し、専門的な知識、技術に基づいた包括的な対処技能の習得とともに、その技能を広く普及させ、医療環境及びその質の向上を図るための包括的暴力防止プログラム研修		52名

		遺伝カウンセリングセミナー		医療従事者等		医療従事者等を対象とした遺伝カウンセリングセミナー（テーマ：ジストロフィノパチー）		30名

		精神保健指導課程研修		市町村、都道府県の精神保健行政に携わる者		市町村、都道府県の精神保健行政における活動に資するデータの読み方の研修 セイシン ホケン ギョウセイ カツドウ シ ヨ カタ ケンシュウ		45名

		企業研究者を対象とした研修		製薬企業研究者		製薬企業の研究者に、神経系疾患の講義、回診・リハビリテーション・手術等の見学、医師、メディカルスタッフ及び同意を得た患者および家族からの説明、意見交換を行い、研究者がどのような薬が必要とされているか、その分野でのunmet needsなどを理解するための研修である。（1回３名程度、２日間）（平成29年度実績32名）		32名

		院内看護師臨床教育研修		看護師（院内）		専門看護師、認定看護師（精神科専門看護師、感染管理認定看護師、皮膚排泄ケア認定看護師、摂食嚥下障害認定看護師、慢性呼吸器疾患認定看護師、緩和ケア認定看護師）による院内看護師臨床教育研修（310名）及び院内口腔ケア認定看護師、（24名）、院内人口呼吸ケア認定看護師（9名）、院内行動制限最小化認定看護師（4名）の研修 メイ オヨ インナイ コウクウ ニンテイ カンゴシ メイ インナイ ジンコウ コキュウ ニンテイ カンゴシ メイ インナイ コウドウ セイゲン サイショウカ ニンテイ カンゴシ メイ ケンシュウ		347名

		パーキンソン病薬物療法認定薬剤師の認定		薬剤師（院内）		パーキンソン病に対する薬物療法についての院内薬剤師への臨床教育研修（平成29年度から施行開始、今後学会認定等への発展を目指す） セコウ		1名

		世界脳週間2017　イベント セカイ ノウ シュウカン		高校生 コウコウセイ		全世界で行われている「世界脳週間」キャンペーンの一環として、高校生を受け入れて、体験型の研修を実施 ゼンセカイ オコナ セカイ ノウ シュウカン イッカン コウコウセイ ウ イ タイケンガタ ケンシュウ ジッシ		50名

						計 ケイ		2,990名





医療

				疾患 シッカン		診療科等 シンリョウカ トウ		関連する専門疾病センター		NCNPの取り組み等 ト ク トウ		トピックス

				難治性神経疾患		脳神経内科、小児神経科、身体リハビリテーション科を中心に
（筋疾患、多発性硬化症等免疫性疾患、パーキンソン病をはじめとする運動障害疾患等）		筋疾患センター
多発性硬化症センター
パーキンソン病・運動障害疾患センター		・全国からの高い患者集積性
・正確な診断、治療　➡　IRUD へ
・治療法、ケア法の開発、治験を見据えた自然史研究、
・First in human 試験を含む治験、医師主導治験、臨床研究
・医師のみならず、メディカルスタッフにもこの分野の専門家の育成（看護師、リハビリテーションスタッフ、薬剤師など）		・「脳とこころの総合ケア病棟」開棟
→　脳神経内科、精神科、臨床心理士、ソーシャルワーカー、リハビリスタッフ、薬剤師、看護師が共同して、本人家族を含めた難病の診断、治療受け入れ困難への支援及び神経難病に伴う精神症状にも対応する。
・患者啓発事業　team JParis, 生前同意のブレインバンク

				てんかん		小児神経科、精神科、脳神経内科、脳神経外科を中心に		てんかんセンター		・小児から高齢者まで、薬物療法から外科療法、さらにリハビリテーションなどまで、あらゆるてんかん症例に対応する。　➡てんかん診療全国拠点
・外科症例では、放射線科、検査科（病理）との連携で、診断精度の向上、組織バンクの構築も実施		・全国、海外からの高い患者集積性　特に小児てんかん手術では国内随一の症例数

				認知症		精神科、脳神経内科、脳神経外科を中心に		認知症センター（東京都の地域型　認知症疾患医療センター）		・レビー小体型認知症、パーキンソン病に伴う認知症、前頭側頭型認知症（ピック病）、筋委縮性側索硬化症に伴う認知症、プリオン病、進行性核上性麻痺、皮質基底核変性症などに対する診断、治療
・患者、介護者支援としてオレンジカフェ
・介護者支援：介護者対象の認知行動療法

				精神疾患		精神科		地域精神科モデル医療センター
統合失調症早期診断・治療センター
気分障害先端治療センター
睡眠障害センター		・地域から入院、外来診療、地域へのシームレスな対応
・訪問看護ステーションの運営		・入院期間の短期化（平均在院日数43.0日）とそれを支えるデイケア、訪問看護の充実介護者支援：介護者対象の認知行動療法

				薬物依存		精神科		薬物依存症治療センター		・精神保健研究所薬物依存研究部と密接な連携で薬物依存患者の治療
 ・SMARPP-24　(NCNPで開発した集団療法)実施

				司法精神医療		精神科				・鑑定機能
・医療観察法による入院・通院機能
・身体合併症対応機能を含む高度専門機能
・全国の医療観察法指定医療機関のネットワークを構築		・全国最大規模68床をもち、全国32か所（825床）の中心施設となっている。
・入院調査(悉皆調査)及び通院調査（９割以上）を施行

				発達障害		小児神経科				・精神保健研究所、神経研究所と密接な連携で患者診療
・専門家が少ない分野であるため医師向け研修も実施
・小児睡眠障害にも着目
・政策医療としての重症心身障害医療も実施(レスパイト入院の比率の増加）

				一般診療科
（主に合併症対応）		内科（消化器内科、循環器内科）外科、整形外科、歯科				・精神疾患、神経疾患、重症心身障害者(児)等の合併症治療は一般病院では対応できないことが多く、当院では積極的にこの分野の医療を行っている。
・また、First in Human 試験等多くの治験、臨床研究での合併症対策についても、近隣の三次救急医療施設との連携の上、対応している。





Sheet8

																						（単位：千円） タンイ センエン

								H22'		H23'		H24'		H25'		H26'		H27'		H28'		H29'		対前年度 タイ ゼンネンド

						寄付金 キフキン		5,188		26,000		20,400		22,546		12,998		14,490		14,525		21,644		149.0%

						受託研究（企業等） ジュタク ケンキュウ キギョウ ナド		48,689		40,450		42,695		74,322		68,703		48,791		71,391		27,330		38.3%

						治験（企業等） チケン キギョウ ナド		252,586		161,184		187,522		220,671		268,226		228,495		253,216		261,977		103.5%

						共同研究（企業等） キョウドウ ケンキュウ キギョウ ナド		11,410		9,600		112,262		66,679		36,039		51,263		88,909		110,057		123.8%

						製剤製造受託 セイザイ セイゾウ ジュタク		0		0		0		0		49,378		52,618		45,878		73,872		161.0%

						競争的研究資金 キョウソウテキ ケンキュウ シキン		2,255,471		2,103,908		2,008,951		1,988,043		2,085,841		2,425,567		2,455,810		3,105,135		126.4%

						合計 ゴウケイ		2,573,344		2,341,142		2,371,830		2,372,261		2,521,185		2,821,224		2,929,729		3,600,015		122.9%

								H22'		H23'		H24'		H25'		H26'		H27'		H28'		H29'

						獲得した外部資金 カクトク ガイブ シキン		2,573		2,341		2,372		2,372		2,521		2,821		2,930		3,600

						獲得した外部資金 カクトク ガイブ シキン		2,573,344		2,341,142		2,371,830		2,372,261		2,521,185		2,821,224		2,929,729		3,600,015



獲得した外部資金の推移



獲得した外部資金	

H22'	H23'	H24'	H25'	H26'	H27'	H28'	H29'	2573	2341	2372	2372	2521	2821	2930	3600	





（単位：百万円）



Sheet1



						H22'		H23'		H24'		H25'		H26'		H27'		H28'		H29'

				1日平均入院患者数 イチニチ ヘイキン ニュウイン カンジャスウ		369.3		397.5		404.7		399.3		410.3		415.4		419.0		411.7



						H22'		H23'		H24'		H25'		H26'		H27'		H28'		H29'

				患者1人1日当たり入院単価 カンジャ ニン ニチ ア ニュウイン タンカ		37,471		38,490		41,256		43,750		44,396		44,779		45,617		47,499



１



1日平均入院患者数	

H22'	H23'	H24'	H25'	H26'	H27'	H28'	H29'	369.3	397.5	404.7	399.3	410.3	415.4	419	411.7	





1



患者1人1日当たり入院単価	

H22'	H23'	H24'	H25'	H26'	H27'	H28'	H29'	37471	38490	41256	43750	44396	44779	45617	47499	







Sheet3

				事業収益の推移 ジギョウ シュウエキ スイイ

				H22'		H23'		H24'		H25'		H26'		H27'		H28'		H29'

		医業 イギョウ		6,012		6,732		7,397		7,589		7,909		8,133		8,299		8,555

		研究等 ケンキュウ トウ		1,131		1,087		1,223		1,486		2,412		2,497		2,700		3,136

				7,143		7,819		8,620		9,075		10,321		10,630		10,999		11,691



事業収益の推移



医業	

H22'	H23'	H24'	H25'	H26'	H27'	H28'	H29'	6012	6732	7397	7589	7909	8133	8299	8555	研究等	

H22'	H23'	H24'	H25'	H26'	H27'	H28'	H29'	1131	1087	1223	1486	2412	2497	2700	3136	

















H22'	H23'	H24'	H25'	H26'	H27'	H28'	H29'	7143	7819	8620	9075	10321	10630	10999	11691	









Sheet4



						筋疾患				精神疾患				発達障害/てんかん				神経疾患

						凍結筋		培養細胞		血液・DNA		脳脊髄液		DNA		脳組織		脳脊髄液

				保有するバイオリソース数リソース数		筋ジストロフィ　(3000)		筋ジストロフィ　(400)		統合失調症 (800）		統合失調症(270)		知的障害		皮質異形成（200）		パーキンソン病

						先天性ミオパチー　(900)		先天性ミオパチー(200)		うつ病　(1000）		うつ病(160)		てんかん		海馬硬化症（150）  		脊髄小脳変性症

						ミトコンドリア病　(1400)		ミトコンドリア病　(250)		双極性障害（400）		双極性障害（120）		自閉症		腫瘍、脳炎(100)		トリプレット病

						その他		その他  		認知症（450）		認知症（100）		 		 (総数＞500)		多発性硬化症

						 		 (総数 >2,000)		健常対照者 (1350）		健常対照者（200）		(約600 家系)				その他

						 (総数 >18,000)				（総数＞4,500）		（総数　>1000）						　（総数＞　300）





Microsoft_Excel_97-2003_______.xls

Graph1


			H22'


			H23'


			H24'


			H25'


			H26'


			H27'


			H28'





入院単価（患者1人1日当り）


（単位：円）


入院単価（患者1人1日当り）


37471


38490


41256


43750


44396


44779


45617





現員推移


			職員の現員数推移 ショクインゲンインスウスイイ


																								（各年度4月1日現在）


									H22'			H23'			H24'			H25'			H26'			H27'			H28'			H29'


			役員等 ヤクイントウ			常勤 ジョウキン			5			5			5			4			4			4			5			5


						非常勤 ヒジョウキン			4			4			4			4			5			5			4			4


			事務職 ジムショク			常勤 ジョウキン			38			42			35			35			33			34			34			37


						非常勤 ヒジョウキン			19			45			56			66			130			146			149			156


			研究職 ケンキュウショク			常勤 ジョウキン			88			95			99			94			94			90			93			95


						非常勤 ヒジョウキン			154			229			265			296			287			269			264			257


			医療職（一） イリョウショクイチ			常勤 ジョウキン			60			64			65			63			68			68			65			65


						非常勤 ヒジョウキン			55			59			59			66			74			69			71			62


			医療職（二） イリョウショクニ			常勤 ジョウキン			63			74			89			96			103			105			110			118


						非常勤 ヒジョウキン			25			34			43			45			56			53			58			55


			医療職（三） イリョウショクサン			常勤 ジョウキン			343			346			370			384			400			403			399			383


						非常勤 ヒジョウキン			17			18			21			18			19			18			15			8


			福祉職 フクシショク			常勤 ジョウキン			17			17			18			18			20			22			24			20


						非常勤 ヒジョウキン			6			7			11			13			9			12			10			11


			療養介護職 リョウヨウカイゴショク			常勤 ジョウキン			0			6			22			23			21			21			20			21


			技能職 ギノウショク			常勤 ジョウキン			25			24			15			9			8			9			7			7


						非常勤 ヒジョウキン			20			22			20			41			39			40			31			23


			合計 ゴウケイ			常勤 ジョウキン			639			673			718			726			751			756			757			751


						非常勤 ヒジョウキン			300			418			479			549			619			612			602			576


			休職者も含む。 キュウショクシャフク








（H28）病院管理指標 


			


			【病院管理指標の推移】


			項　目 コウメ						H22'			H23'			H24'			H25'			H26'			H27'			H28'			H29'


			1日平均入院患者数（全体） イチニチヘイキンニュウインカンジャスウゼンタイ						369.3人 ニン			397.5人 ニン			404.7人 ニン			399.3人 ニン			410.3人 ニン			415.4人 ニン			419.0人			409.7人


						　一般			97.7人 ニン			108.3人 ニン			120.8人 ニン			121.8人 ニン			127.1人 ニン			135.7人 ニン			139.9			146.3			総数 ソウスウ			29.2


						　精神（医療観察法を除く） セイシンイリョウカンサツホウノゾ			113.1人 ニン			125.2人 ニン			125.4人 ニン			122.4人 ニン			128.5人 ニン			129.0人 ニン			128.4			113.2			内科 ナイカ			27.4


						　筋ジス スジ			38.3人 ニン			33.0人 ニン			30.7人 ニン			28.1人 ニン			24.2人 ニン			24.9人 ニン			24.5			24.9			循環器内科 ジュンカンキナイカ			47.8


						　重心 ジュウシン			59.5人 ニン			66.9人 ニン			66.2人 ニン			67.2人 ニン			67.4人 ニン			67.3人 ニン			66.4			65.9			消化器内科 ショウカキナイカショウナイ			33.8


						　精神（医療観察法） セイシンイリョウカンサツホウ			60.7人 ニン			64.1人 ニン			61.6人 ニン			59.8人 ニン			63.1人 ニン			58.5人 ニン			59.7			59.5			神経内科 シンケイナイカ			35.9


			患者1人1日当たり入院単価（全体） カンジャニンニチアニュウインタンカ						37,471円 エン			38,490円 エン			41,256円 エン			43,750円 エン			44,396円 エン			44,779円 エン			45,617円 エン			47,499円 エン			小児科 ショウニカ			35.9


						　一般			47,136円 エン			51,298円 エン			54,481円 エン			56,677円 エン			59,241円 エン			59,875円 エン			60,981円 エン			64,207円 エン			精神科 セイシンカ			18.8


						　精神（医療観察法を除く） セイシンイリョウカンサツホウノゾ			21,400円 エン			22,580円 エン			25,011円 エン			29,752円 エン			28,973円 エン			28,728円 エン			29,432円 エン			28,924円 エン			外科 ゲカ			35.1


						　筋ジス スジ			36,706円 エン			34,066円 エン			39,336円 エン			39,914円 エン			39,767円 エン			38,828円 エン			38,912円 エン			38,780円 エン			消化器外科 ショウカキゲカ			50.7


						　重心 ジュウシン			34,829円 エン			34,608円 エン			36,967円 エン			37,681円 エン			37,485円 エン			38,640円 エン			38,895円 エン			39,159円 エン			小児外科 ショウニゲカ			-


						　精神（医療観察法） セイシンイリョウカンサツホウ			55,016円 エン			54,271円 エン			53,992円 エン			54,688円 エン			55,086円 エン			54,806円 エン			54,643円 エン			54,630円 エン			脳神経外科 ノウシンケイゲカ			36.6


			※H29については、H30.2月まで ガツ																														産婦人科 サンフジンカ			49.4


			【病院管理指標】


			項　目 コウメ						H22'			H23'			H24'			H25'			H26'			H27'			H28'			H29'			29'-22'			対22'率 タイリツ


			1日平均入院患者数 イチニチヘイキンニュウインカンジャスウ						369.3人 ニン			397.5人 ニン			404.7人 ニン			399.3人 ニン			410.3人 ニン			415.4人 ニン			419.0人 ヒト			411.7人 ニン			40.4人 ニン			111%


			患者1人1日当たり入院単価 カンジャニンニチアニュウインタンカ						37,471円 エン			38,490円 エン			41,256円 エン			43,750円 エン			44,396円 エン			44,779円 エン			45,617円 エン			47,499円 エン			10,028円 エン			127%


			病床利用率 ビョウショウリヨウリツ						80.9%			85.3%			86.8%			85.7%			88.0%			88.8%			89.5%			89.0%			8.0%			110%


			紹介率 ショウカイリツ						69.6%			75.8%			79.1%			79.4%			77.7%			79.4%			82.7%			77.7%			8.1%			112%


			逆紹介率 ギャクショウカイリツ						49.6%			58.3%			52.6%			51.2%			52.1%			64.4%			64.6%			63.9%			14.3%			129%


			※H29については、「患者1人1日当たり入院単価」・「紹介率」・「逆紹介率」はH30.2月までのデータによる。 カンジャニンニチアニュウインタンカショウカイリツギャクショウカイリツガツ


																														462.8%


			【医業収支の推移】																																	（単位：百万円）


			項　目 コウメ						H22'			H23'			H24'			H25'			H26'			H27'			H28'			H29'(見込み) ミコ			29'-22'			対22'率 タイリツ


			医業収益 イギョウシュウエキ						6,012			6,732			7,397			7,589			7,909			8,133			8,299			8,408			2,396			140%


			医業費用 イギョウヒヨウ						6,569			7,070			7,377			7,445			7,997			8,050			7,932			8,241			1,672			125%


			医業収支 イギョウシュウシ						▲ 557			▲ 338			20			143			▲ 88			82			367			167			724			230%


			医業収支率 イギョウシュウシリツ						91.5%			95.2%			100.3%			101.9%			98.9%			101.0%			104.6%			102.0%			10.5%			111%


									H22'			H23'			H24'			H25'			H26'			H27'			H28'			H29'


						1日平均入院患者数 イチニチヘイキンニュウインカンジャスウ			369.3			397.5			404.7			399.3			410.3			415.4			419.0			411.7


									H22'			H23'			H24'			H25'			H26'			H27'			H28'			H29'


									369.3


									H22'			H23'			H24'			H25'			H26'			H27'			H28'			H29'


						入院単価（患者1人1日当り） ニュウインタンカ			37,471			38,490			41,256			43,750			44,396			44,779			45,617			47,499
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（H29）収支状況（理事会提出版）


			職員の現員数推移（グラフ作成用） ショクインゲンインスウスイイサクセイヨウ


																					（各年度4月1日現在）


						H22'			H23'			H24'			H25'			H26'			H27'			H28'			H29'			H30'


			事務職 ジムショク			38			42			35			35			33			34			34			37			37


			研究職 ケンキュウショク			88			95			99			94			94			90			93			98			94


			医療職（一） イリョウショクイチ			60			64			65			63			68			68			65			66			64


			医療職（二） イリョウショクニ			63			74			89			96			103			105			110			118			132


			医療職（三） イリョウショクサン			343			346			370			384			400			403			399			384			407


			福祉職 フクシショク			17			17			18			18			20			22			24			20			23


			療養介護職 リョウヨウカイゴショク			0			6			22			23			21			21			20			21			19


			技能職 ギノウショク			25			24			15			9			8			9			7			7			7


			合計 ゴウケイ			634			668			713			722			747			752			752			751			783


			休職者も含む。 キュウショクシャフク


						H22'			H23'			H24'			H25'			H26'			H27'			H28'			H29'			H30'


			常勤職員数の推移 ジョウキンショクインスウスイイ			634			668			713			722			747			752			752			751			783








（H29）収支状況（理事会提出版）
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定数表300401


			


																																										（単位：百万円） タンイヒャクマンエン


			項　目 コウメ			H22'			H23'			H24'			H25'			H26'			H27'			H28’			H29’（計画） ケイカク			H29’見込み ミコ			対前年度 タイゼンネンド			対計画 タイケイカク			対22' タイ			H30’（計画） ケイカク


			経常収益 ケイジョウシュウエキ			11,705			12,436			14,060			14,027			15,407			15,208			15,379			16,195			15,667			288			▲ 528			3,962			16,567


			　業務収益 ギョウムシュウエキ			7,143			7,819			8,620			9,075			10,321			10,630			10,999			11,711			11,221			222			▲ 490			4,078			12,207


			　医業収益 イギョウシュウエキ			6,012			6,732			7,397			7,589			7,909			8,133			8,299			8,929			8,408			109			▲ 521			2,396			9,131


			　研究収益 ケンキュウシュウエキ			1,114			1,062			1,188			1,443			2,374			2,465			2,663			2,741			2,772			109			31			1,658			3,030


			　その他収益 ホカシュウエキ			17			25			35			43			38			32			37			41			41			4			0			24			46


			　その他経常収益 ホカケイジョウシュウエキ			4,562			4,617			5,439			4,954			5,086			4,578			4,380			4,483			4,447			67			▲ 36			▲ 115			4,360


			　 　運営費交付金収益 ウンエイヒコウフキンシュウエキ			4,303			4,184			4,619			4,326			4,246			3,832			3,760			3,879			3,851			91			▲ 28			▲ 452			3,803


			　 　補助金等収益 ホジョキントウシュウエキ			74			41			95			23			50			15			63			161			163			100			2			89			174


			　 　寄附金収益 キフキンシュウエキ			46			23			64			38			44			27			35			36			33			▲ 2			▲ 3			▲ 13			36


			　その他収益 ホカシュウエキ			139			369			661			567			746			704			522			407			399			▲ 123			▲ 8			260			347


			　　資産見返負債戻入 シサンミカエフサイモドイ			14			179			442			501			532			590			459			322			336			▲ 123			14			322			286


			　　その他 タ			125			190			219			66			214			114			63			85			63			0			▲ 22			▲ 62			61


			経常費用 ケイジョウヒヨウ			11,731			13,201			14,355			14,249			15,855			15,581			15,452			16,175			15,975			523			▲ 200			4,244			16,466


			業務費用 ギョウムヒヨウ			11,686			13,157			14,306			14,205			15,799			15,539			15,388			16,138			15,923			535			▲ 215			4,237			15,923


			医業費用 イギョウヒヨウ			6,569			7,070			7,377			7,445			7,997			8,051			7,932			8,300			8,241			309			▲ 59			1,672			8,563


			　　　給与費 キュウヨヒ			3,589			3,720			3,872			3,986			4,288			4,422			4,482			4,573			4,570			88			▲ 3			981			4,677


			　　　材料費 ザイリョウヒ			1,043			1,147			1,289			1,240			1,354			1,450			1,411			1,503			1,453			42			▲ 50			410			1,585


			　　　委託費 イタクヒ			612			533			527			491			527			536			594			611			594			0			▲ 17			▲ 18			602


			　　　設備関係費 セツビカンケイヒ			947			1,245			1,275			1,319			1,373			1,261			1,110			1,247			1,227			117			▲ 20			280			1,320


			　　　（うち減価償却費） ゲンカショウキャクヒ			969			952			936			888			868			768			621			725			701			80			▲ 24			▲ 268			795


			　　　経費 ケイヒ			378			425			414			409			455			382			335			366			391			56			25			13			379


			医業外費用 イギョウガイヒヨウ			5,117			6,087			6,929			6,760			7,802			7,488			7,456			7,838			7,682			226			▲ 156			2,565			7,870


			　　　給与費 キュウヨヒ			2,771			3,197			3,453			3,562			3,949			3,726			3,722			3,983			3,957			235			▲ 26			1,186			3,507


			　　　材料費 ザイリョウヒ			297			363			345			336			654			641			552			460			545			▲ 7			85			248			380


			　　　経費 ケイヒ			2,015			2,303			2,636			2,323			2,608			2,477			2,627			2,977			2,748			121			▲ 229			733			3,605


			　　　減価償却費 ゲンカショウキャクヒ			33			223			494			539			590			644			555			417			431			▲ 124			14			398			378


			　その他経常費用 タケイジョウヒヨウ			45			44			49			43			56			42			64			31			53			▲ 11			22			8			33


			経常収支 ケイジョウシュウシ			▲ 26			▲ 765			▲ 294			▲ 222			▲ 448			▲ 373			▲ 73			20			▲ 308			▲ 235			▲ 328			▲ 282			100


			医業収支 イギョウシュウシ			▲ 557			▲ 338			20			143			▲ 88			82			367			629			167			▲ 200			▲ 462			724			568


			経常収支率 ケイジョウシュウシリツ			99.8%			94.2%			97.9%			98.4%			97.2%			97.6%			99.5%			100.1%			98.1%			▲1.5%			▲2.1%			▲1.7%			100.6%


			医業収支率 イギョウシュウシリツ			91.5%			95.2%			100.3%			101.9%			98.9%			101.0%			104.6%			107.6%			102.0%			▲2.6%			▲5.6%			10.5%			106.6%


			人件費（経常） ジンケンヒケイジョウ			6,360			6,917			7,325			7,548			8,237			8,148			8,204			8,556			8,527			323			▲29			2,167			8,184


			人件費率 ジンケンヒリツ			54.3%			55.6%			52.1%			53.8%			53.5%			53.6%			53.3%			52.8%			54.4%			1.1%			1.6%			0.1%			49.4%


			人件費（医業） ジンケンヒイギョウ			3,589			3,720			3,872			3,986			4,288			4,422			4,482			4,573			4,570			88			▲3			981			4,677


			人件費率 ジンケンヒリツ			59.7%			55.3%			52.3%			52.5%			54.2%			54.4%			54.0%			51.2%			54.4%			0.3%			3.1%			▲5.3%			51.2%


			人件費+委託（医業） ジンケンヒイタクイギョウ			4,201			4,253			4,399			4,477			4,815			4,958			5,076			5,184			5,164			88			-20			963			5,279


			人件費+委託費率 ジンケンヒイタクヒリツ			69.9%			63.2%			59.5%			59.0%			60.9%			61.0%			61.2%			58.1%			61.4%			0.3%			3.4%			▲8.5%			57.8%


			材料費（医業） ザイリョウヒイギョウ			1,043			1,147			1,289			1,240			1,354			1,450			1,411			1,503			1,453			42			▲50			410			1,585


			材料費率 ザイリョウヒリツ			17.3%			17.0%			17.4%			16.3%			17.1%			17.8%			17.0%			16.8%			17.3%			0.3%			0.4%			▲0.1%			17.4%


			減価償却費（経常） ゲンカショウキャクヒケイジョウ			1,002			1,175			1,430			1,427			1,458			1,412			1,176			1,142			1,132			▲44			▲10			130			1,173


			減価償却費率 ゲンカショウキャクヒリツ			8.6%			9.4%			10.2%			10.2%			9.5%			9.3%			7.6%			7.1%			7.2%			▲0.4%			0.2%			▲1.3%			7.1%








（H28）収支状況


			職員の現員数推移（グラフ作成用） ショクインゲンインスウスイイサクセイヨウ


																					（各年度4月1日現在）


						H22'			H23'			H24'			H25'			H26'			H27'			H28'			H29'


			役員等 ヤクイントウ			4			4			4			4			5			5			4			4


			事務職 ジムショク			19			45			56			66			130			146			149			156


			研究職 ケンキュウショク			154			229			265			296			287			269			264			257


			医療職（一） イリョウショクイチ			55			59			59			66			74			69			71			62


			医療職（二） イリョウショクニ			25			34			43			45			56			53			58			55


			医療職（三） イリョウショクサン			17			18			21			18			19			18			15			8


			福祉職 フクシショク			6			7			11			13			9			12			10			11


			技能職 ギノウショク			20			22			20			41			39			40			31			23


			合計 ゴウケイ			300			418			479			549			619			612			602			576


			休職者も含む。 キュウショクシャフク
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						常勤職員の定数について（平成30年4月1日改正） ジョウキンショクインテイスウヘイセイネンツキヒセイ


																																													（単位:人） タンイヒト


									役員 ヤクイン			基本給表・基本年俸表 キホンキュウヒョウキホンネンポウヒョウ																																	合計 ゴウケイ


			区分 クブン			役職内訳 ヤクショクウチワケ						院長等 インチョウトウ			副所長 フクショチョウ			研究職 ケンキュウショク			副院長 フクインチョウ			医療職 イリョウショク			医療職 イリョウショク			医療職 イリョウショク			事務職 ジムショク			技能職 ギノウショク			福祉職 フクシショク			療養 リョウヨウ


												年俸表 ネンポウヒョウ			年俸表 ネンポウヒョウ						年俸表 ネンポウヒョウ			（一） イチ			（二） ニ			（三） サン												介助職 スケショク


						役員等 ヤクイントウ			3			1			1			0			1			0			0			0			2			0			0			0			8


						神経研究所 シンケイケンキュウジョ			0			0			46			0			0			0			0			0			0			0			0			0			46


						精神保健研究所 セイシンホケンケンキュウジョ			0			1			40			3			0			0			0			0			0			0			0			0			44


						ＴＭＣ			0			0			5			0			3			0			1			1			1			0			0			0			11


						ＭＧＣ			0			0			2			1			0			0			0			0			0			0			0			0			3


						ＩＢＩＣ			0			0			4			0			1			0			0			0			0			0			0			0			5


						ＣＢＴ			0			0			3			0			1			0			0			0			0			0			0			0			4


						病院 ビョウイン			0			0			1			2			44			24			133			343			1			8			24			29			609


						総務部 ソウムブ			0			0			0			0			0			0			0			0			10			0			0			0			10


						企画経営部 キカクケイエイブ			0			0			0			0			0			0			0			0			9			0			0			0			9


						財務経理部 ザイムケイリブ			0			0			0			0			0			0			0			0			15			0			0			0			15


						ＮＣＮＰ計			3			2			102			6			50			24			134			344			38			8			24			29			764
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			【年度収支】																								（単位：百万円） タンイヒャクマンエン


			項　目 コウメ			H22'			H23'			H24'			H25'			H26'			H27'			H28’（計画） ケイカク			H28’			対前年度 タイゼンネンド			対計画 タイケイカク


			経常収益 ケイジョウシュウエキ			11,705			12,436			14,061			14,027			15,407			15,208			14,307			15,379			171			1,072


			医業収益 イギョウシュウエキ			6,012			6,732			7,397			7,589			7,909			8,133			8,174			8,299			166			125


			研究収益 ケンキュウシュウエキ			1,114			1,062			1,188			1,443			2,374			2,465			1,689			2,663			198			974


			　 運営費交付金収益 ウンエイヒコウフキンシュウエキ			4,303			4,184			4,619			4,326			4,246			3,832			3,875			3,760			▲ 72			▲ 115


			資産見返負債戻入 シサンミカエフサイモドイ			14			179			442			501			532												0			0


			その他 タ			290			637			1,299			1,170			1,410			778			569			657			▲ 121			88


			経常費用 ケイジョウヒヨウ			11,731			13,201			14,355			14,249			15,855			15,581			14,572			15,452			▲ 129			880


			医業費用 イギョウヒヨウ			6,569			7,070			7,377			7,445			7,997			8,051			7,838			7,932			▲ 119			94


			　　　給与費 キュウヨヒ			3,589			3,720			3,872			3,986			4,288			4,422			4,426			4,482			60			56


			　　　材料費 ザイリョウヒ			1,043			1,147			1,289			1,240			1,354			1,450			1,271			1,411			▲ 39			140


			　　　減価償却費 ゲンカショウキャクヒ			703			952			936			888			867			768			615			621			▲ 147			6


			　　　その他経費 タケイヒ			1,234			1,252			1,280			1,332			1,488			1,411			1,526			1,418			7			▲ 108


			医業外費用 イギョウガイヒヨウ			5,117			6,087			6,929			6,760			7,802			7,488			6,699			7,456			▲ 32			757


			　　　給与費 キュウヨヒ			2,771			3,197			3,453			3,562			3,949			3,726			3,735			3,722			▲ 4			▲ 13


			　　　材料費 ザイリョウヒ			297			363			345			336			654			641			454			552			▲ 89			98


			　　　減価償却費 ゲンカショウキャクヒ			33			223			494			539			590			644			546			555			▲ 89			9


			　　　その他経費 タケイヒ			2,015			2,303			2,636			2,323			2,608			2,477			1,964			2,627			150			663


			経常収支 ケイジョウシュウシ			▲ 26			▲ 765			▲ 294			▲ 222			▲ 448			▲ 373			▲ 265			▲ 73			300			192


			医業収支 イギョウシュウシ			▲ 557			▲ 338			20			143			▲ 88			82			336			367			285			31


			経常収支率 ケイジョウシュウシリツ			99.8%			94.2%			97.9%			98.4%			97.2%			97.6%			98.2%			99.5%			133%			122%


			医業収支率 イギョウシュウシリツ			91.5%			95.2%			100.3%			101.9%			98.9%			101.0%			104.3%			104.6%			-139%			133%








			





経常収支





			


						H22'			H23'			H24'			H25'			H26'			H27'			H28’


						7,143			7,819			8,620			9,075			10,321			10,630			10,999


			医業 イギョウ			6,012			6,732			7,397			7,589			7,909			8,133			8,299


			研究等 ケンキュウトウ			1,131			1,087			1,223			1,486			2,412			2,497			2,700


			研究 ケンキュウ			1,114			1,062			1,188			1,443			2,374			2,465			2,663


			その他 ホカ			17			25			35			43			38			32			37
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事業収益の推移
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●評価項目No.1-3 医療の提供に関する事項

<目標と実績との比較>

① 医療安全管理体制の充実 (中長期計画 : 医療安全や感染対策研修各年2回以上開催、医療安全管理委員会月1回以上開催)

・全職員対象の医療安全研修と感染対策セミナーを各２回あわせて計4回開催した。e-ラーニングによりテストを実施して受講状況を確認し、受講率100％
となったことを確認している。医療安全管理委員会は、毎月１回以上定例開催し、臨時医療安全管理委員会を計35回開催。

② 入院時から地域ケアを見通した医療の提供

・デイケアにおける就労支援は、平成23年度から開始。
・平成24年度より就労支援専門スタッフを配置。

(参考) 平成28年(2016年)病院報告
(厚生労働省公表) より

　精神病床 86.2%

　一般病床 75.2%

　精神病床 269.9日

　一般病床 16.2日

病床利用率

平均在院日数

１） 訪問看護ステーションから訪問件数は6,578件、スタッフ1人あたり
の1日平均訪問件数が3.6件であった。病棟と週に1回、新規入院の訪問新
規導入のためのスクリーニングを実施し、これにより平成29年度は19件
の新規ケース導入があった。

２） デイケアでは、就労支援専門員(PSW)及びピアスタッフ（精神保健医療機関で働く
精神疾患当事者のこと）を配置し、医療サービスのみならず、地域や企業、行政との
連携を図りながら重い精神障害をもつ人に対する就労支援を展開。平成29年度は、一
般企業への年間就労者は２７名であった。デイケアの実利用は月平均２３４名である。

３） 神経・筋疾患患者の在宅療養支援のため、入院早期から家族等からの生活環境に関す
る情報を広範に収集して患者を取り巻く社会的状況を把握するとともに、専門的な検査・
診療によりリスクアセスメントを行った上で医療を話し合うとともに、患者及び家族に対
して積極的に退院指導を行った。提供した。退院時は、地域ケアスタッフと情報共有を密
に行って在宅療養に向けた課題解決に努めている。

③ 効果的かつ効率的な病院運営
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29年度計画

・専門領域の診断・治療に関する手術件数
　26年度に比べ２％以上増加

236件
対平成26年度：110.3％
（平成26年度手術件数：214件）

 ・病床利用率　　　 92.6％以上 89.0%

・平均在院日数　　23日以下
（契約入院・医療観察法病棟を除外）

21.3日

（42.0日） 精神病床（医療観察法病棟除く）

（15.6日） 一般病床（契約入院除く）

・入院延患者数　　157,000人以上 150,265人

29年度実績


Sheet5

				当院
患者数 トウイン カンジャスウ		我が国の
推定患者数 ワ クニ スイテイ カンジャスウ		当院患者が
占める割合 トウイン カンジャ シ ワリアイ

		多発性硬化症 タハツセイ コウカショウ		540名		10,000名		5.4%

		慢性炎症性脱髄性ニューロパチー マンセイ エンショウ セイ ダツ ズイ セイ		102名		2,000名		5.1%

		脊髄小脳変性症/多系統萎縮症 セキズイ ショウノウ ヘンセイショウ タ ケイトウ イシュク ショウ		275名		40,000名		0.7%

		進行性核上性麻痺/大脳皮質基底核変性症 シンコウセイ カク ジョウ セイ マヒ ダイノウ ヒシツ キテイ カク ヘンセイショウ		91名		20,000名		0.5%

		パーキンソン病 ビョウ		1,304名		160,000名		0.8%

		Duchenne型筋ジストロフィー カタ キン		322名		5,000名		6.4%

		肢帯型筋ジストロフィー アシ オビ カタ キン		88名		1,900名
～2,500名 メイ メイ		3.5％
～4.6％

		先天性筋ジストロフィー センテンセイ キン		49名		500名
～1,000名 メイ メイ		4.9％
～9.8％

		顔面肩甲上腕型筋ジストロフィー ガンメン ケンコウ ジョウワン カタ キン		88名		2,500名		3.5%

		筋強直性ジストロフィー キン キョウチョク セイ		116名		11,000名
～13,000名 メイ メイ		0.9％
～1.1％

		GNEミオパチー		41名		300名
～400名 メイ メイ		10.3％
～13.7％
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				研究開発の成果の最大化その他の業務の質の向上に関する事項								評価項目		自己評価

						１．研究・開発に関する事項

								担当領域の特性を踏まえた戦略的かつ重点的な研究・開発の推進				１－１		Ｓ

								【重要度：高】		担当領域の特性を踏まえた戦略的かつ重点的な研究・開発は、国民が健康な生活及び長寿を享受することのできる社会を形成するために極めて重要であり、研究と臨床を一体的に推進できるNCの特長を活かすことにより、研究成果の実用化に大きく貢献することが求められているため。

								【難易度：高】		筋ジストロフィーや多発性硬化症などの難治性・希少性の高い疾患については、症例集積性の困難さなどから民間企業等が参加しにくいという面があり、他の領域に比べその研究開発は世界的にも遅れている。また、難病等については発症原因・機序等に未解明な部分が多く、治療薬開発等については技術的にも非常に困難であるため。

								実用化を目指した研究・開発の推進及び基盤整備				１－２		Ｓ

								【重要度：高】		実用化を目指した研究・開発の推進及び基盤整備は、国民が健康な生活及び長寿を享受することのできる社会を形成するために極めて重要であり、研究と臨床を一体的に推進できるNCの特長を活かすことにより、研究成果の実用化に大きく貢献することが求められているため。

						２．医療の提供に関する事項						１－３		Ａ

								【重要度：高】		精神・神経疾患等に対する中核的な医療機関であり、研究開発成果の活用を前提として、医療の高度化・複雑化に対応した医療を提供することは、我が国の医療レベルの向上に繋がるため。

						３．人材育成に関する事項						１－４		Ａ

						４．医療政策の推進等に関する事項						１－５		Ａ

				業務運営の効率化に関する事項								２－１		Ｂ

				財務内容の改善に関する事項								３－１		Ｂ

				その他業務運営に関する重要事項								４－１		Ｂ





原著論文等推移

										平成26年度 ヘイセイ ネンド		平成27年度 ヘイセイ ネンド		平成28年度 ヘイセイ ネンド		平成29年度 ヘイセイ ネンド

								原著論文 ゲンチョ ロンブン		295件		310件		360件		359件						H26’		H27’		H28’		H29’

										(249件)		(259件)		(303件)		(317件)				原著論文		295件		310件		360件		359件

								総説 ソウセツ		271件		273件		258件		261件				論文数 ロンブン スウ		271件		273件		258件		261件

										(18件)		(21件)		(29件)		(29件)						566件		583件		618件		620件

								合計 ゴウケイ		566件		583件		618件		620件

										(267件)		(280件)		(332件)		(346件)

								対26' タイ		－		+3.0%		+9.2%		+9.5%

												1.0300353357		1.0918727915		1.0954063604









原著論文等の発表件数推移



原著論文	

H26’	H27’	H28’	H29’	295	310	360	359	論文数	H26’	H27’	H28’	H29’	271	273	258	261	

H26’	H27’	H28’	H29’	566	583	618	620	







＜達成＞

＜達成＞

9.5％増

中長期期間中に、
26年度に比べ５％以上増



原著論文

		年 ネン		H22		H23		H24		H25		H26		H27		H28		H29

		ｲﾝﾊﾟｸﾄﾌｧｸﾀｰが付与された雑誌に掲載された原著論文数推移（暦年） フヨ ザッシ ケイサイ ゲンチョ ロンブン スウ スイイ レキネン		190		218		242		265		251		276		205		354



ｲﾝﾊﾟｸﾄﾌｧｸﾀｰが付与された雑誌に掲載された

原著論文数の推移（暦年）



ｲﾝﾊﾟｸﾄﾌｧｸﾀｰが付与された雑誌に掲載された原著論文数推移（暦年）	

H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	190	218	242	265	251	276	205	354	







原著論文 (2)

		年 ネン		H22		H23		H24		H25		H26		H27		H28		H29

		ｲﾝﾊﾟｸﾄﾌｧｸﾀｰが付与された雑誌に掲載された原著論文数推移（暦年） フヨ ザッシ ケイサイ ゲンチョ ロンブン スウ スイイ レキネン		190		218		242		265		251		276		213		295



ｲﾝﾊﾟｸﾄﾌｧｸﾀｰが付与された雑誌に掲載された

原著論文数の推移（暦年）



ｲﾝﾊﾟｸﾄﾌｧｸﾀｰが付与された雑誌に掲載された原著論文数推移（暦年）	

H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	190	218	242	265	251	276	213	295	







インパクトファクター

				論文数 ロンブン スウ		論文の被引用回数 ロンブン ヒインヨウ カイスウ

						H21		H22		H23		H24		H25		H26		H27		H28		H29		H30

		H21		208		123		757		1,037		1,041		1,028		1,003		999		906		798		374

		H22		200				138		611		815		840		836		729		732		732		294

		H23		230						115		604		902		940		912		869		809		400

		H24		252								121		552		787		761		705		734		331

		H25		280										246		883		1,193		1,082		1,029		511

		H26		260												260		1,086		1,394		1,421		633

		H27		287														481		2,358		3,285		1,525

		H28		213																186		676		394

		H29		295																		238		318





インパクトファクター (2)

				論文数 ロンブン スウ		論文の被引用回数 ロンブン ヒインヨウ カイスウ

						H21		H22		H23		H24		H25		H26		H27		H28		H29		H30

		H21		197		120		686		910		911		918		909		894		812		715		340

		H22		190				136		590		768		803		803		689		701		688		278

		H23		218						107		577		865		898		873		821		767		372

		H24		242								118		533		762		743		687		715		322

		H25		266										239		832		1,132		1,031		991		487

		H26		251												251		1,056		1,362		1,397		610

		H27		278														476		2,330		3,261		1,491

		H28		213																186		676		394

		H29		295																		238		318





訪問看護・デイケア

						H21’		H22’		H23’		H24’		H25’		H26’		H27’		H28’		H29’

				訪問看護件数 ホウモン カンゴ ケンスウ		371		1,015		1,564		2,506		3,146		3,827		5,193		6,126		6,578

						H23’		H24’		H25’		H26’		H27’		H28’		H29’

				就労者数 シュウロウシャ スウ		13		38		36		35		30		35		27



訪問看護件数の推移



訪問看護件数	

H21’	H22’	H23’	H24’	H25’	H26’	H27’	H28’	H29’	371	1015	1564	2506	3146	3827	5193	6126	6578	





就労者数の推移（単位：人）



就労者数	

H23’	H24’	H25’	H26’	H27’	H28’	H29’	13	38	36	35	30	35	27	







退院支援

				平成29年度の退院支援実施件数は604件（平成26年度：390件、平成27年度：428件、平成28年度：548件）

						H26'		H27'		H28'		H29'

				退院支援実施件数		390		428		548		604





退院支援実施件数	

H26'	H27'	H28'	H29'	390	428	548	604	







CRT

						平成27年度 ヘイセイ ネンド		平成28年度 ヘイセイ ネンド		平成29年度 ヘイセイ ネンド

				入門講座ワークショップ		1回		1回		1回

				Meet The Expert 		2回		3回		3回

				実践講座ワークショップ		1回		1回		1回

				メタ・アナリシス入門講座		1回		1回		1回

				倫理講座		5回		6回		0回





診療



				29年度計画		29年度実績

				・専門領域の診断・治療に関する手術件数
　26年度に比べ２％以上増加		236件 ケン		対平成26年度：110.3％
（平成26年度手術件数：214件） タイ ヘイセイ ネンド シュジュツ ケンスウ ケン

				 ・病床利用率　　　 92.6％以上		89.0%

				・平均在院日数　　23日以下
（契約入院・医療観察法病棟を除外）		21.3日 ニチ

						（42.0日） ニチ		精神病床（医療観察法病棟除く） セイシン ビョウショウ イリョウ カンサツ ホウ ビョウトウ ノゾ

						（15.6日） ニチ		一般病床（契約入院除く） イッパン ビョウショウ ケイヤク ニュウイン ノゾ

				・入院延患者数　　157,000人以上		150,265人 ニン

												病床利用率

												　精神病床 セイシン ビョウショウ		86.2%

												　一般病床 イッパン ビョウショウ		75.2%

												平均在院日数

												　精神病床 セイシン ビョウショウ		269.9日 ニチ

												　一般病床 イッパン ビョウショウ		16.2日 ニチ



　 
 ・病床利用率　　　精神病床　86.2％     
　　　　　　　　　一般病床　75.2％
 ・平均在院日数　　精神病床　269.9日　一般病床16.2日



てんかんセンター

						平成27年度 ヘイセイ ネンド		平成28年度 ヘイセイ ネンド		平成29年度 ヘイセイ ネンド

				外来初診患者数 ガイライ ショシン カンジャスウ		875名		819名		790名

				新入院患者数 シン ニュウイン カンジャスウ		804名		990名		1,029名

				てんかん外科手術件数 ゲカ シュジュツ ケンスウ		76件		89件		93件

				5才以下の乳幼児難治性てんかん手術件数		19件		12件		13件





専門疾病センター

		センター名 メイ		概　　要 ガイ ヨウ

		多発性硬化症センター		脳神経内科、精神科、放射線科、内科、小児科の医師と、免疫学や神経科学の研究者が連携して、最新・最善の医療を提供し、若手医師や研究者の育成、新薬開発の促進などを進めている。  ノウ

		筋疾患センター		筋疾患診療と研究に関わる集学的チーム。診療は小児、成人、整形外科及びリハビリと筋ジストロフィーを対象に専門分化し、筋病理、遺伝子診断など最新の知見に基づく世界最高水準の診断技術など診断・治療・ケアを提供するとともに、治験、臨床研究及び市民講座等にも積極的に取組む。

		てんかんセンター		病院の関係診療科、神経研究所、精神保健研究所、メディカル・ゲノムセンター及び脳病態画像診断センター等の専門医等が組織横断的に診断、治療、研究、教育及び社会活動に関わる包括的な医療・研究等を推進する。また、てんかん診療全国拠点として地域のてんかん診療拠点への支援等を行う。

		パーキンソン病・運動障害疾患
センター		脳神経内科をはじめ関係診療科やリハビリテーションスタッフなど多職種チームで診療・支援にあたるとともに、新たな治療法・診断法の開発、国民全体に対する正しい知識等情報発信を推進する。 ノウ

		地域精神科モデル医療センター		急性期医療と包括的な地域精神科医療の結合を進め、精神科モデル医療を具体化し診療報酬制度への反映を促すなど広く全国に普及する。

		睡眠障害センター		精神・神経疾患患者も含めた睡眠障害について、精神保健研究所や病院の関係診療科が連携して終夜睡眠ポリグラフ検査等による原因究明と最新知見に基づく最適治療の提供並びに新たな診断・治療法の開発や病態解明に取り組んでいる。

		統合失調症早期診断・治療センター		病院と精神保健研究所等の専門家が連携して統合失調症の発症早期に適切な診断･治療を行い、認知機能に対する心理社会的治療など、適切な治療法の開発に取り組んでいる。

		認知症センター		関係部門が協力して、認知症に対する診療と治療法等の開発を進めるとともに、認知症の前駆段階の人の研究を進めて早期診断法や予防法の開発に取り組んでいる。

		薬物依存症治療センター		精神保健研究所や病院精神科等の専門家が連携して薬物依存症を「犯罪」ではなく、「病気」として薬物依存外来を中心とした診療及び臨床研究を行うとともに、患者・家族を地域で孤立させない新しい心理社会的アプローチの開発と普及を推進している。また、依存症拠点機関のうち薬物依存症に関する全国拠点機関として研修会等の実施を行う。

		嚥下障害リサーチセンター		専門外来を中心とした診療を行うとともに新規医療機器や治療法の開発に取り組んでいる。

		気分障害先端治療センター		うつ病や躁うつ病といった気分障害の次世代の治療を確立することを目指すとともに、生化学的な解明とバイオマーカー開発に取組み、高精度脳画像データを多数収集し、新たな診断法の開発に取り組む。さらに、患者様、ご家族、医療関係者、国民全体が気分障害に関する正しい知識を得るための情報発信にも力を入れる。

























専門研修



		研　　修		対象者		内容		受講人数 ジュコウ ニンズウ

		TMC臨床研究研修制度 (Clinical Research Track)		内外若手研究者（レジデント及び流動研究員等）		臨床疫学、前向き研究の計画法、生物統計学及び研究倫理など臨床研究を行う上で必要となるスキルを研修		286名

		臨床研究に携わる人のための生物統計学講座		〃		臨床研究に携わる人のための生物統計学講座（平成２９年度実績１０回）		361名

		医学英語論文ライティングに関する実践的なセミナー		〃		医学英語論文ライティングに関する実践的なセミナー（平成29年度実績１回）		10名

		精神保健に関する技術研修課程		精神保健に従事する医療関係者		国や地方自治体、病院などで精神保健の業務に従事する医療関係者などにおいてリーダーとして活躍できる人材の育成の一環として、精神保健、精神疾患及び発達障害などに関わる専門的知識・技術の向上を図ることを目的として１５課程により実施		801名

		持続エクスポージャー療法の指導者等養成研修		医療従事者		薬物療法以上に有効とされ、NCNPでの研究成果に基づいて平成28年度より保険収載されたPTSDに対する持続エクスポージャー療法の普及のためのワークショップ及び指導者養成研修について、ペンシルバニア大学と共同研究を進めている。 ダイガク キョウドウ ケンキュウ スス		116名

		認知リハビリテーションに関する実践研修		医療従事者		我が国においてはNCNPが中心となって研究を進め、臨床場面で先駆的に導入している精神疾患の認知機能障害に対する認知リハビリテーションに関する実践研修及び作業療法士を対象とした研修会		96名

		認知行動療法 (CBT)研修		医療従事者		認知行動療法を実施するうえで必要となる基礎知識、基本的技能を習得を目的とする「認知行動療法ベーシック研修（集中）」等、平成29年度に11本の研修を実施 ナド ヘイセイ ネンド ホン ケンシュウ ジッシ		493名

		医療観察法病棟の医療従事者等に対する資質向上のための研修		全国の医療観察法病棟の医療従事者等		「医療観察法実務者研修会」（88名）の実施、医療観察法病棟において、臨床実習や医療観察法病棟開棟前研修/実習等（143名） イリョウ カンサツ ホウ ジツムシャ ケンシュウカイ メイ ジッシ		231名

		光トポグラフィー実践研修		医師 等 トウ		ＮＣＮＰでの研修を受講した常勤医師の配置が保険適用の施設基準とされている光トポグラフィー（精神疾患の鑑別診断補助の検査方法として保険適用）の実践研修		39名

		包括的暴力防止プログラム研修		医療従事者		精神科医療領域の現場における暴力に対し、専門的な知識、技術に基づいた包括的な対処技能の習得とともに、その技能を広く普及させ、医療環境及びその質の向上を図るための包括的暴力防止プログラム研修		52名

		遺伝カウンセリングセミナー		医療従事者等		医療従事者等を対象とした遺伝カウンセリングセミナー（テーマ：ジストロフィノパチー）		30名

		精神保健指導課程研修		市町村、都道府県の精神保健行政に携わる者		市町村、都道府県の精神保健行政における活動に資するデータの読み方の研修 セイシン ホケン ギョウセイ カツドウ シ ヨ カタ ケンシュウ		45名

		企業研究者を対象とした研修		製薬企業研究者		製薬企業の研究者に、神経系疾患の講義、回診・リハビリテーション・手術等の見学、医師、メディカルスタッフ及び同意を得た患者および家族からの説明、意見交換を行い、研究者がどのような薬が必要とされているか、その分野でのunmet needsなどを理解するための研修である。（1回３名程度、２日間）（平成29年度実績32名）		32名

		院内看護師臨床教育研修		看護師（院内）		専門看護師、認定看護師（精神科専門看護師、感染管理認定看護師、皮膚排泄ケア認定看護師、摂食嚥下障害認定看護師、慢性呼吸器疾患認定看護師、緩和ケア認定看護師）による院内看護師臨床教育研修（310名）及び院内口腔ケア認定看護師、（24名）、院内人口呼吸ケア認定看護師（9名）、院内行動制限最小化認定看護師（4名）の研修 メイ オヨ インナイ コウクウ ニンテイ カンゴシ メイ インナイ ジンコウ コキュウ ニンテイ カンゴシ メイ インナイ コウドウ セイゲン サイショウカ ニンテイ カンゴシ メイ ケンシュウ		347名

		パーキンソン病薬物療法認定薬剤師の認定		薬剤師（院内）		パーキンソン病に対する薬物療法についての院内薬剤師への臨床教育研修（平成29年度から施行開始、今後学会認定等への発展を目指す） セコウ		1名

		世界脳週間2017　イベント セカイ ノウ シュウカン		高校生 コウコウセイ		全世界で行われている「世界脳週間」キャンペーンの一環として、高校生を受け入れて、体験型の研修を実施 ゼンセカイ オコナ セカイ ノウ シュウカン イッカン コウコウセイ ウ イ タイケンガタ ケンシュウ ジッシ		50名

						計 ケイ		2,990名





医療

				疾患 シッカン		診療科等 シンリョウカ トウ		関連する専門疾病センター		NCNPの取り組み等 ト ク トウ		トピックス

				難治性神経疾患		脳神経内科、小児神経科、身体リハビリテーション科を中心に
（筋疾患、多発性硬化症等免疫性疾患、パーキンソン病をはじめとする運動障害疾患等）		筋疾患センター
多発性硬化症センター
パーキンソン病・運動障害疾患センター		・全国からの高い患者集積性
・正確な診断、治療　➡　IRUD へ
・治療法、ケア法の開発、治験を見据えた自然史研究、
・First in human 試験を含む治験、医師主導治験、臨床研究
・医師のみならず、メディカルスタッフにもこの分野の専門家の育成（看護師、リハビリテーションスタッフ、薬剤師など）		・「脳とこころの総合ケア病棟」開棟
→　脳神経内科、精神科、臨床心理士、ソーシャルワーカー、リハビリスタッフ、薬剤師、看護師が共同して、本人家族を含めた難病の診断、治療受け入れ困難への支援及び神経難病に伴う精神症状にも対応する。
・患者啓発事業　team JParis, 生前同意のブレインバンク

				てんかん		小児神経科、精神科、脳神経内科、脳神経外科を中心に		てんかんセンター		・小児から高齢者まで、薬物療法から外科療法、さらにリハビリテーションなどまで、あらゆるてんかん症例に対応する。　➡てんかん診療全国拠点
・外科症例では、放射線科、検査科（病理）との連携で、診断精度の向上、組織バンクの構築も実施		・全国、海外からの高い患者集積性　特に小児てんかん手術では国内随一の症例数

				認知症		精神科、脳神経内科、脳神経外科を中心に		認知症センター（東京都の地域型　認知症疾患医療センター）		・レビー小体型認知症、パーキンソン病に伴う認知症、前頭側頭型認知症（ピック病）、筋委縮性側索硬化症に伴う認知症、プリオン病、進行性核上性麻痺、皮質基底核変性症などに対する診断、治療
・患者、介護者支援としてオレンジカフェ
・介護者支援：介護者対象の認知行動療法

				精神疾患		精神科		地域精神科モデル医療センター
統合失調症早期診断・治療センター
気分障害先端治療センター
睡眠障害センター		・地域から入院、外来診療、地域へのシームレスな対応
・訪問看護ステーションの運営		・入院期間の短期化（平均在院日数43.0日）とそれを支えるデイケア、訪問看護の充実介護者支援：介護者対象の認知行動療法

				薬物依存		精神科		薬物依存症治療センター		・精神保健研究所薬物依存研究部と密接な連携で薬物依存患者の治療
 ・SMARPP-24　(NCNPで開発した集団療法)実施

				司法精神医療		精神科				・鑑定機能
・医療観察法による入院・通院機能
・身体合併症対応機能を含む高度専門機能
・全国の医療観察法指定医療機関のネットワークを構築		・全国最大規模68床をもち、全国32か所（825床）の中心施設となっている。
・入院調査(悉皆調査)及び通院調査（９割以上）を施行

				発達障害		小児神経科				・精神保健研究所、神経研究所と密接な連携で患者診療
・専門家が少ない分野であるため医師向け研修も実施
・小児睡眠障害にも着目
・政策医療としての重症心身障害医療も実施(レスパイト入院の比率の増加）

				一般診療科
（主に合併症対応）		内科（消化器内科、循環器内科）外科、整形外科、歯科				・精神疾患、神経疾患、重症心身障害者(児)等の合併症治療は一般病院では対応できないことが多く、当院では積極的にこの分野の医療を行っている。
・また、First in Human 試験等多くの治験、臨床研究での合併症対策についても、近隣の三次救急医療施設との連携の上、対応している。





Sheet8

																						（単位：千円） タンイ センエン

								H22'		H23'		H24'		H25'		H26'		H27'		H28'		H29'		対前年度 タイ ゼンネンド

						寄付金 キフキン		5,188		26,000		20,400		22,546		12,998		14,490		14,525		21,644		149.0%

						受託研究（企業等） ジュタク ケンキュウ キギョウ ナド		48,689		40,450		42,695		74,322		68,703		48,791		71,391		27,330		38.3%

						治験（企業等） チケン キギョウ ナド		252,586		161,184		187,522		220,671		268,226		228,495		253,216		261,977		103.5%

						共同研究（企業等） キョウドウ ケンキュウ キギョウ ナド		11,410		9,600		112,262		66,679		36,039		51,263		88,909		110,057		123.8%

						製剤製造受託 セイザイ セイゾウ ジュタク		0		0		0		0		49,378		52,618		45,878		73,872		161.0%

						競争的研究資金 キョウソウテキ ケンキュウ シキン		2,255,471		2,103,908		2,008,951		1,988,043		2,085,841		2,425,567		2,455,810		3,105,135		126.4%

						合計 ゴウケイ		2,573,344		2,341,142		2,371,830		2,372,261		2,521,185		2,821,224		2,929,729		3,600,015		122.9%

								H22'		H23'		H24'		H25'		H26'		H27'		H28'		H29'

						獲得した外部資金 カクトク ガイブ シキン		2,573		2,341		2,372		2,372		2,521		2,821		2,930		3,600

						獲得した外部資金 カクトク ガイブ シキン		2,573,344		2,341,142		2,371,830		2,372,261		2,521,185		2,821,224		2,929,729		3,600,015



獲得した外部資金の推移



獲得した外部資金	

H22'	H23'	H24'	H25'	H26'	H27'	H28'	H29'	2573	2341	2372	2372	2521	2821	2930	3600	





（単位：百万円）



Sheet1



						H22'		H23'		H24'		H25'		H26'		H27'		H28'		H29'

				1日平均入院患者数 イチニチ ヘイキン ニュウイン カンジャスウ		369.3		397.5		404.7		399.3		410.3		415.4		419.0		411.7



						H22'		H23'		H24'		H25'		H26'		H27'		H28'		H29'

				患者1人1日当たり入院単価 カンジャ ニン ニチ ア ニュウイン タンカ		37,471		38,490		41,256		43,750		44,396		44,779		45,617		47,499



１



1日平均入院患者数	

H22'	H23'	H24'	H25'	H26'	H27'	H28'	H29'	369.3	397.5	404.7	399.3	410.3	415.4	419	411.7	





1



患者1人1日当たり入院単価	

H22'	H23'	H24'	H25'	H26'	H27'	H28'	H29'	37471	38490	41256	43750	44396	44779	45617	47499	







Sheet3

				事業収益の推移 ジギョウ シュウエキ スイイ

				H22'		H23'		H24'		H25'		H26'		H27'		H28'		H29'

		医業 イギョウ		6,012		6,732		7,397		7,589		7,909		8,133		8,299		8,555

		研究等 ケンキュウ トウ		1,131		1,087		1,223		1,486		2,412		2,497		2,700		3,136

				7,143		7,819		8,620		9,075		10,321		10,630		10,999		11,691



事業収益の推移



医業	

H22'	H23'	H24'	H25'	H26'	H27'	H28'	H29'	6012	6732	7397	7589	7909	8133	8299	8555	研究等	

H22'	H23'	H24'	H25'	H26'	H27'	H28'	H29'	1131	1087	1223	1486	2412	2497	2700	3136	

















H22'	H23'	H24'	H25'	H26'	H27'	H28'	H29'	7143	7819	8620	9075	10321	10630	10999	11691	









Sheet4



						筋疾患				精神疾患				発達障害/てんかん				神経疾患

						凍結筋		培養細胞		血液・DNA		脳脊髄液		DNA		脳組織		脳脊髄液

				保有するバイオリソース数リソース数		筋ジストロフィ　(3000)		筋ジストロフィ　(400)		統合失調症 (800）		統合失調症(270)		知的障害		皮質異形成（200）		パーキンソン病

						先天性ミオパチー　(900)		先天性ミオパチー(200)		うつ病　(1000）		うつ病(160)		てんかん		海馬硬化症（150）  		脊髄小脳変性症

						ミトコンドリア病　(1400)		ミトコンドリア病　(250)		双極性障害（400）		双極性障害（120）		自閉症		腫瘍、脳炎(100)		トリプレット病

						その他		その他  		認知症（450）		認知症（100）		 		 (総数＞500)		多発性硬化症

						 		 (総数 >2,000)		健常対照者 (1350）		健常対照者（200）		(約600 家系)				その他

						 (総数 >18,000)				（総数＞4,500）		（総数　>1000）						　（総数＞　300）
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入院単価（患者1人1日当り）


（単位：円）


入院単価（患者1人1日当り）
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38490


41256


43750


44396


44779
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現員推移


			職員の現員数推移 ショクインゲンインスウスイイ


																								（各年度4月1日現在）


									H22'			H23'			H24'			H25'			H26'			H27'			H28'			H29'


			役員等 ヤクイントウ			常勤 ジョウキン			5			5			5			4			4			4			5			5


						非常勤 ヒジョウキン			4			4			4			4			5			5			4			4


			事務職 ジムショク			常勤 ジョウキン			38			42			35			35			33			34			34			37


						非常勤 ヒジョウキン			19			45			56			66			130			146			149			156


			研究職 ケンキュウショク			常勤 ジョウキン			88			95			99			94			94			90			93			95


						非常勤 ヒジョウキン			154			229			265			296			287			269			264			257


			医療職（一） イリョウショクイチ			常勤 ジョウキン			60			64			65			63			68			68			65			65


						非常勤 ヒジョウキン			55			59			59			66			74			69			71			62


			医療職（二） イリョウショクニ			常勤 ジョウキン			63			74			89			96			103			105			110			118


						非常勤 ヒジョウキン			25			34			43			45			56			53			58			55


			医療職（三） イリョウショクサン			常勤 ジョウキン			343			346			370			384			400			403			399			383


						非常勤 ヒジョウキン			17			18			21			18			19			18			15			8


			福祉職 フクシショク			常勤 ジョウキン			17			17			18			18			20			22			24			20


						非常勤 ヒジョウキン			6			7			11			13			9			12			10			11


			療養介護職 リョウヨウカイゴショク			常勤 ジョウキン			0			6			22			23			21			21			20			21


			技能職 ギノウショク			常勤 ジョウキン			25			24			15			9			8			9			7			7


						非常勤 ヒジョウキン			20			22			20			41			39			40			31			23


			合計 ゴウケイ			常勤 ジョウキン			639			673			718			726			751			756			757			751


						非常勤 ヒジョウキン			300			418			479			549			619			612			602			576


			休職者も含む。 キュウショクシャフク








（H28）病院管理指標 


			


			【病院管理指標の推移】


			項　目 コウメ						H22'			H23'			H24'			H25'			H26'			H27'			H28'			H29'


			1日平均入院患者数（全体） イチニチヘイキンニュウインカンジャスウゼンタイ						369.3人 ニン			397.5人 ニン			404.7人 ニン			399.3人 ニン			410.3人 ニン			415.4人 ニン			419.0人			409.7人


						　一般			97.7人 ニン			108.3人 ニン			120.8人 ニン			121.8人 ニン			127.1人 ニン			135.7人 ニン			139.9			146.3			総数 ソウスウ			29.2


						　精神（医療観察法を除く） セイシンイリョウカンサツホウノゾ			113.1人 ニン			125.2人 ニン			125.4人 ニン			122.4人 ニン			128.5人 ニン			129.0人 ニン			128.4			113.2			内科 ナイカ			27.4


						　筋ジス スジ			38.3人 ニン			33.0人 ニン			30.7人 ニン			28.1人 ニン			24.2人 ニン			24.9人 ニン			24.5			24.9			循環器内科 ジュンカンキナイカ			47.8


						　重心 ジュウシン			59.5人 ニン			66.9人 ニン			66.2人 ニン			67.2人 ニン			67.4人 ニン			67.3人 ニン			66.4			65.9			消化器内科 ショウカキナイカショウナイ			33.8


						　精神（医療観察法） セイシンイリョウカンサツホウ			60.7人 ニン			64.1人 ニン			61.6人 ニン			59.8人 ニン			63.1人 ニン			58.5人 ニン			59.7			59.5			神経内科 シンケイナイカ			35.9


			患者1人1日当たり入院単価（全体） カンジャニンニチアニュウインタンカ						37,471円 エン			38,490円 エン			41,256円 エン			43,750円 エン			44,396円 エン			44,779円 エン			45,617円 エン			47,499円 エン			小児科 ショウニカ			35.9


						　一般			47,136円 エン			51,298円 エン			54,481円 エン			56,677円 エン			59,241円 エン			59,875円 エン			60,981円 エン			64,207円 エン			精神科 セイシンカ			18.8


						　精神（医療観察法を除く） セイシンイリョウカンサツホウノゾ			21,400円 エン			22,580円 エン			25,011円 エン			29,752円 エン			28,973円 エン			28,728円 エン			29,432円 エン			28,924円 エン			外科 ゲカ			35.1


						　筋ジス スジ			36,706円 エン			34,066円 エン			39,336円 エン			39,914円 エン			39,767円 エン			38,828円 エン			38,912円 エン			38,780円 エン			消化器外科 ショウカキゲカ			50.7


						　重心 ジュウシン			34,829円 エン			34,608円 エン			36,967円 エン			37,681円 エン			37,485円 エン			38,640円 エン			38,895円 エン			39,159円 エン			小児外科 ショウニゲカ			-


						　精神（医療観察法） セイシンイリョウカンサツホウ			55,016円 エン			54,271円 エン			53,992円 エン			54,688円 エン			55,086円 エン			54,806円 エン			54,643円 エン			54,630円 エン			脳神経外科 ノウシンケイゲカ			36.6


			※H29については、H30.2月まで ガツ																														産婦人科 サンフジンカ			49.4


			【病院管理指標】


			項　目 コウメ						H22'			H23'			H24'			H25'			H26'			H27'			H28'			H29'			29'-22'			対22'率 タイリツ


			1日平均入院患者数 イチニチヘイキンニュウインカンジャスウ						369.3人 ニン			397.5人 ニン			404.7人 ニン			399.3人 ニン			410.3人 ニン			415.4人 ニン			419.0人 ヒト			411.7人 ニン			40.4人 ニン			111%


			患者1人1日当たり入院単価 カンジャニンニチアニュウインタンカ						37,471円 エン			38,490円 エン			41,256円 エン			43,750円 エン			44,396円 エン			44,779円 エン			45,617円 エン			47,499円 エン			10,028円 エン			127%


			病床利用率 ビョウショウリヨウリツ						80.9%			85.3%			86.8%			85.7%			88.0%			88.8%			89.5%			89.0%			8.0%			110%


			紹介率 ショウカイリツ						69.6%			75.8%			79.1%			79.4%			77.7%			79.4%			82.7%			77.7%			8.1%			112%


			逆紹介率 ギャクショウカイリツ						49.6%			58.3%			52.6%			51.2%			52.1%			64.4%			64.6%			63.9%			14.3%			129%


			※H29については、「患者1人1日当たり入院単価」・「紹介率」・「逆紹介率」はH30.2月までのデータによる。 カンジャニンニチアニュウインタンカショウカイリツギャクショウカイリツガツ


																														462.8%


			【医業収支の推移】																																	（単位：百万円）


			項　目 コウメ						H22'			H23'			H24'			H25'			H26'			H27'			H28'			H29'(見込み) ミコ			29'-22'			対22'率 タイリツ


			医業収益 イギョウシュウエキ						6,012			6,732			7,397			7,589			7,909			8,133			8,299			8,408			2,396			140%


			医業費用 イギョウヒヨウ						6,569			7,070			7,377			7,445			7,997			8,050			7,932			8,241			1,672			125%


			医業収支 イギョウシュウシ						▲ 557			▲ 338			20			143			▲ 88			82			367			167			724			230%


			医業収支率 イギョウシュウシリツ						91.5%			95.2%			100.3%			101.9%			98.9%			101.0%			104.6%			102.0%			10.5%			111%


									H22'			H23'			H24'			H25'			H26'			H27'			H28'			H29'


						1日平均入院患者数 イチニチヘイキンニュウインカンジャスウ			369.3			397.5			404.7			399.3			410.3			415.4			419.0			411.7


									H22'			H23'			H24'			H25'			H26'			H27'			H28'			H29'


									369.3


									H22'			H23'			H24'			H25'			H26'			H27'			H28'			H29'


						入院単価（患者1人1日当り） ニュウインタンカ			37,471			38,490			41,256			43,750			44,396			44,779			45,617			47,499








（H28）病院管理指標 


			





患者１人１日当たり入院診療収入





常勤（グラフ）


			





（単位：人）


入院患者数（一日平均）の推移
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入院単価（患者1人1日当り）


（単位：円）





非常勤（グラフ）
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（H29）収支状況（理事会提出版）


			職員の現員数推移（グラフ作成用） ショクインゲンインスウスイイサクセイヨウ


																					（各年度4月1日現在）


						H22'			H23'			H24'			H25'			H26'			H27'			H28'			H29'			H30'


			事務職 ジムショク			38			42			35			35			33			34			34			37			37


			研究職 ケンキュウショク			88			95			99			94			94			90			93			98			94


			医療職（一） イリョウショクイチ			60			64			65			63			68			68			65			66			64


			医療職（二） イリョウショクニ			63			74			89			96			103			105			110			118			132


			医療職（三） イリョウショクサン			343			346			370			384			400			403			399			384			407


			福祉職 フクシショク			17			17			18			18			20			22			24			20			23


			療養介護職 リョウヨウカイゴショク			0			6			22			23			21			21			20			21			19


			技能職 ギノウショク			25			24			15			9			8			9			7			7			7


			合計 ゴウケイ			634			668			713			722			747			752			752			751			783


			休職者も含む。 キュウショクシャフク


						H22'			H23'			H24'			H25'			H26'			H27'			H28'			H29'			H30'


			常勤職員数の推移 ジョウキンショクインスウスイイ			634			668			713			722			747			752			752			751			783








（H29）収支状況（理事会提出版）


			





（人）)


常勤職員数の推移





Sheet1 (非常勤)


			H22'			H22'			H22'			H22'			H22'			H22'			H22'			H22'			H22'


			H23'			H23'			H23'			H23'			H23'			H23'			H23'			H23'			H23'
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			H25'			H25'			H25'			H25'			H25'			H25'			H25'			H25'			H25'


			H26'			H26'			H26'			H26'			H26'			H26'			H26'			H26'			H26'


			H27'			H27'			H27'			H27'			H27'			H27'			H27'			H27'			H27'


			H28'			H28'			H28'			H28'			H28'			H28'			H28'			H28'			H28'


			H29'			H29'			H29'			H29'			H29'			H29'			H29'			H29'			H29'





役員等


事務職


研究職


医療職（一）


医療職（二）


医療職（三）


福祉職


技能職


合計


非常勤職員数の推移


4


19


154


55


25


17


6


20


300


4


45


229


59


34


18


7


22


418


4


56


265


59


43


21


11


20


479


4


66


296


66


45


18


13


41


549


5


130


287


74


56


19


9


39


619


5


146


269


69


53


18


12


40


612


4


149


264


71


58


15


10


31


602


4


156


257


62


55


8


11


23


576





定数表300401


			


																																										（単位：百万円） タンイヒャクマンエン


			項　目 コウメ			H22'			H23'			H24'			H25'			H26'			H27'			H28’			H29’（計画） ケイカク			H29’見込み ミコ			対前年度 タイゼンネンド			対計画 タイケイカク			対22' タイ			H30’（計画） ケイカク


			経常収益 ケイジョウシュウエキ			11,705			12,436			14,060			14,027			15,407			15,208			15,379			16,195			15,667			288			▲ 528			3,962			16,567


			　業務収益 ギョウムシュウエキ			7,143			7,819			8,620			9,075			10,321			10,630			10,999			11,711			11,221			222			▲ 490			4,078			12,207


			　医業収益 イギョウシュウエキ			6,012			6,732			7,397			7,589			7,909			8,133			8,299			8,929			8,408			109			▲ 521			2,396			9,131


			　研究収益 ケンキュウシュウエキ			1,114			1,062			1,188			1,443			2,374			2,465			2,663			2,741			2,772			109			31			1,658			3,030


			　その他収益 ホカシュウエキ			17			25			35			43			38			32			37			41			41			4			0			24			46


			　その他経常収益 ホカケイジョウシュウエキ			4,562			4,617			5,439			4,954			5,086			4,578			4,380			4,483			4,447			67			▲ 36			▲ 115			4,360


			　 　運営費交付金収益 ウンエイヒコウフキンシュウエキ			4,303			4,184			4,619			4,326			4,246			3,832			3,760			3,879			3,851			91			▲ 28			▲ 452			3,803


			　 　補助金等収益 ホジョキントウシュウエキ			74			41			95			23			50			15			63			161			163			100			2			89			174


			　 　寄附金収益 キフキンシュウエキ			46			23			64			38			44			27			35			36			33			▲ 2			▲ 3			▲ 13			36


			　その他収益 ホカシュウエキ			139			369			661			567			746			704			522			407			399			▲ 123			▲ 8			260			347


			　　資産見返負債戻入 シサンミカエフサイモドイ			14			179			442			501			532			590			459			322			336			▲ 123			14			322			286


			　　その他 タ			125			190			219			66			214			114			63			85			63			0			▲ 22			▲ 62			61


			経常費用 ケイジョウヒヨウ			11,731			13,201			14,355			14,249			15,855			15,581			15,452			16,175			15,975			523			▲ 200			4,244			16,466


			業務費用 ギョウムヒヨウ			11,686			13,157			14,306			14,205			15,799			15,539			15,388			16,138			15,923			535			▲ 215			4,237			15,923


			医業費用 イギョウヒヨウ			6,569			7,070			7,377			7,445			7,997			8,051			7,932			8,300			8,241			309			▲ 59			1,672			8,563


			　　　給与費 キュウヨヒ			3,589			3,720			3,872			3,986			4,288			4,422			4,482			4,573			4,570			88			▲ 3			981			4,677


			　　　材料費 ザイリョウヒ			1,043			1,147			1,289			1,240			1,354			1,450			1,411			1,503			1,453			42			▲ 50			410			1,585


			　　　委託費 イタクヒ			612			533			527			491			527			536			594			611			594			0			▲ 17			▲ 18			602


			　　　設備関係費 セツビカンケイヒ			947			1,245			1,275			1,319			1,373			1,261			1,110			1,247			1,227			117			▲ 20			280			1,320


			　　　（うち減価償却費） ゲンカショウキャクヒ			969			952			936			888			868			768			621			725			701			80			▲ 24			▲ 268			795


			　　　経費 ケイヒ			378			425			414			409			455			382			335			366			391			56			25			13			379


			医業外費用 イギョウガイヒヨウ			5,117			6,087			6,929			6,760			7,802			7,488			7,456			7,838			7,682			226			▲ 156			2,565			7,870


			　　　給与費 キュウヨヒ			2,771			3,197			3,453			3,562			3,949			3,726			3,722			3,983			3,957			235			▲ 26			1,186			3,507


			　　　材料費 ザイリョウヒ			297			363			345			336			654			641			552			460			545			▲ 7			85			248			380


			　　　経費 ケイヒ			2,015			2,303			2,636			2,323			2,608			2,477			2,627			2,977			2,748			121			▲ 229			733			3,605


			　　　減価償却費 ゲンカショウキャクヒ			33			223			494			539			590			644			555			417			431			▲ 124			14			398			378


			　その他経常費用 タケイジョウヒヨウ			45			44			49			43			56			42			64			31			53			▲ 11			22			8			33


			経常収支 ケイジョウシュウシ			▲ 26			▲ 765			▲ 294			▲ 222			▲ 448			▲ 373			▲ 73			20			▲ 308			▲ 235			▲ 328			▲ 282			100


			医業収支 イギョウシュウシ			▲ 557			▲ 338			20			143			▲ 88			82			367			629			167			▲ 200			▲ 462			724			568


			経常収支率 ケイジョウシュウシリツ			99.8%			94.2%			97.9%			98.4%			97.2%			97.6%			99.5%			100.1%			98.1%			▲1.5%			▲2.1%			▲1.7%			100.6%


			医業収支率 イギョウシュウシリツ			91.5%			95.2%			100.3%			101.9%			98.9%			101.0%			104.6%			107.6%			102.0%			▲2.6%			▲5.6%			10.5%			106.6%


			人件費（経常） ジンケンヒケイジョウ			6,360			6,917			7,325			7,548			8,237			8,148			8,204			8,556			8,527			323			▲29			2,167			8,184


			人件費率 ジンケンヒリツ			54.3%			55.6%			52.1%			53.8%			53.5%			53.6%			53.3%			52.8%			54.4%			1.1%			1.6%			0.1%			49.4%


			人件費（医業） ジンケンヒイギョウ			3,589			3,720			3,872			3,986			4,288			4,422			4,482			4,573			4,570			88			▲3			981			4,677


			人件費率 ジンケンヒリツ			59.7%			55.3%			52.3%			52.5%			54.2%			54.4%			54.0%			51.2%			54.4%			0.3%			3.1%			▲5.3%			51.2%


			人件費+委託（医業） ジンケンヒイタクイギョウ			4,201			4,253			4,399			4,477			4,815			4,958			5,076			5,184			5,164			88			-20			963			5,279


			人件費+委託費率 ジンケンヒイタクヒリツ			69.9%			63.2%			59.5%			59.0%			60.9%			61.0%			61.2%			58.1%			61.4%			0.3%			3.4%			▲8.5%			57.8%


			材料費（医業） ザイリョウヒイギョウ			1,043			1,147			1,289			1,240			1,354			1,450			1,411			1,503			1,453			42			▲50			410			1,585


			材料費率 ザイリョウヒリツ			17.3%			17.0%			17.4%			16.3%			17.1%			17.8%			17.0%			16.8%			17.3%			0.3%			0.4%			▲0.1%			17.4%


			減価償却費（経常） ゲンカショウキャクヒケイジョウ			1,002			1,175			1,430			1,427			1,458			1,412			1,176			1,142			1,132			▲44			▲10			130			1,173


			減価償却費率 ゲンカショウキャクヒリツ			8.6%			9.4%			10.2%			10.2%			9.5%			9.3%			7.6%			7.1%			7.2%			▲0.4%			0.2%			▲1.3%			7.1%








（H28）収支状況


			職員の現員数推移（グラフ作成用） ショクインゲンインスウスイイサクセイヨウ


																					（各年度4月1日現在）


						H22'			H23'			H24'			H25'			H26'			H27'			H28'			H29'


			役員等 ヤクイントウ			4			4			4			4			5			5			4			4


			事務職 ジムショク			19			45			56			66			130			146			149			156


			研究職 ケンキュウショク			154			229			265			296			287			269			264			257


			医療職（一） イリョウショクイチ			55			59			59			66			74			69			71			62


			医療職（二） イリョウショクニ			25			34			43			45			56			53			58			55


			医療職（三） イリョウショクサン			17			18			21			18			19			18			15			8


			福祉職 フクシショク			6			7			11			13			9			12			10			11


			技能職 ギノウショク			20			22			20			41			39			40			31			23


			合計 ゴウケイ			300			418			479			549			619			612			602			576


			休職者も含む。 キュウショクシャフク








Sheet1


			


						常勤職員の定数について（平成30年4月1日改正） ジョウキンショクインテイスウヘイセイネンツキヒセイ


																																													（単位:人） タンイヒト


									役員 ヤクイン			基本給表・基本年俸表 キホンキュウヒョウキホンネンポウヒョウ																																	合計 ゴウケイ


			区分 クブン			役職内訳 ヤクショクウチワケ						院長等 インチョウトウ			副所長 フクショチョウ			研究職 ケンキュウショク			副院長 フクインチョウ			医療職 イリョウショク			医療職 イリョウショク			医療職 イリョウショク			事務職 ジムショク			技能職 ギノウショク			福祉職 フクシショク			療養 リョウヨウ


												年俸表 ネンポウヒョウ			年俸表 ネンポウヒョウ						年俸表 ネンポウヒョウ			（一） イチ			（二） ニ			（三） サン												介助職 スケショク


						役員等 ヤクイントウ			3			1			1			0			1			0			0			0			2			0			0			0			8


						神経研究所 シンケイケンキュウジョ			0			0			46			0			0			0			0			0			0			0			0			0			46


						精神保健研究所 セイシンホケンケンキュウジョ			0			1			40			3			0			0			0			0			0			0			0			0			44


						ＴＭＣ			0			0			5			0			3			0			1			1			1			0			0			0			11


						ＭＧＣ			0			0			2			1			0			0			0			0			0			0			0			0			3


						ＩＢＩＣ			0			0			4			0			1			0			0			0			0			0			0			0			5


						ＣＢＴ			0			0			3			0			1			0			0			0			0			0			0			0			4


						病院 ビョウイン			0			0			1			2			44			24			133			343			1			8			24			29			609


						総務部 ソウムブ			0			0			0			0			0			0			0			0			10			0			0			0			10


						企画経営部 キカクケイエイブ			0			0			0			0			0			0			0			0			9			0			0			0			9


						財務経理部 ザイムケイリブ			0			0			0			0			0			0			0			0			15			0			0			0			15


						ＮＣＮＰ計			3			2			102			6			50			24			134			344			38			8			24			29			764





&C&P





			


			【年度収支】																								（単位：百万円） タンイヒャクマンエン


			項　目 コウメ			H22'			H23'			H24'			H25'			H26'			H27'			H28’（計画） ケイカク			H28’			対前年度 タイゼンネンド			対計画 タイケイカク


			経常収益 ケイジョウシュウエキ			11,705			12,436			14,061			14,027			15,407			15,208			14,307			15,379			171			1,072


			医業収益 イギョウシュウエキ			6,012			6,732			7,397			7,589			7,909			8,133			8,174			8,299			166			125


			研究収益 ケンキュウシュウエキ			1,114			1,062			1,188			1,443			2,374			2,465			1,689			2,663			198			974


			　 運営費交付金収益 ウンエイヒコウフキンシュウエキ			4,303			4,184			4,619			4,326			4,246			3,832			3,875			3,760			▲ 72			▲ 115


			資産見返負債戻入 シサンミカエフサイモドイ			14			179			442			501			532												0			0


			その他 タ			290			637			1,299			1,170			1,410			778			569			657			▲ 121			88


			経常費用 ケイジョウヒヨウ			11,731			13,201			14,355			14,249			15,855			15,581			14,572			15,452			▲ 129			880


			医業費用 イギョウヒヨウ			6,569			7,070			7,377			7,445			7,997			8,051			7,838			7,932			▲ 119			94


			　　　給与費 キュウヨヒ			3,589			3,720			3,872			3,986			4,288			4,422			4,426			4,482			60			56


			　　　材料費 ザイリョウヒ			1,043			1,147			1,289			1,240			1,354			1,450			1,271			1,411			▲ 39			140


			　　　減価償却費 ゲンカショウキャクヒ			703			952			936			888			867			768			615			621			▲ 147			6


			　　　その他経費 タケイヒ			1,234			1,252			1,280			1,332			1,488			1,411			1,526			1,418			7			▲ 108


			医業外費用 イギョウガイヒヨウ			5,117			6,087			6,929			6,760			7,802			7,488			6,699			7,456			▲ 32			757


			　　　給与費 キュウヨヒ			2,771			3,197			3,453			3,562			3,949			3,726			3,735			3,722			▲ 4			▲ 13


			　　　材料費 ザイリョウヒ			297			363			345			336			654			641			454			552			▲ 89			98


			　　　減価償却費 ゲンカショウキャクヒ			33			223			494			539			590			644			546			555			▲ 89			9


			　　　その他経費 タケイヒ			2,015			2,303			2,636			2,323			2,608			2,477			1,964			2,627			150			663


			経常収支 ケイジョウシュウシ			▲ 26			▲ 765			▲ 294			▲ 222			▲ 448			▲ 373			▲ 265			▲ 73			300			192


			医業収支 イギョウシュウシ			▲ 557			▲ 338			20			143			▲ 88			82			336			367			285			31


			経常収支率 ケイジョウシュウシリツ			99.8%			94.2%			97.9%			98.4%			97.2%			97.6%			98.2%			99.5%			133%			122%


			医業収支率 イギョウシュウシリツ			91.5%			95.2%			100.3%			101.9%			98.9%			101.0%			104.3%			104.6%			-139%			133%








			





経常収支





			


						H22'			H23'			H24'			H25'			H26'			H27'			H28’


						7,143			7,819			8,620			9,075			10,321			10,630			10,999


			医業 イギョウ			6,012			6,732			7,397			7,589			7,909			8,133			8,299


			研究等 ケンキュウトウ			1,131			1,087			1,223			1,486			2,412			2,497			2,700


			研究 ケンキュウ			1,114			1,062			1,188			1,443			2,374			2,465			2,663


			その他 ホカ			17			25			35			43			38			32			37
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image1.emf

37,47138,49041,25643,75044,39644,77945,61735,00037,00039,00041,00043,00045,00047,000H22'H23'H24'H25'H26'H27'H28'（単位：円）入院単価（患者1人1日当り）
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評価項目No.1-3 医療の提供に関する事項

認知行動療法センターは、国立精神・神経医療研究センターにおいて、不安、抑うつ系の疾患に高い治療効果の認められている認知行動
療法 （CBT ）の研修、臨床、研究を行うことを目的として、平成23年4月に設立された。現在、日本で唯一の国立のＣＢＴ研究機関であり、
研究、臨床、研修、連携の４つ分野で以下の活動を実施している。

●パーキンソン病のＣＢＴ
●過敏性大腸障害のＣＢＴ
●認知症患者/家族のＣＢＴ
●復職支援のＣＢＴ
●慢性疼痛のＣＢＴ
●ジストニアのＣＢＴ
●ＰＴＳＤに対するＣＢＴ
●強迫性障害に対するＣＢＴ
●うつ不安の統一プロトコル
●強迫性障害への家族介入
●複雑性悲嘆に対するＣＢＴ
●集団統一プロトコル
●慢性痛のＣＢＴ
●アンヘドニアのＣＢＴ
この内４本が無作為割り付け試験

研究

＜個人ＣＢＴ＞
●心理教育のみ（２回）
●スキル構築（４回～５回）
●フルＣＢＴ（１６回）

＜集団ＣＢＴ＞
●大人ＡＤＨＤの集団ＣＢＴ
●大人発達障害の集団ＣＢＴ
●集団統一プロトコール
●こころの健康プログラム
●うつと不安の集団ＣＢＴ

現在、センター病院の臨床心理室と共同で実施して
おり、年間約１３００時間ほどのケースを実施

＜専門家向け研修＞
●コミュニケーション研修
●ＣＢＴベーシック研修
●強迫性障害のＣＢＴ
●過敏性大腸炎のＣＢＴ
●不安障害のＣＢＴ
●統一プロトコル
●ＰＴＳＤのＣＢＴ
●慢性痛のCBT
●CBT症状評価研修

＜内部研修＞
●レジデント・看護師のためのコミュニ
ケーション訓練等

＜国内＞
●認知行動療法研修開発センター
●地域のクリニック（近隣の６クリニッ
ク）など

＜国外＞
●ハーバード大学
●国際強迫性障害財団
●ボストン大学
●コロンビア大学
●デユーク大学
●ラドカース大学 など

臨床

研修 連携

● 専門疾病センターの取り組みとして、様々な疾患への認知
行動療法で効果を上げている。

１）認知行動療法(CBT)による減薬効果

うつ病患者20例の予備的調査

睡眠薬の減量効果

０

2.5
5.0
7.5

CBT前 後 ３か月後

抗不安薬の減量効果
ジアゼパム換算量(mg/d)

3
6
9

０
CBT前 後 ３か月後

8.5           6.1           4.2

-4.3mg/d*

9.5           7.5           4.4

-5.1mg/d*

２）疾患ごとの改善度

うつ病
（n=34)

不安障害
（n=35)

強迫性障害
(n=23)

発達障害
(n=37)

著明
改善

中等度
改善

軽度
改善

著明
改善

著明
改善

中等度
改善

中等度
改善

中等度
改善軽度

改善

軽度
改善

著明
改善

不変

不変

不変

不変

CGI-I：７段階評価。軽度悪化以下（下位３段階）は見られなかった。

ジアゼパム換算量(mg/d)

（蟹江ら, 2015）
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評価項目Ｎｏ．１－４ 人材育成に関する事項

Ⅰ 中長期目標の内容

① リーダーとして活躍できる人材の育成
・生物統計学について、臨床研究等に研究デザインと統計解析の方法論の知識が必要だが、専門家が不足しているため、生物統計

学に関する講座を毎年度5回以上開催する。
・精神・神経疾患等に対する医療及び研究（特にトランスレーショナルリサーチ）等を推進するにあたり、リーダーとして活躍

できる人材の育成及びレジデント及び流動研究員等への教育を行う。

② モデル的研修・講習の実施
・医療従事者等に対する精神・神経疾患等の各種モデル的研修・講習（精神保健医療に関連する研修、発達障害の早期発見や未診断発

達障害成人の医療的対応、光トポグラフィー等）を引き続き実施。

Ⅱ 目標と実績との比較

① リーダーとして活躍できる人材の育成 ＜実績評価書 95頁～97頁＞

以下のとおり、所期の目標を上回る成果が得られている。（Ａ）

【定量的指標】 生物統計学講座 平成29年度 目標値：5回 実績値：10回 （達成度200％）

● 統計初学者の受講も念頭にしたコースとして、「臨床研究に必要な統計的基礎知識講座」を新設し、年間10回の講座を
開催し、361名の受講者となった。

（参考）生物統計学講座の開催状況：平成27年度（10回、受講者231名）、平成28年度（11回、受講者378名）

●レジデント及び流動研究員等への臨床疫学、前向き研究の計画法、生物統計学そして研究倫理などを学ぶ場として臨床研究デザ
インに関するワークショップである、ＴＭＣ臨床研究研修制度 (Clinical Research Track)を実施。

自己評価 Ａ （過去の主務大臣評価 H27年度：Ｂ H28年度：Ｂ）

平成27年度 平成28年度 平成29年度

入門講座ワークショップ 1回 1回 1回

Meet The Expert 2回 3回 3回

実践講座ワークショップ 1回 1回 1回

メタ・アナリシス入門講座 1回 1回 1回

倫理講座 5回 6回 0回（※ ウェブによる受講に切替）

【TMC臨床研究研修制度(Clinical Research Track)実績推移】 レジデント教育：

例） 当院小児神経科レジデント経験医師で・・・
① てんかん専門医 41名/全国629名（6.5％）
② 小児神経専門医117名/全国1185名（9.9％）
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＜平成29年度＞①青森県立保健大学大学院健康科学研究科社会的包摂・セーフティプロモーション研究室教授、②帝京大学大学院公衆衛生学研究
科准教授、③東京大学大学院医学系研究科 准教授、④横浜市立大学看護学部精神看護学科准教授、⑤筑波大学医学医療系・准教授
、⑥東京慈恵医科大学医学部精神医学講座准教授

＜平成28年度＞①聖マリアンナ医科大学神経精神科学教室准教授、②福島大学共生システム理工学類准教授、③大阪大学医学部講師（現在、准教
授）、④名古屋経済大学教授

＜平成27年度＞①武蔵野大学人間科学部人間科学科教授、②東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科精神行動医学分野教授、③大阪大学医学部
寄付講座教授（認知症学会学会賞受賞歴有り）

＜平成26年度＞①滋賀医科大学精神医学講座准教授
＜平成25年度＞①横浜国立大学教育人間科学部准教授、②福島大学人間発達文化類准教授、③東洋大学ライフデザイン学部教授、④東京医科大学

教授、⑤順天堂大学医学部教授、⑥帝京大学理工学部教授
＜平成24年度＞①自治医科大学医学部准教授、②長野大学社会福祉学部准教授
＜平成23年度＞①摂南大学看護学部教授、②国際医療福祉大学教授、③新潟大学超域学術院准教授（現、高知工科大学教授）
＜平成22年度＞①名古屋学芸大学教授、②京都大学霊長類研究所特定准教授

○ NCNP職員から大学の教授等になった研究者

② モデル的研修・講習の実施 ＜実績評価書100頁～104頁＞

● 薬物依存症に対するグループ療法の研修会
・垂水病院等、5カ所の薬物依存再発防止ブログラムの立ち上げ支援を行った。

● 精神保健研究所実施研修
・発達障害、摂食障害、自殺対策、司法精神医学、薬物依存症など、地域からのニーズの高い領域に関して計15回研修を実施し、

全国から自治体職員、医療従事者等が延べ801名参加した。とくに、平成28年度より保健収載された「認知行動療法の手法を活
用した薬物依存症に対する集団療法研修（SMARPP)」について、定員100名に対して応募者数が197名を数え、結果的に127名の
受講者を受け入れた。

● 認知行動療法研修
・認知行動療法研修については、前年度の1.5倍（受講者：493名）となり、慢性痛のCBTなど応用分野の研修を実施。

● 医療観察法病棟における研修
・医療観察法実務者研修会については、全国の指定入院医療機関より88名が参加した。

● 光トポグラフィー研修
・光トポグラフィー研修については、医師・臨床検査技師等に光トポグラフィー検査を用いた精神疾患診断支援の手法の普及を図

るための講習会を行った。

● 包括的暴力防止プログラム研修
・包括的暴力防止プログラム研修CVPPP指導者養成研修については、年2回開催し、受講者は52名だった。

● 遺伝カウンセリング研修
・遺伝カウンセリングセミナーについては、ジストロフィノパチーをテーマに実施し、受講者は医師等30名が参加し、神経・筋疾

患の基礎から臨床までのアドバンストセミナーを実施し、参加者から高い評価を得た。
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評価項目No.1-4 人材育成に関する事項

研修の実施状況について（主に外部の若手医師・研究者、メディカルスタッフ、企業人など）
研　　修 対象者 内容 受講人数

TMC臨床研究研修制度 (Clinical
Research Track)

内外若手研究者（レジデント及
び流動研究員等）

臨床疫学、前向き研究の計画法、生物統計学及び研究倫理など臨床研究を行う上で必要となるスキルを研修 286名
臨床研究に携わる人のための生
物統計学講座

〃 臨床研究に携わる人のための生物統計学講座（平成２９年度実績１０回） 361名
医学英語論文ライティングに関
する実践的なセミナー

〃 医学英語論文ライティングに関する実践的なセミナー（平成29年度実績１回） 10名

精神保健研究所実施研修 精神保健に従事する医療関係者
国や地方自治体、病院などで精神保健の業務に従事する医療関係者などにおいてリーダーとして活躍できる人材の育成の一環として、精神保
健、精神疾患及び発達障害などに関わる専門的知識・技術の向上を図ることを目的として１５課程により実施 801名

持続エクスポージャー療法の指
導者等養成研修

医療従事者
薬物療法以上に有効とされ、NCNPでの研究成果に基づいて平成28年度より保険収載されたPTSDに対する持続エクスポージャー療法の普及
のためのワークショップ及び指導者養成研修について、ペンシルバニア大学と共同研究を進めている。 116名

認知リハビリテーションに関す
る実践研修

医療従事者
我が国においてはNCNPが中心となって研究を進め、臨床場面で先駆的に導入している精神疾患の認知機能障害に対する認知リハビリテー
ションに関する実践研修及び作業療法士を対象とした研修会 96名

認知行動療法 (CBT)研修 医療従事者
認知行動療法を実施するうえで必要となる基礎知識、基本的技能を習得を目的とする「認知行動療法ベーシック研修（集中）」等、平成29年
度に11本の研修を実施 493名

医療観察法病棟の医療従事者等
に対する資質向上のための研修

全国の医療観察法病棟の医療従
事者等

「医療観察法実務者研修会」（88名）の実施、医療観察法病棟において、臨床実習や医療観察法病棟開棟前研修/実習等（143名） 231名

光トポグラフィー実践研修 医師 等
ＮＣＮＰでの研修を受講した常勤医師の配置が保険適用の施設基準とされている光トポグラフィー（精神疾患の鑑別診断補助の検査方法とし
て保険適用）の実践研修 39名

包括的暴力防止プログラム研修 医療従事者
精神科医療領域の現場における暴力に対し、専門的な知識、技術に基づいた包括的な対処技能の習得とともに、その技能を広く普及させ、医
療環境及びその質の向上を図るための包括的暴力防止プログラム研修 52名

遺伝カウンセリングセミナー 医療従事者等 医療従事者等を対象とした遺伝カウンセリングセミナー（テーマ：ジストロフィノパチー） 30名

精神保健指導課程研修
市町村、都道府県の精神保健行
政に携わる者

市町村、都道府県の精神保健行政における活動に資するデータの読み方の研修 45名

企業研究者を対象とした研修 製薬企業研究者
製薬企業の研究者に、神経系疾患の講義、回診・リハビリテーション・手術等の見学、医師、メディカルスタッフ及び同意を得た患者および
家族からの説明、意見交換を行い、研究者がどのような薬が必要とされているか、その分野でのunmet needsなどを理解するための研修で
ある。（1回３名程度、２日間）（平成29年度実績32名）

32名

院内看護師臨床教育研修 看護師（院内）
専門看護師、認定看護師（精神科専門看護師、感染管理認定看護師、皮膚排泄ケア認定看護師、摂食嚥下障害認定看護師、慢性呼吸器疾患認
定看護師、緩和ケア認定看護師）による院内看護師臨床教育研修（310名）及び院内口腔ケア認定看護師、（24名）、院内人口呼吸ケア認定
看護師（9名）、院内行動制限最小化認定看護師（4名）の研修

347名

パーキンソン病薬物療法認定薬
剤師の認定

薬剤師（院内） パーキンソン病に対する薬物療法についての院内薬剤師への臨床教育研修（平成29年度から施行開始、今後学会認定等への発展を目指す） 1名

世界脳週間2017　イベント 高校生 全世界で行われている「世界脳週間」キャンペーンの一環として、高校生を受け入れて、体験型の研修を実施 50名
2,990名計


Sheet5

				当院
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		先天性筋ジストロフィー センテンセイ キン		49名		500名
～1,000名 メイ メイ		4.9％
～9.8％

		顔面肩甲上腕型筋ジストロフィー ガンメン ケンコウ ジョウワン カタ キン		88名		2,500名		3.5%

		筋強直性ジストロフィー キン キョウチョク セイ		116名		11,000名
～13,000名 メイ メイ		0.9％
～1.1％

		GNEミオパチー		41名		300名
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								担当領域の特性を踏まえた戦略的かつ重点的な研究・開発の推進				１－１		Ｓ

								【重要度：高】		担当領域の特性を踏まえた戦略的かつ重点的な研究・開発は、国民が健康な生活及び長寿を享受することのできる社会を形成するために極めて重要であり、研究と臨床を一体的に推進できるNCの特長を活かすことにより、研究成果の実用化に大きく貢献することが求められているため。

								【難易度：高】		筋ジストロフィーや多発性硬化症などの難治性・希少性の高い疾患については、症例集積性の困難さなどから民間企業等が参加しにくいという面があり、他の領域に比べその研究開発は世界的にも遅れている。また、難病等については発症原因・機序等に未解明な部分が多く、治療薬開発等については技術的にも非常に困難であるため。

								実用化を目指した研究・開発の推進及び基盤整備				１－２		Ｓ

								【重要度：高】		実用化を目指した研究・開発の推進及び基盤整備は、国民が健康な生活及び長寿を享受することのできる社会を形成するために極めて重要であり、研究と臨床を一体的に推進できるNCの特長を活かすことにより、研究成果の実用化に大きく貢献することが求められているため。

						２．医療の提供に関する事項						１－３		Ａ

								【重要度：高】		精神・神経疾患等に対する中核的な医療機関であり、研究開発成果の活用を前提として、医療の高度化・複雑化に対応した医療を提供することは、我が国の医療レベルの向上に繋がるため。

						３．人材育成に関する事項						１－４		Ａ

						４．医療政策の推進等に関する事項						１－５		Ａ

				業務運営の効率化に関する事項								２－１		Ｂ

				財務内容の改善に関する事項								３－１		Ｂ

				その他業務運営に関する重要事項								４－１		Ｂ





国際治験

						平成27年度 ヘイセイ ネンド		平成28年度 ヘイセイ ネンド		平成29年度 ヘイセイ ネンド

				国際共同治験 コクサイ キョウドウ チケン		31		26		40





原著論文等推移

										平成26年度 ヘイセイ ネンド		平成27年度 ヘイセイ ネンド		平成28年度 ヘイセイ ネンド		平成29年度 ヘイセイ ネンド

								原著論文 ゲンチョ ロンブン		295件		310件		360件		359件						H26’		H27’		H28’		H29’

										(249件)		(259件)		(303件)		(317件)				原著論文		295件		310件		360件		359件

								総説 ソウセツ		271件		273件		258件		261件				論文数 ロンブン スウ		271件		273件		258件		261件

										(18件)		(21件)		(29件)		(29件)						566件		583件		618件		620件

								合計 ゴウケイ		566件		583件		618件		620件

										(267件)		(280件)		(332件)		(346件)

								対26' タイ		－		+3.0%		+9.2%		+9.5%

												1.0300353357		1.0918727915		1.0954063604









原著論文等の発表件数推移



原著論文	

H26’	H27’	H28’	H29’	295	310	360	359	論文数	H26’	H27’	H28’	H29’	271	273	258	261	

H26’	H27’	H28’	H29’	566	583	618	620	







＜達成＞

＜達成＞

9.5％増

中長期期間中に、
26年度に比べ５％以上増



原著論文

		年 ネン		H22		H23		H24		H25		H26		H27		H28		H29

		ｲﾝﾊﾟｸﾄﾌｧｸﾀｰが付与された雑誌に掲載された原著論文数推移（暦年） フヨ ザッシ ケイサイ ゲンチョ ロンブン スウ スイイ レキネン		190		218		242		265		251		276		205		354



ｲﾝﾊﾟｸﾄﾌｧｸﾀｰが付与された雑誌に掲載された

原著論文数の推移（暦年）



ｲﾝﾊﾟｸﾄﾌｧｸﾀｰが付与された雑誌に掲載された原著論文数推移（暦年）	

H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	190	218	242	265	251	276	205	354	







原著論文 (2)

		年 ネン		H22		H23		H24		H25		H26		H27		H28		H29

		ｲﾝﾊﾟｸﾄﾌｧｸﾀｰが付与された雑誌に掲載された原著論文数推移（暦年） フヨ ザッシ ケイサイ ゲンチョ ロンブン スウ スイイ レキネン		190		218		242		265		251		276		213		295



ｲﾝﾊﾟｸﾄﾌｧｸﾀｰが付与された雑誌に掲載された

原著論文数の推移（暦年）



ｲﾝﾊﾟｸﾄﾌｧｸﾀｰが付与された雑誌に掲載された原著論文数推移（暦年）	

H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	190	218	242	265	251	276	213	295	







インパクトファクター

				論文数 ロンブン スウ		論文の被引用回数 ロンブン ヒインヨウ カイスウ

						H21		H22		H23		H24		H25		H26		H27		H28		H29		H30

		H21		208		123		757		1,037		1,041		1,028		1,003		999		906		798		374

		H22		200				138		611		815		840		836		729		732		732		294

		H23		230						115		604		902		940		912		869		809		400

		H24		252								121		552		787		761		705		734		331

		H25		280										246		883		1,193		1,082		1,029		511

		H26		260												260		1,086		1,394		1,421		633

		H27		287														481		2,358		3,285		1,525

		H28		213																186		676		394

		H29		295																		238		318





インパクトファクター (2)

				論文数 ロンブン スウ		論文の被引用回数 ロンブン ヒインヨウ カイスウ

						H21		H22		H23		H24		H25		H26		H27		H28		H29		H30

		H21		197		120		686		910		911		918		909		894		812		715		340

		H22		190				136		590		768		803		803		689		701		688		278

		H23		218						107		577		865		898		873		821		767		372

		H24		242								118		533		762		743		687		715		322

		H25		266										239		832		1,132		1,031		991		487

		H26		251												251		1,056		1,362		1,397		610

		H27		278														476		2,330		3,261		1,491

		H28		213																186		676		394

		H29		295																		238		318





訪問看護・デイケア

						H21’		H22’		H23’		H24’		H25’		H26’		H27’		H28’		H29’

				訪問看護件数 ホウモン カンゴ ケンスウ		371		1,015		1,564		2,506		3,146		3,827		5,193		6,126		6,578

						H23’		H24’		H25’		H26’		H27’		H28’		H29’

				就労者数 シュウロウシャ スウ		13		38		36		35		30		35		27



訪問看護件数の推移



訪問看護件数	

H21’	H22’	H23’	H24’	H25’	H26’	H27’	H28’	H29’	371	1015	1564	2506	3146	3827	5193	6126	6578	





就労者数の推移（単位：人）



就労者数	

H23’	H24’	H25’	H26’	H27’	H28’	H29’	13	38	36	35	30	35	27	







退院支援

				平成29年度の退院支援実施件数は604件（平成26年度：390件、平成27年度：428件、平成28年度：548件）

						H26'		H27'		H28'		H29'

				退院支援実施件数		390		428		548		604





退院支援実施件数	

H26'	H27'	H28'	H29'	390	428	548	604	







CRT

						平成27年度 ヘイセイ ネンド		平成28年度 ヘイセイ ネンド		平成29年度 ヘイセイ ネンド

				入門講座ワークショップ		1回		1回		1回

				Meet The Expert 		2回		3回		3回

				実践講座ワークショップ		1回		1回		1回

				メタ・アナリシス入門講座		1回		1回		1回

				倫理講座		5回		6回		0回





診療



				29年度計画		29年度実績

				・専門領域の診断・治療に関する手術件数
　26年度に比べ２％以上増加		236件 ケン		対平成26年度：110.3％
（平成26年度手術件数：214件） タイ ヘイセイ ネンド シュジュツ ケンスウ ケン

				 ・病床利用率　　　 92.6％以上		89.0%

				・平均在院日数　　23日以下
（契約入院・医療観察法病棟を除外）		22.4日 ニチ

						（39.3日） ニチ		精神病床（医療観察法病棟除く） セイシン ビョウショウ イリョウ カンサツ ホウ ビョウトウ ノゾ

						（22.6日） ニチ		一般病床（契約入院除く） イッパン ビョウショウ ケイヤク ニュウイン ノゾ

				・入院延患者数　　157,000人以上		150,565人 ニン

												病床利用率

												　精神病床 セイシン ビョウショウ		86.2%

												　一般病床 イッパン ビョウショウ		75.2%

												平均在院日数

												　精神病床 セイシン ビョウショウ		269.9日 ニチ

												　一般病床 イッパン ビョウショウ		16.2日 ニチ



　 
 ・病床利用率　　　精神病床　86.2％     
　　　　　　　　　一般病床　75.2％
 ・平均在院日数　　精神病床　269.9日　一般病床16.2日



てんかんセンター

						平成27年度 ヘイセイ ネンド		平成28年度 ヘイセイ ネンド		平成29年度 ヘイセイ ネンド

				外来初診患者数 ガイライ ショシン カンジャスウ		875名		819名		790名

				新入院患者数 シン ニュウイン カンジャスウ		804名		990名		1,029名

				てんかん外科手術件数 ゲカ シュジュツ ケンスウ		76件		89件		93件

				5才以下の乳幼児難治性てんかん手術件数		19件		12件		13件





専門疾病センター

		センター名 メイ		概　　要 ガイ ヨウ

		多発性硬化症センター		脳神経内科、精神科、放射線科、内科、小児科の医師と、免疫学や神経科学の研究者が連携して、最新・最善の医療を提供し、若手医師や研究者の育成、新薬開発の促進などを進めている。  ノウ

		筋疾患センター		筋疾患診療と研究に関わる集学的チーム。診療は小児、成人、整形外科及びリハビリと筋ジストロフィーを対象に専門分化し、筋病理、遺伝子診断など最新の知見に基づく世界最高水準の診断技術など診断・治療・ケアを提供するとともに、治験、臨床研究及び市民講座等にも積極的に取組む。

		てんかんセンター		病院の関係診療科、神経研究所、精神保健研究所、メディカル・ゲノムセンター及び脳病態画像診断センター等の専門医等が組織横断的に診断、治療、研究、教育及び社会活動に関わる包括的な医療・研究等を推進する。また、てんかん診療全国拠点として地域のてんかん診療拠点への支援等を行う。

		パーキンソン病・運動障害疾患
センター		脳神経内科をはじめ関係診療科やリハビリテーションスタッフなど多職種チームで診療・支援にあたるとともに、新たな治療法・診断法の開発、国民全体に対する正しい知識等情報発信を推進する。 ノウ

		地域精神科モデル医療センター		急性期医療と包括的な地域精神科医療の結合を進め、精神科モデル医療を具体化し診療報酬制度への反映を促すなど広く全国に普及する。

		睡眠障害センター		精神・神経疾患患者も含めた睡眠障害について、精神保健研究所や病院の関係診療科が連携して終夜睡眠ポリグラフ検査等による原因究明と最新知見に基づく最適治療の提供並びに新たな診断・治療法の開発や病態解明に取り組んでいる。

		統合失調症早期診断・治療センター		病院と精神保健研究所等の専門家が連携して統合失調症の発症早期に適切な診断･治療を行い、認知機能に対する心理社会的治療など、適切な治療法の開発に取り組んでいる。

		認知症センター		関係部門が協力して、認知症に対する診療と治療法等の開発を進めるとともに、認知症の前駆段階の人の研究を進めて早期診断法や予防法の開発に取り組んでいる。

		薬物依存症治療センター		精神保健研究所や病院精神科等の専門家が連携して薬物依存症を「犯罪」ではなく、「病気」として薬物依存外来を中心とした診療及び臨床研究を行うとともに、患者・家族を地域で孤立させない新しい心理社会的アプローチの開発と普及を推進している。また、依存症拠点機関のうち薬物依存症に関する全国拠点機関として研修会等の実施を行う。

		嚥下障害リサーチセンター		専門外来を中心とした診療を行うとともに新規医療機器や治療法の開発に取り組んでいる。

		気分障害先端治療センター		うつ病や躁うつ病といった気分障害の次世代の治療を確立することを目指すとともに、生化学的な解明とバイオマーカー開発に取組み、高精度脳画像データを多数収集し、新たな診断法の開発に取り組む。さらに、患者様、ご家族、医療関係者、国民全体が気分障害に関する正しい知識を得るための情報発信にも力を入れる。

























専門研修



		研　　修		対象者		内容		受講人数 ジュコウ ニンズウ

		TMC臨床研究研修制度 (Clinical Research Track)		内外若手研究者（レジデント及び流動研究員等）		臨床疫学、前向き研究の計画法、生物統計学及び研究倫理など臨床研究を行う上で必要となるスキルを研修		286名

		臨床研究に携わる人のための生物統計学講座		〃		臨床研究に携わる人のための生物統計学講座（平成２９年度実績１０回）		361名

		医学英語論文ライティングに関する実践的なセミナー		〃		医学英語論文ライティングに関する実践的なセミナー（平成29年度実績１回）		10名

		精神保健研究所実施研修		精神保健に従事する医療関係者		国や地方自治体、病院などで精神保健の業務に従事する医療関係者などにおいてリーダーとして活躍できる人材の育成の一環として、精神保健、精神疾患及び発達障害などに関わる専門的知識・技術の向上を図ることを目的として１５課程により実施		801名

		持続エクスポージャー療法の指導者等養成研修		医療従事者		薬物療法以上に有効とされ、NCNPでの研究成果に基づいて平成28年度より保険収載されたPTSDに対する持続エクスポージャー療法の普及のためのワークショップ及び指導者養成研修について、ペンシルバニア大学と共同研究を進めている。 ダイガク キョウドウ ケンキュウ スス		116名

		認知リハビリテーションに関する実践研修		医療従事者		我が国においてはNCNPが中心となって研究を進め、臨床場面で先駆的に導入している精神疾患の認知機能障害に対する認知リハビリテーションに関する実践研修及び作業療法士を対象とした研修会		96名

		認知行動療法 (CBT)研修		医療従事者		認知行動療法を実施するうえで必要となる基礎知識、基本的技能を習得を目的とする「認知行動療法ベーシック研修（集中）」等、平成29年度に11本の研修を実施 ナド ヘイセイ ネンド ホン ケンシュウ ジッシ		493名

		医療観察法病棟の医療従事者等に対する資質向上のための研修		全国の医療観察法病棟の医療従事者等		「医療観察法実務者研修会」（88名）の実施、医療観察法病棟において、臨床実習や医療観察法病棟開棟前研修/実習等（143名） イリョウ カンサツ ホウ ジツムシャ ケンシュウカイ メイ ジッシ		231名

		光トポグラフィー実践研修		医師 等 トウ		ＮＣＮＰでの研修を受講した常勤医師の配置が保険適用の施設基準とされている光トポグラフィー（精神疾患の鑑別診断補助の検査方法として保険適用）の実践研修		39名

		包括的暴力防止プログラム研修		医療従事者		精神科医療領域の現場における暴力に対し、専門的な知識、技術に基づいた包括的な対処技能の習得とともに、その技能を広く普及させ、医療環境及びその質の向上を図るための包括的暴力防止プログラム研修		52名

		遺伝カウンセリングセミナー		医療従事者等		医療従事者等を対象とした遺伝カウンセリングセミナー（テーマ：ジストロフィノパチー）		30名

		精神保健指導課程研修		市町村、都道府県の精神保健行政に携わる者		市町村、都道府県の精神保健行政における活動に資するデータの読み方の研修 セイシン ホケン ギョウセイ カツドウ シ ヨ カタ ケンシュウ		45名

		企業研究者を対象とした研修		製薬企業研究者		製薬企業の研究者に、神経系疾患の講義、回診・リハビリテーション・手術等の見学、医師、メディカルスタッフ及び同意を得た患者および家族からの説明、意見交換を行い、研究者がどのような薬が必要とされているか、その分野でのunmet needsなどを理解するための研修である。（1回３名程度、２日間）（平成29年度実績32名）		32名

		院内看護師臨床教育研修		看護師（院内）		専門看護師、認定看護師（精神科専門看護師、感染管理認定看護師、皮膚排泄ケア認定看護師、摂食嚥下障害認定看護師、慢性呼吸器疾患認定看護師、緩和ケア認定看護師）による院内看護師臨床教育研修（310名）及び院内口腔ケア認定看護師、（24名）、院内人口呼吸ケア認定看護師（9名）、院内行動制限最小化認定看護師（4名）の研修 メイ オヨ インナイ コウクウ ニンテイ カンゴシ メイ インナイ ジンコウ コキュウ ニンテイ カンゴシ メイ インナイ コウドウ セイゲン サイショウカ ニンテイ カンゴシ メイ ケンシュウ		347名

		パーキンソン病薬物療法認定薬剤師の認定		薬剤師（院内）		パーキンソン病に対する薬物療法についての院内薬剤師への臨床教育研修（平成29年度から施行開始、今後学会認定等への発展を目指す） セコウ		1名

		世界脳週間2017　イベント セカイ ノウ シュウカン		高校生 コウコウセイ		全世界で行われている「世界脳週間」キャンペーンの一環として、高校生を受け入れて、体験型の研修を実施 ゼンセカイ オコナ セカイ ノウ シュウカン イッカン コウコウセイ ウ イ タイケンガタ ケンシュウ ジッシ		50名

		計 ケイ						2,990名





医療

				疾患 シッカン		診療科等 シンリョウカ トウ		関連する専門疾病センター		NCNPの取り組み等 ト ク トウ		トピックス

				難治性神経疾患		脳神経内科、小児神経科、身体リハビリテーション科を中心に
（筋疾患、多発性硬化症等免疫性疾患、パーキンソン病をはじめとする運動障害疾患等）		筋疾患センター
多発性硬化症センター
パーキンソン病・運動障害疾患センター		・全国からの高い患者集積性
・正確な診断、治療　➡　IRUD へ
・治療法、ケア法の開発、治験を見据えた自然史研究、
・First in human 試験を含む治験、医師主導治験、臨床研究
・医師のみならず、メディカルスタッフにもこの分野の専門家の育成（看護師、リハビリテーションスタッフ、薬剤師など）		・「脳とこころの総合ケア病棟」開棟
→　脳神経内科、精神科、臨床心理士、ソーシャルワーカー、リハビリスタッフ、薬剤師、看護師が共同して、本人家族を含めた難病の診断、治療受け入れ困難への支援及び神経難病に伴う精神症状にも対応する。
・患者啓発事業　team JParis, 生前同意のブレインバンク

				てんかん		小児神経科、精神科、脳神経内科、脳神経外科を中心に		てんかんセンター		・小児から高齢者まで、薬物療法から外科療法、さらにリハビリテーションなどまで、あらゆるてんかん症例に対応する。　➡てんかん診療全国拠点
・外科症例では、放射線科、検査科（病理）との連携で、診断精度の向上、組織バンクの構築も実施		・全国、海外からの高い患者集積性　特に小児てんかん手術では国内随一の症例数

				認知症		精神科、脳神経内科、脳神経外科を中心に		認知症センター（東京都の地域型　認知症疾患医療センター）		・レビー小体型認知症、パーキンソン病に伴う認知症、前頭側頭型認知症（ピック病）、筋委縮性側索硬化症に伴う認知症、プリオン病、進行性核上性麻痺、皮質基底核変性症などに対する診断、治療
・患者、介護者支援としてオレンジカフェ
・介護者支援：介護者対象の認知行動療法

				精神疾患		精神科		地域精神科モデル医療センター
統合失調症早期診断・治療センター
気分障害先端治療センター
睡眠障害センター		・地域から入院、外来診療、地域へのシームレスな対応
・訪問看護ステーションの運営		・入院期間の短期化（平均在院日数43.0日）とそれを支えるデイケア、訪問看護の充実介護者支援：介護者対象の認知行動療法

				薬物依存		精神科		薬物依存症治療センター		・精神保健研究所薬物依存研究部と密接な連携で薬物依存患者の治療
 ・SMARPP-24　(NCNPで開発した集団療法)実施

				司法精神医療		精神科				・鑑定機能
・医療観察法による入院・通院機能
・身体合併症対応機能を含む高度専門機能
・全国の医療観察法指定医療機関のネットワークを構築		・全国最大規模68床をもち、全国32か所（825床）の中心施設となっている。
・入院調査(悉皆調査)及び通院調査（９割以上）を施行

				発達障害		小児神経科				・精神保健研究所、神経研究所と密接な連携で患者診療
・専門家が少ない分野であるため医師向け研修も実施
・小児睡眠障害にも着目
・政策医療としての重症心身障害医療も実施(レスパイト入院の比率の増加）

				一般診療科
（主に合併症対応）		内科（消化器内科、循環器内科）外科、整形外科、歯科				・精神疾患、神経疾患、重症心身障害者(児)等の合併症治療は一般病院では対応できないことが多く、当院では積極的にこの分野の医療を行っている。
・また、First in Human 試験等多くの治験、臨床研究での合併症対策についても、近隣の三次救急医療施設との連携の上、対応している。





Sheet8

																						（単位：千円） タンイ センエン

								H22'		H23'		H24'		H25'		H26'		H27'		H28'		H29'		対前年度 タイ ゼンネンド

						寄付金 キフキン		5,188		26,000		20,400		22,546		12,998		14,490		14,525		21,644		149.0%

						受託研究（企業等） ジュタク ケンキュウ キギョウ ナド		48,689		40,450		42,695		74,322		68,703		48,791		71,391		27,330		38.3%

						治験（企業等） チケン キギョウ ナド		252,586		161,184		187,522		220,671		268,226		228,495		253,216		261,977		103.5%

						共同研究（企業等） キョウドウ ケンキュウ キギョウ ナド		11,410		9,600		112,262		66,679		36,039		51,263		88,909		110,057		123.8%

						製剤製造受託 セイザイ セイゾウ ジュタク		0		0		0		0		49,378		52,618		45,878		73,872		161.0%

						競争的研究資金 キョウソウテキ ケンキュウ シキン		2,255,471		2,103,908		2,008,951		1,988,043		2,085,841		2,425,567		2,455,810		3,105,135		126.4%

						合計 ゴウケイ		2,573,344		2,341,142		2,371,830		2,372,261		2,521,185		2,821,224		2,929,729		3,600,015		122.9%

								H22'		H23'		H24'		H25'		H26'		H27'		H28'		H29'

						獲得した外部資金 カクトク ガイブ シキン		2,573		2,341		2,372		2,372		2,521		2,821		2,930		3,600

						獲得した外部資金 カクトク ガイブ シキン		2,573,344		2,341,142		2,371,830		2,372,261		2,521,185		2,821,224		2,929,729		3,600,015



獲得した外部資金の推移



獲得した外部資金	

H22'	H23'	H24'	H25'	H26'	H27'	H28'	H29'	2573	2341	2372	2372	2521	2821	2930	3600	





（単位：百万円）



Sheet1



						H22'		H23'		H24'		H25'		H26'		H27'		H28'		H29'

				1日平均入院患者数 イチニチ ヘイキン ニュウイン カンジャスウ		369.3		397.5		404.7		399.3		410.3		415.4		419.0		411.7



						H22'		H23'		H24'		H25'		H26'		H27'		H28'		H29'

				患者1人1日当たり入院単価 カンジャ ニン ニチ ア ニュウイン タンカ		37,471		38,490		41,256		43,750		44,396		44,779		45,617		47,727



１



1日平均入院患者数	

H22'	H23'	H24'	H25'	H26'	H27'	H28'	H29'	369.3	397.5	404.7	399.3	410.3	415.4	419	411.7	





1



患者1人1日当たり入院単価	

H22'	H23'	H24'	H25'	H26'	H27'	H28'	H29'	37471	38490	41256	43750	44396	44779	45617	47727	







Sheet3

				事業収益の推移 ジギョウ シュウエキ スイイ

				H22'		H23'		H24'		H25'		H26'		H27'		H28'		H29'

		医業 イギョウ		6,012		6,732		7,397		7,589		7,909		8,133		8,299		8,555

		研究等 ケンキュウ トウ		1,131		1,087		1,223		1,486		2,412		2,497		2,700		3,136

				7,143		7,819		8,620		9,075		10,321		10,630		10,999		11,691



事業収益の推移



医業	

H22'	H23'	H24'	H25'	H26'	H27'	H28'	H29'	6012	6732	7397	7589	7909	8133	8299	8555	研究等	

H22'	H23'	H24'	H25'	H26'	H27'	H28'	H29'	1131	1087	1223	1486	2412	2497	2700	3136	

















H22'	H23'	H24'	H25'	H26'	H27'	H28'	H29'	7143	7819	8620	9075	10321	10630	10999	11691	









Sheet4



						筋疾患				精神疾患				発達障害/てんかん				神経疾患

						凍結筋		培養細胞		血液・DNA		脳脊髄液		DNA		脳組織		脳脊髄液

				保有するバイオリソース数リソース数		筋ジストロフィ　(3000)		筋ジストロフィ　(400)		統合失調症 (800）		統合失調症(270)		知的障害		皮質異形成（200）		パーキンソン病

						先天性ミオパチー　(900)		先天性ミオパチー(200)		うつ病　(1000）		うつ病(160)		てんかん		海馬硬化症（150）  		脊髄小脳変性症

						ミトコンドリア病　(1400)		ミトコンドリア病　(250)		双極性障害（400）		双極性障害（120）		自閉症		腫瘍、脳炎(100)		トリプレット病

						その他		その他  		認知症（450）		認知症（100）		 		 (総数＞500)		多発性硬化症

						 		 (総数 >2,000)		健常対照者 (1350）		健常対照者（200）		(約600 家系)				その他

						 (総数 >18,000)				（総数＞4,500）		（総数　>1000）						　（総数＞　300）
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入院単価（患者1人1日当り）


（単位：円）


入院単価（患者1人1日当り）


37471


38490


41256


43750


44396


44779


45617





現員推移


			職員の現員数推移 ショクインゲンインスウスイイ


																								（各年度4月1日現在）


									H22'			H23'			H24'			H25'			H26'			H27'			H28'			H29'


			役員等 ヤクイントウ			常勤 ジョウキン			5			5			5			4			4			4			5			5


						非常勤 ヒジョウキン			4			4			4			4			5			5			4			4


			事務職 ジムショク			常勤 ジョウキン			38			42			35			35			33			34			34			37


						非常勤 ヒジョウキン			19			45			56			66			130			146			149			156


			研究職 ケンキュウショク			常勤 ジョウキン			88			95			99			94			94			90			93			95


						非常勤 ヒジョウキン			154			229			265			296			287			269			264			257


			医療職（一） イリョウショクイチ			常勤 ジョウキン			60			64			65			63			68			68			65			65


						非常勤 ヒジョウキン			55			59			59			66			74			69			71			62


			医療職（二） イリョウショクニ			常勤 ジョウキン			63			74			89			96			103			105			110			118


						非常勤 ヒジョウキン			25			34			43			45			56			53			58			55


			医療職（三） イリョウショクサン			常勤 ジョウキン			343			346			370			384			400			403			399			383


						非常勤 ヒジョウキン			17			18			21			18			19			18			15			8


			福祉職 フクシショク			常勤 ジョウキン			17			17			18			18			20			22			24			20


						非常勤 ヒジョウキン			6			7			11			13			9			12			10			11


			療養介護職 リョウヨウカイゴショク			常勤 ジョウキン			0			6			22			23			21			21			20			21


			技能職 ギノウショク			常勤 ジョウキン			25			24			15			9			8			9			7			7


						非常勤 ヒジョウキン			20			22			20			41			39			40			31			23


			合計 ゴウケイ			常勤 ジョウキン			639			673			718			726			751			756			757			751


						非常勤 ヒジョウキン			300			418			479			549			619			612			602			576


			休職者も含む。 キュウショクシャフク








（H28）病院管理指標 


			


			【病院管理指標の推移】


			項　目 コウメ						H22'			H23'			H24'			H25'			H26'			H27'			H28'			H29'


			1日平均入院患者数（全体） イチニチヘイキンニュウインカンジャスウゼンタイ						369.3人 ニン			397.5人 ニン			404.7人 ニン			399.3人 ニン			410.3人 ニン			415.4人 ニン			419.0人			409.7人


						　一般			97.7人 ニン			108.3人 ニン			120.8人 ニン			121.8人 ニン			127.1人 ニン			135.7人 ニン			139.9			146.3			総数 ソウスウ			29.2


						　精神（医療観察法を除く） セイシンイリョウカンサツホウノゾ			113.1人 ニン			125.2人 ニン			125.4人 ニン			122.4人 ニン			128.5人 ニン			129.0人 ニン			128.4			113.2			内科 ナイカ			27.4


						　筋ジス スジ			38.3人 ニン			33.0人 ニン			30.7人 ニン			28.1人 ニン			24.2人 ニン			24.9人 ニン			24.5			24.9			循環器内科 ジュンカンキナイカ			47.8


						　重心 ジュウシン			59.5人 ニン			66.9人 ニン			66.2人 ニン			67.2人 ニン			67.4人 ニン			67.3人 ニン			66.4			65.9			消化器内科 ショウカキナイカショウナイ			33.8


						　精神（医療観察法） セイシンイリョウカンサツホウ			60.7人 ニン			64.1人 ニン			61.6人 ニン			59.8人 ニン			63.1人 ニン			58.5人 ニン			59.7			59.5			神経内科 シンケイナイカ			35.9


			患者1人1日当たり入院単価（全体） カンジャニンニチアニュウインタンカ						37,471円 エン			38,490円 エン			41,256円 エン			43,750円 エン			44,396円 エン			44,779円 エン			45,617円 エン			47,499円 エン			小児科 ショウニカ			35.9


						　一般			47,136円 エン			51,298円 エン			54,481円 エン			56,677円 エン			59,241円 エン			59,875円 エン			60,981円 エン			64,207円 エン			精神科 セイシンカ			18.8


						　精神（医療観察法を除く） セイシンイリョウカンサツホウノゾ			21,400円 エン			22,580円 エン			25,011円 エン			29,752円 エン			28,973円 エン			28,728円 エン			29,432円 エン			28,924円 エン			外科 ゲカ			35.1


						　筋ジス スジ			36,706円 エン			34,066円 エン			39,336円 エン			39,914円 エン			39,767円 エン			38,828円 エン			38,912円 エン			38,780円 エン			消化器外科 ショウカキゲカ			50.7


						　重心 ジュウシン			34,829円 エン			34,608円 エン			36,967円 エン			37,681円 エン			37,485円 エン			38,640円 エン			38,895円 エン			39,159円 エン			小児外科 ショウニゲカ			-


						　精神（医療観察法） セイシンイリョウカンサツホウ			55,016円 エン			54,271円 エン			53,992円 エン			54,688円 エン			55,086円 エン			54,806円 エン			54,643円 エン			54,630円 エン			脳神経外科 ノウシンケイゲカ			36.6


			※H29については、H30.2月まで ガツ																														産婦人科 サンフジンカ			49.4


			【病院管理指標】


			項　目 コウメ						H22'			H23'			H24'			H25'			H26'			H27'			H28'			H29'			29'-22'			対22'率 タイリツ


			1日平均入院患者数 イチニチヘイキンニュウインカンジャスウ						369.3人 ニン			397.5人 ニン			404.7人 ニン			399.3人 ニン			410.3人 ニン			415.4人 ニン			419.0人 ヒト			411.7人 ニン			40.4人 ニン			111%


			患者1人1日当たり入院単価 カンジャニンニチアニュウインタンカ						37,471円 エン			38,490円 エン			41,256円 エン			43,750円 エン			44,396円 エン			44,779円 エン			45,617円 エン			47,499円 エン			10,028円 エン			127%


			病床利用率 ビョウショウリヨウリツ						80.9%			85.3%			86.8%			85.7%			88.0%			88.8%			89.5%			89.0%			8.0%			110%


			紹介率 ショウカイリツ						69.6%			75.8%			79.1%			79.4%			77.7%			79.4%			82.7%			77.7%			8.1%			112%


			逆紹介率 ギャクショウカイリツ						49.6%			58.3%			52.6%			51.2%			52.1%			64.4%			64.6%			63.9%			14.3%			129%


			※H29については、「患者1人1日当たり入院単価」・「紹介率」・「逆紹介率」はH30.2月までのデータによる。 カンジャニンニチアニュウインタンカショウカイリツギャクショウカイリツガツ


																														462.8%


			【医業収支の推移】																																	（単位：百万円）


			項　目 コウメ						H22'			H23'			H24'			H25'			H26'			H27'			H28'			H29'(見込み) ミコ			29'-22'			対22'率 タイリツ


			医業収益 イギョウシュウエキ						6,012			6,732			7,397			7,589			7,909			8,133			8,299			8,408			2,396			140%


			医業費用 イギョウヒヨウ						6,569			7,070			7,377			7,445			7,997			8,050			7,932			8,241			1,672			125%


			医業収支 イギョウシュウシ						▲ 557			▲ 338			20			143			▲ 88			82			367			167			724			230%


			医業収支率 イギョウシュウシリツ						91.5%			95.2%			100.3%			101.9%			98.9%			101.0%			104.6%			102.0%			10.5%			111%


									H22'			H23'			H24'			H25'			H26'			H27'			H28'			H29'


						1日平均入院患者数 イチニチヘイキンニュウインカンジャスウ			369.3			397.5			404.7			399.3			410.3			415.4			419.0			411.7


									H22'			H23'			H24'			H25'			H26'			H27'			H28'			H29'


									369.3


									H22'			H23'			H24'			H25'			H26'			H27'			H28'			H29'


						入院単価（患者1人1日当り） ニュウインタンカ			37,471			38,490			41,256			43,750			44,396			44,779			45,617			47,499
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（H29）収支状況（理事会提出版）


			職員の現員数推移（グラフ作成用） ショクインゲンインスウスイイサクセイヨウ


																					（各年度4月1日現在）


						H22'			H23'			H24'			H25'			H26'			H27'			H28'			H29'			H30'


			事務職 ジムショク			38			42			35			35			33			34			34			37			37


			研究職 ケンキュウショク			88			95			99			94			94			90			93			98			94


			医療職（一） イリョウショクイチ			60			64			65			63			68			68			65			66			64


			医療職（二） イリョウショクニ			63			74			89			96			103			105			110			118			132


			医療職（三） イリョウショクサン			343			346			370			384			400			403			399			384			407


			福祉職 フクシショク			17			17			18			18			20			22			24			20			23


			療養介護職 リョウヨウカイゴショク			0			6			22			23			21			21			20			21			19


			技能職 ギノウショク			25			24			15			9			8			9			7			7			7


			合計 ゴウケイ			634			668			713			722			747			752			752			751			783


			休職者も含む。 キュウショクシャフク


						H22'			H23'			H24'			H25'			H26'			H27'			H28'			H29'			H30'


			常勤職員数の推移 ジョウキンショクインスウスイイ			634			668			713			722			747			752			752			751			783








（H29）収支状況（理事会提出版）
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定数表300401


			


																																										（単位：百万円） タンイヒャクマンエン


			項　目 コウメ			H22'			H23'			H24'			H25'			H26'			H27'			H28’			H29’（計画） ケイカク			H29’見込み ミコ			対前年度 タイゼンネンド			対計画 タイケイカク			対22' タイ			H30’（計画） ケイカク


			経常収益 ケイジョウシュウエキ			11,705			12,436			14,060			14,027			15,407			15,208			15,379			16,195			15,667			288			▲ 528			3,962			16,567


			　業務収益 ギョウムシュウエキ			7,143			7,819			8,620			9,075			10,321			10,630			10,999			11,711			11,221			222			▲ 490			4,078			12,207


			　医業収益 イギョウシュウエキ			6,012			6,732			7,397			7,589			7,909			8,133			8,299			8,929			8,408			109			▲ 521			2,396			9,131


			　研究収益 ケンキュウシュウエキ			1,114			1,062			1,188			1,443			2,374			2,465			2,663			2,741			2,772			109			31			1,658			3,030


			　その他収益 ホカシュウエキ			17			25			35			43			38			32			37			41			41			4			0			24			46


			　その他経常収益 ホカケイジョウシュウエキ			4,562			4,617			5,439			4,954			5,086			4,578			4,380			4,483			4,447			67			▲ 36			▲ 115			4,360


			　 　運営費交付金収益 ウンエイヒコウフキンシュウエキ			4,303			4,184			4,619			4,326			4,246			3,832			3,760			3,879			3,851			91			▲ 28			▲ 452			3,803


			　 　補助金等収益 ホジョキントウシュウエキ			74			41			95			23			50			15			63			161			163			100			2			89			174


			　 　寄附金収益 キフキンシュウエキ			46			23			64			38			44			27			35			36			33			▲ 2			▲ 3			▲ 13			36


			　その他収益 ホカシュウエキ			139			369			661			567			746			704			522			407			399			▲ 123			▲ 8			260			347


			　　資産見返負債戻入 シサンミカエフサイモドイ			14			179			442			501			532			590			459			322			336			▲ 123			14			322			286


			　　その他 タ			125			190			219			66			214			114			63			85			63			0			▲ 22			▲ 62			61


			経常費用 ケイジョウヒヨウ			11,731			13,201			14,355			14,249			15,855			15,581			15,452			16,175			15,975			523			▲ 200			4,244			16,466


			業務費用 ギョウムヒヨウ			11,686			13,157			14,306			14,205			15,799			15,539			15,388			16,138			15,923			535			▲ 215			4,237			15,923


			医業費用 イギョウヒヨウ			6,569			7,070			7,377			7,445			7,997			8,051			7,932			8,300			8,241			309			▲ 59			1,672			8,563


			　　　給与費 キュウヨヒ			3,589			3,720			3,872			3,986			4,288			4,422			4,482			4,573			4,570			88			▲ 3			981			4,677


			　　　材料費 ザイリョウヒ			1,043			1,147			1,289			1,240			1,354			1,450			1,411			1,503			1,453			42			▲ 50			410			1,585


			　　　委託費 イタクヒ			612			533			527			491			527			536			594			611			594			0			▲ 17			▲ 18			602


			　　　設備関係費 セツビカンケイヒ			947			1,245			1,275			1,319			1,373			1,261			1,110			1,247			1,227			117			▲ 20			280			1,320


			　　　（うち減価償却費） ゲンカショウキャクヒ			969			952			936			888			868			768			621			725			701			80			▲ 24			▲ 268			795


			　　　経費 ケイヒ			378			425			414			409			455			382			335			366			391			56			25			13			379


			医業外費用 イギョウガイヒヨウ			5,117			6,087			6,929			6,760			7,802			7,488			7,456			7,838			7,682			226			▲ 156			2,565			7,870


			　　　給与費 キュウヨヒ			2,771			3,197			3,453			3,562			3,949			3,726			3,722			3,983			3,957			235			▲ 26			1,186			3,507


			　　　材料費 ザイリョウヒ			297			363			345			336			654			641			552			460			545			▲ 7			85			248			380


			　　　経費 ケイヒ			2,015			2,303			2,636			2,323			2,608			2,477			2,627			2,977			2,748			121			▲ 229			733			3,605


			　　　減価償却費 ゲンカショウキャクヒ			33			223			494			539			590			644			555			417			431			▲ 124			14			398			378


			　その他経常費用 タケイジョウヒヨウ			45			44			49			43			56			42			64			31			53			▲ 11			22			8			33


			経常収支 ケイジョウシュウシ			▲ 26			▲ 765			▲ 294			▲ 222			▲ 448			▲ 373			▲ 73			20			▲ 308			▲ 235			▲ 328			▲ 282			100


			医業収支 イギョウシュウシ			▲ 557			▲ 338			20			143			▲ 88			82			367			629			167			▲ 200			▲ 462			724			568


			経常収支率 ケイジョウシュウシリツ			99.8%			94.2%			97.9%			98.4%			97.2%			97.6%			99.5%			100.1%			98.1%			▲1.5%			▲2.1%			▲1.7%			100.6%


			医業収支率 イギョウシュウシリツ			91.5%			95.2%			100.3%			101.9%			98.9%			101.0%			104.6%			107.6%			102.0%			▲2.6%			▲5.6%			10.5%			106.6%


			人件費（経常） ジンケンヒケイジョウ			6,360			6,917			7,325			7,548			8,237			8,148			8,204			8,556			8,527			323			▲29			2,167			8,184


			人件費率 ジンケンヒリツ			54.3%			55.6%			52.1%			53.8%			53.5%			53.6%			53.3%			52.8%			54.4%			1.1%			1.6%			0.1%			49.4%


			人件費（医業） ジンケンヒイギョウ			3,589			3,720			3,872			3,986			4,288			4,422			4,482			4,573			4,570			88			▲3			981			4,677


			人件費率 ジンケンヒリツ			59.7%			55.3%			52.3%			52.5%			54.2%			54.4%			54.0%			51.2%			54.4%			0.3%			3.1%			▲5.3%			51.2%


			人件費+委託（医業） ジンケンヒイタクイギョウ			4,201			4,253			4,399			4,477			4,815			4,958			5,076			5,184			5,164			88			-20			963			5,279


			人件費+委託費率 ジンケンヒイタクヒリツ			69.9%			63.2%			59.5%			59.0%			60.9%			61.0%			61.2%			58.1%			61.4%			0.3%			3.4%			▲8.5%			57.8%


			材料費（医業） ザイリョウヒイギョウ			1,043			1,147			1,289			1,240			1,354			1,450			1,411			1,503			1,453			42			▲50			410			1,585


			材料費率 ザイリョウヒリツ			17.3%			17.0%			17.4%			16.3%			17.1%			17.8%			17.0%			16.8%			17.3%			0.3%			0.4%			▲0.1%			17.4%


			減価償却費（経常） ゲンカショウキャクヒケイジョウ			1,002			1,175			1,430			1,427			1,458			1,412			1,176			1,142			1,132			▲44			▲10			130			1,173


			減価償却費率 ゲンカショウキャクヒリツ			8.6%			9.4%			10.2%			10.2%			9.5%			9.3%			7.6%			7.1%			7.2%			▲0.4%			0.2%			▲1.3%			7.1%








（H28）収支状況


			職員の現員数推移（グラフ作成用） ショクインゲンインスウスイイサクセイヨウ


																					（各年度4月1日現在）


						H22'			H23'			H24'			H25'			H26'			H27'			H28'			H29'


			役員等 ヤクイントウ			4			4			4			4			5			5			4			4


			事務職 ジムショク			19			45			56			66			130			146			149			156


			研究職 ケンキュウショク			154			229			265			296			287			269			264			257


			医療職（一） イリョウショクイチ			55			59			59			66			74			69			71			62


			医療職（二） イリョウショクニ			25			34			43			45			56			53			58			55


			医療職（三） イリョウショクサン			17			18			21			18			19			18			15			8


			福祉職 フクシショク			6			7			11			13			9			12			10			11


			技能職 ギノウショク			20			22			20			41			39			40			31			23


			合計 ゴウケイ			300			418			479			549			619			612			602			576


			休職者も含む。 キュウショクシャフク
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						常勤職員の定数について（平成30年4月1日改正） ジョウキンショクインテイスウヘイセイネンツキヒセイ


																																													（単位:人） タンイヒト


									役員 ヤクイン			基本給表・基本年俸表 キホンキュウヒョウキホンネンポウヒョウ																																	合計 ゴウケイ


			区分 クブン			役職内訳 ヤクショクウチワケ						院長等 インチョウトウ			副所長 フクショチョウ			研究職 ケンキュウショク			副院長 フクインチョウ			医療職 イリョウショク			医療職 イリョウショク			医療職 イリョウショク			事務職 ジムショク			技能職 ギノウショク			福祉職 フクシショク			療養 リョウヨウ


												年俸表 ネンポウヒョウ			年俸表 ネンポウヒョウ						年俸表 ネンポウヒョウ			（一） イチ			（二） ニ			（三） サン												介助職 スケショク


						役員等 ヤクイントウ			3			1			1			0			1			0			0			0			2			0			0			0			8


						神経研究所 シンケイケンキュウジョ			0			0			46			0			0			0			0			0			0			0			0			0			46


						精神保健研究所 セイシンホケンケンキュウジョ			0			1			40			3			0			0			0			0			0			0			0			0			44


						ＴＭＣ			0			0			5			0			3			0			1			1			1			0			0			0			11


						ＭＧＣ			0			0			2			1			0			0			0			0			0			0			0			0			3


						ＩＢＩＣ			0			0			4			0			1			0			0			0			0			0			0			0			5


						ＣＢＴ			0			0			3			0			1			0			0			0			0			0			0			0			4


						病院 ビョウイン			0			0			1			2			44			24			133			343			1			8			24			29			609


						総務部 ソウムブ			0			0			0			0			0			0			0			0			10			0			0			0			10


						企画経営部 キカクケイエイブ			0			0			0			0			0			0			0			0			9			0			0			0			9


						財務経理部 ザイムケイリブ			0			0			0			0			0			0			0			0			15			0			0			0			15


						ＮＣＮＰ計			3			2			102			6			50			24			134			344			38			8			24			29			764





&C&P





			


			【年度収支】																								（単位：百万円） タンイヒャクマンエン


			項　目 コウメ			H22'			H23'			H24'			H25'			H26'			H27'			H28’（計画） ケイカク			H28’			対前年度 タイゼンネンド			対計画 タイケイカク


			経常収益 ケイジョウシュウエキ			11,705			12,436			14,061			14,027			15,407			15,208			14,307			15,379			171			1,072


			医業収益 イギョウシュウエキ			6,012			6,732			7,397			7,589			7,909			8,133			8,174			8,299			166			125


			研究収益 ケンキュウシュウエキ			1,114			1,062			1,188			1,443			2,374			2,465			1,689			2,663			198			974


			　 運営費交付金収益 ウンエイヒコウフキンシュウエキ			4,303			4,184			4,619			4,326			4,246			3,832			3,875			3,760			▲ 72			▲ 115


			資産見返負債戻入 シサンミカエフサイモドイ			14			179			442			501			532												0			0


			その他 タ			290			637			1,299			1,170			1,410			778			569			657			▲ 121			88


			経常費用 ケイジョウヒヨウ			11,731			13,201			14,355			14,249			15,855			15,581			14,572			15,452			▲ 129			880


			医業費用 イギョウヒヨウ			6,569			7,070			7,377			7,445			7,997			8,051			7,838			7,932			▲ 119			94


			　　　給与費 キュウヨヒ			3,589			3,720			3,872			3,986			4,288			4,422			4,426			4,482			60			56


			　　　材料費 ザイリョウヒ			1,043			1,147			1,289			1,240			1,354			1,450			1,271			1,411			▲ 39			140


			　　　減価償却費 ゲンカショウキャクヒ			703			952			936			888			867			768			615			621			▲ 147			6


			　　　その他経費 タケイヒ			1,234			1,252			1,280			1,332			1,488			1,411			1,526			1,418			7			▲ 108


			医業外費用 イギョウガイヒヨウ			5,117			6,087			6,929			6,760			7,802			7,488			6,699			7,456			▲ 32			757


			　　　給与費 キュウヨヒ			2,771			3,197			3,453			3,562			3,949			3,726			3,735			3,722			▲ 4			▲ 13


			　　　材料費 ザイリョウヒ			297			363			345			336			654			641			454			552			▲ 89			98


			　　　減価償却費 ゲンカショウキャクヒ			33			223			494			539			590			644			546			555			▲ 89			9


			　　　その他経費 タケイヒ			2,015			2,303			2,636			2,323			2,608			2,477			1,964			2,627			150			663


			経常収支 ケイジョウシュウシ			▲ 26			▲ 765			▲ 294			▲ 222			▲ 448			▲ 373			▲ 265			▲ 73			300			192


			医業収支 イギョウシュウシ			▲ 557			▲ 338			20			143			▲ 88			82			336			367			285			31


			経常収支率 ケイジョウシュウシリツ			99.8%			94.2%			97.9%			98.4%			97.2%			97.6%			98.2%			99.5%			133%			122%


			医業収支率 イギョウシュウシリツ			91.5%			95.2%			100.3%			101.9%			98.9%			101.0%			104.3%			104.6%			-139%			133%








			





経常収支





			


						H22'			H23'			H24'			H25'			H26'			H27'			H28’


						7,143			7,819			8,620			9,075			10,321			10,630			10,999


			医業 イギョウ			6,012			6,732			7,397			7,589			7,909			8,133			8,299


			研究等 ケンキュウトウ			1,131			1,087			1,223			1,486			2,412			2,497			2,700


			研究 ケンキュウ			1,114			1,062			1,188			1,443			2,374			2,465			2,663


			その他 ホカ			17			25			35			43			38			32			37
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研究等


事業収益の推移
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評価項目No.1-4 人材育成に関する事項

認知リハビリテーションに関する実践研修
研修成果を社会へ還元 – 研修から普及、社会実装へ

 2007年から2017年にかけて13回の実践研修（3日間、講義、ハンズオンセミナー）
 337名の医師、看護師、臨床心理士、作業療法士、その他の医療従事者が受講し、

修了試験に合格
 受講後も適宜フォローアップコンサルテーション

精神疾患の認知機能、社会機能に対する
有効性が実証された心理社会的治療法

【受講者へのフォローアップ調査】

 39/40施設で認知機能評価を実施
 12/40施設で社会機能評価を実施

＜教育用ゲームソフト＞

(Morimoto , Matsuda et al., WAPR 2017, Berlin, GERMANY)

脳体積増大（右海馬）

The Connie Lieber
Science to Practice Award

Cognitive Remediation in Psychiatry
June 9, 2017

日本での普及活動に対して国際学会で受賞
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評価項目Ｎｏ．１－５ 医療政策の推進等に関する事項

Ⅰ 中長期目標の内容

① 国への政策提言に関する事項
・ 研究、医療の均てん化等に取り組む中で明らかになった課題や我が国の医療政策の展開等のうち、特に研究開発に係る分野について、

患者を含めた国民の視点に立ち、科学的見地を踏まえ、センターとして提言書をとりまとめた上で国への専門的提言を行う。

② 医療の均てん化に関する事項、情報収集及び情報発信
・関係学会等とも連携し、中核的な医療機関間のネットワーク化を推進し、高度かつ専門的な医療の普及及び医療の標準化を図る。
・精神・神経疾患等の科学的根拠に基づく予防、診断及び治療法等に関する情報提供を積極的に発信する。

③ 公衆衛生上の重大な危害への対応
・公衆衛生上重大な危害が発生し又は発生しようとしている場合には、国の要請に応じて迅速かつ適切な対応を行う。

Ⅱ 目標と実績との比較

以下のとおり、所期の目標を上回る成果が得られている。（Ａ）

① 国への政策提言に関する事項：提言数 ６件 ＜実績評価書106～108頁＞

● 国への政策提言（危険ドラッグ及び自殺対策を除く）

・措置入院に関する手続きがより適切に行われるよう標準的な運用手順を定めた「措置入院の運用ガイドライン」について、NCNP
の研究成果に基づく提言内容により厚生労働省から発出された。

・「精神保健福祉法に基づいて入院した精神障害者に対して自治体が実施可能な退院後支援の運用のあり方」について、NCNPの研
究成果に基づいてまとめた提言内容により厚生労働省から発出された。

・「第18回健康・医療戦略推進本部」において、難病で苦しんできた患者の生活を大きく変え得る重要な研究成果を生み出したこ
と等を踏まえ、「人工核酸によるデュシェンヌ型筋ジストロフィー治療薬の開発」に係る最近の研究動向について提言を行った。

・NCNPが中心となった研究班において作成した「摂食障害に対する認知行動療法CBT-E簡易マニュアル」を用いた神経性過食症に
対する認知行動療法が、平成30年4月1日から保険収載された。

● 危険ドラッグへの対応

・危険ドラッグ（計7物質）の有害作用を調査し、指定薬物として規制するための科学的データの提供と提言を行った。

・指定薬物（８物質）の依存性評価を実施し、そのデータに基づいて麻薬に指定された。

自己評価 Ａ （過去の主務大臣評価 H27年度：Ｂ H28年度：Ｂ）
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● 自殺対策の支援
・自殺総合対策推進センター長において、自殺対策基本法に基づく政府の指針である「自殺対策大綱」策定のための検討会座長と

して当該大綱をとりまとめ閣議決定された。また、自殺総合対策推進センターでは、「自殺率３割減に向けて～自殺大綱５年ぶ
り見直し～」と題して、「新自殺対策大綱」の特徴や意義、今後必要とされる自殺対策についてプレス・ブリーフィングを行い
国民に向けて情報発信した。

② 医療の均てん化に関する事項及び情報収集及び発信 ＜実績評価書109頁～115頁＞

・ 未診断疾患イニシアチブ（ＩＲＵＤ）によるネットワーク構築を推進し、全体のエントリーが10,033検体／3,571家系となり、
このうち 8,666検体／3,037家系について解析が完了した。

・ 患者レジストリを活用した筋ジストロフィー臨床試験ネットワークについて、加盟施設が全国網羅的に40施設となり、当該ネッ
トワークを活用した多施設臨床研究において目標症例数100例をはるかに超える175例を組み入れた。

・ 診療データ（臨床評価指標）を活用したネットワークを構築し、35施設が参加、各種臨床評価指標の解析から、医療の質の均て
ん化につなげる基盤を形成している。

・ ゲノム情報データベースにおいて、総数3,400例のゲノム情報を登録し、このうち外部に公開できるゲノム情報をＡＭＥＤ研究
班に登録し、public genome databaseの構築に貢献した。

・ 摂食障害全国基幹センターとして、摂食障害全国対策連絡協議会を年間2回開催するなど、地域の基幹センターや支援センター
等関係機関との連携強化を図った。また、これらの実績を踏まえ、第７次医療計画において、各都道府県に摂食障害に対応する
医療連携体制の構築することが定められた。

・ 医療観察法指定入院医療機関における拠点的施設として全国の指定入院医療機関を繋ぐネットワークシステムを構築し、これら
の医療提供データを収集、分析し、医療の均てん化に資する体制を構築した。

・ 第4回ＮＣＮＰメディア塾を開催し、マスコミ関係者12社21名が参加した。再参加の希望が95％に上るなど参加者の高い満足度
を得た。

・ 関連学会と連携し、以下のガイドラインの作成に貢献した。
「多発性硬化症・視神経脊髄炎診療ガイドライン(2017）」、「日本核医学会アミロイドＰＥＴイメージング剤合成装置の適正

使用ガイドライン」、「運動失調症診療ガイドライン(※)」、「日本小児神経学会チック症診療ガイドライン」、「小児けいれ
ん重積診療ガイドライン」、「てんかん診療ガイドライン2018」、「改訂熱性けいれん診療ガイドライン(※)」、「措置入院の
運用に関するガイドライン」、「地方公共団体による精神障害者の退院後支援に関するガイドライン」、「摂食障害に対する認
知行動療法CBT-E簡易マニュアル」 （「※」については、平成29年度末現在作成中 ）

③ 公衆衛生上の重大な危害への対応 ＜実績評価書106頁＞

●大規模災害等への対応

・災害精神保健医療情報支援システム（DMHISS）の運用に関するマニュアルを作成し、被災三県心のケアセンターに提供した。
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反映された政策等 内容等

災害精神保健医療ﾁｰﾑ (DPAT)の整備
平成24年度に災害精神保健医療ﾁｰﾑ (DPAT)整備へ専門的な助言を行い、その実行のための情報ｼｽﾃﾑ (DMHISS)開発とそれにかかる
研修を実施。また、DPATが現場支援を行うための具体的な活動ﾏﾆｭｱﾙの素案を作成し、DPAT活動要領の改正につなげた。また、携行
する薬剤・資機材ﾘｽﾄも作成した。

精神科重症者早期集中支援管理連携加
算及び精神科複数回訪問加算の新設

平成26年度診療報酬改定における精神科訪問看護等ｱｳﾄﾘｰﾁｻｰﾋﾞｽ関連の改定に関して、地域精神科ﾓﾃﾞﾙ医療ｾﾝﾀｰの研究結果を用
いて、厚生労働省に資料提供。「精神科重症者早期集中支援管理連携加算」「精神科複数回訪問加算」の新設につながった。

指定薬物包括指定に向けた提案と包括
指定省令等公布のためデータ提供等

「危険ﾄﾞﾗｯｸﾞ」「指定薬物」について、依存性・細胞毒性を評価してﾃﾞｰﾀを提出。国策としての薬物使用の禁止及び制限について提案（依
存性薬物の指定）を行い、我が国初の「指定薬物を包括指定する省令」公布に寄与した。NCNPからのﾃﾞｰﾀ提供により、平成24年度から
平成27年度までの４年間の累計で依存性薬物2,094種類が包括指定され、21種類が麻薬指定された。また、危険ﾄﾞﾗｯｸﾞの使用実態につ
いて初めて全国調査を実施した。

薬物依存症に対する認知行動療法ﾌﾟﾛｸﾞ
ﾗﾑ開発と診療報酬反映

ＮＣＮＰが中心となって開発した薬物依存症に対する認知行動療法ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ（物質使用障害治療ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ）について転帰調査を実施し、良
好な治療転帰を確認し、報告した。これにより平成28年度診療報酬改定において診療報酬加算「依存症集団療法」が新設された。

精神疾患を伴う自殺未遂者ｹｱ体制整備
への提言と診療報酬反映

自殺予防に資する介入法に関する研究を行い、救急医療を起点とする精神疾患を伴う自殺未遂者ｹｱ体制整備について提言を行った。
これにより平成28年度診療報酬改定において「救急患者精神科継続支援料」が新設され、自殺企図後の精神疾患患者に対する継続的
な指導が保険収載された。

PTSDに対する持続ｴｸｽﾎﾟｰｼﾞｬｰ療法の
開発と診療報酬反映

PTSDに対する持続ｴｸｽﾎﾟｰｼﾞｬｰ療法についてNCNPが効果検証を行い、研究報告書として報告した。その成果が認められ、平成28年度
より保険収載となった。

措置入院の運用に関するガイドラインの
提供と普及活動

警察官通報を契機とした措置入院に関する手続きがより適切に行われるよう標準的な運用手順を定めた「措置入院の運用に関するガイ
ドライン」 （平成30年3月27日、障発0327第15号）を作成し、今後NCNPで研修を実施する。

地方公共団体による精神障害者の退院
後支援に関するガイドラインの提供と普
及活動

精神保健福祉法に基づいて入院した精神障害者に対して自治体が実施可能な「地方公共団体による精神障害者の退院後支援に関する
ガイドライン」 （平成30年3月27日、障発0327第16号）を作成し、今後NCNPで研修を実施する。

精神障害にも対応した地域包括ケアシス
テム構築推進の手引の提供等

新たな政策理念である「精神障害にも対応した地域包括ケアシステム」構築推進のための手引を作成、関連事業であるアウトリーチ事業
の実施状況と効果検証を実施。

精神障害者支援を実施する包括的支援
ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ技法の開発と診療報酬反映

病院と自治体、福祉事業所等の連携により精神障害者支援を実施する包括的支援マネジメント技法を開発、今後NCNPで研修を実施す
る。多職種アウトリーチについては、平成30年度診療報酬（精神科在宅患者支援管理料）に反映。

神経性過食症に対する認知行動療法の
開発と診療報酬反映

NCNPが中心となった研究班において作成した「摂食障害に対する認知行動療法CBT-E簡易マニュアル」を用いた神経性過食症に対す
る認知行動療法が、平成30年4月1日から保険収載された。

ＮＣＮＰの取組みにより厚生労働省の政策に反映されている事例（赤色塗りが平成29年度実績）

評価項目No.1-5 医療政策の推進等に関する事項
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評価項目No.1-5 医療政策の推進等に関する事項
自殺総合対策推進センターの取組

地域自殺実態プロファイル
地域自殺対策政策パッケージ
自死遺族支援ガイドライン

地域自殺対策推進センター活動指針

自殺総合対策大綱策定への関与
地域自殺対策計画策定指針への関与

（2017年）

国の政策
への貢献

自殺総合対策推進セ
ンター (JSSC)

地域自殺対策の推進
（地域自殺対策推進センター支援）

自殺未遂者・自死遺族支援

革新的自殺研究推進プログラム

自殺統計のモニタリングに基づくデータ
分析・科学的根拠の蓄積

日本の自殺対策のシンクタンク・司令塔機能

地域連携推進室

自殺未遂者・自死遺族支援室 自殺実態・統計分析室

自殺対策の
PDCAサイクル

の検証

WHOCCとしての
国際貢献

政策研究と人材育成の
国際拠点

自殺実態観測センターとしての機能
L’Observatoire national du suicide

カンボジア、ベトナム、韓国
スコットランド、スイス

（2017年実績）
日本の自殺対策の公共政策輸出

自殺対策の政策科学研究の推進
成果の即時的社会還元
全12課題（2017年度）

2018年度の全市町村の地域計画策定支援
計画策定ツール開発と社会実装

国際自殺対策フォーラム開催

国際学術雑誌の発刊

Suicide Policy Research Vol.1 
自殺総合対策研究室

男性

男女合計

女性

自殺率（人口十万人対）

Ｈ１８自殺予防総合対策センター

Ｈ２８自殺総合対策推進センター
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評価項目No.1-5 医療政策の推進等に関する事項
自殺総合対策推進センターの取組
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評価項目No.1-5 医療政策の推進等に関する事項

自治体、医療、福祉連携による退院後支援の必
要性と具体的方法に関する検討

政策研究（地域精神医療）のこれまでの取り組み

措置入院制度運用の地域間格差

全国精神保健福祉相談員会、全国自治体病院協
議会、日本精神科病院協会、日本精神神経科診
療所協会、全国精神保健福祉センター長会、全国
保健所長会、日本精神保健福祉士協会、日本精
神科看護協会等の協力によりガイドライン作成

警察官通報数、措置診察
率等の大きな地域間格差

 措置入院制度運用の実態に関する全国調査
 措置入院診断書、症状消退届の記載に関する全国調査
 自治体職員へのインタビュー調査
 制度運用に関する好事例調査
 自治体職員、警察庁、各県警との措置入院制度運用に

関する意見交換会の開催

地域間格差に関連する要因分析

精神障害者の高い再入院率（退院後1年以内の再入院率は約40%）

 退院後支援に関する国際比較
 自治体、医療、福祉連携に関する好事例分析（ケースマネジメント対象者分析、サービス提供量分析）
 自治体の好事例分析
 退院後支援ニーズアセスメントの開発（Camberwell Assessment of Needの原著者との協働による）

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知として発出（障発０３２７第１５号、障発０３２７第１６号）
平成30年度診療報酬改定に反映
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評価項目No.1-5 医療政策の推進等に関する事項

【一次予防】 乱用の予防

１．実態把握（危険ドラッグの使用実態について調査）
 飲酒・喫煙・薬物使用に関する全国住民調査（15～64歳の全国民のうち無作為抽出した5,000人を対象。平成７年より隔年実施しているわが国唯

一の全国調査）において、平成25年度に「危険ドラッグ」の使用実態を初めて調査した。危険ドラッグの生涯経験率は0.4%(推定約40万人)と分かっ
た。研究報告書を厚生労働省に提出し、危険ドラッグの有害性の知識の周知率は低く、乱用に対する啓発活動が急務であることを報告した。

２．基礎研究（包括指定のための科学的データの提供と提言）
 規制薬物と類似の化学構造を有し、乱用される危険性が高い薬物について薬物依存性を評価し、危険ドラッグに含まれる化合物に関して規制根

拠のデータを提供し、規制薬物の提言を行った。センターからのデータ提供で平成24年度から平成27年度までの４年間の累計で依存性薬物2,094
種類が包括指定され、21種類が麻薬指定された。

※ 包括指定・・基本構造を決めて、類似の化学構造を有する薬物を、乱用される危険性の高い薬物として包括的

に規制する仕組み。ＮＣＮＰが薬物の依存性を評価してデータを提供することで、平成24年度より初めて導入された。

【二次予防、三次予防】 早期発見・治療、社会復帰

３．刑の一部執行猶予制度（犯罪から治療、支援対象者へ）
 法務省保護局薬物処遇研究会の構成員として、刑の一部執行猶予制度及びそれ以

降の地域支援のあり方について議論を重ねる

 参議院法務委員会「刑の一部執行猶予法案」審議参考人として召喚され、専門家として意見を陳述

⇒ 刑の一部執行猶予制度（公布は平成25年6月、施行は平成28年6月）、薬物依存症地域支援ガイドライン（法務省・厚労省、平成27年11月）

４．臨床研究（薬物依存における認知行動療法の開発と均てん化）
 薬物依存外来で、センターが開発した認知行動療法を提供した。(平成22～27年度累計3,153件)

 認知行動療法的なワークブックを用いた薬物依存症に対する集団療法の開発、均てん化を目指す研修を実施し、必要に応じ出張助言、指導。

 開発した治療プログラムについて転帰調査を行って効果検証し、良好な治療転帰を確認・報告した。これにより、平成28年度診療報酬改定におい
て診療報酬加算「依存症集団療法」が新設された。

 同プログラムは精神科医療施設38か所、精神保健センター35か所にて実施（平成30年6月現在）

実態把握の中で浮かび上がった問題に対して、一次予防に取り組むとともに、臨床研究・基礎研究を通して治療法
を開発することで二次予防、三次予防への道を開き、治療法の均てん化に取り組むことによって、薬物依存症を司法
的問題から医療対象へと転換。

薬物依存関係の取り組みについて

6か月

実刑部分の刑 猶予部分

保護観察付きの執行猶予期間

2年

2年

※40万人に対して専門医療機関10施設、
専門医20名足らず
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評価項目Ｎｏ．２－１ 業務運営の効率化に関する事項

自己評価 Ｂ （過去の主務大臣評価 H27年度：Ｂ H28年度：Ｂ）

Ⅰ 中長期目標の内容
① センターの担う役割に留意しつつ、適切な給与体系となるよう見直し、公表する。

② 事務用消耗品をはじめ、医療機器など実施可能なものについて共同調達等を進め、コスト削減を図る。

③ 後発医薬品の使用をより促進し、中長期目標期間の最終年度までに数量シェアで65％以上とする。

④ 一般管理費（人件費、公租公課を除く。）については、平成26年度に比し、中長期目標期間の最終年度において、15％以
上の削減を図る。

⑤ 医業未収金の発生防止の取組や査定減対策など、適正な診療報酬請求業務を推進し、引き続き収入の確保を図る。

⑥ 中長期目標期間中の累計した損益計算において、経常収支が100％以上となるよう経営改善に取り組む。

Ⅱ 目標と実績との比較

以下のとおり、所期の目標を達成している。（Ｂ）

① 平成29年人事院勧告による給与改定については、平成29年度中は据置くこととし、平成30年4月から基本給及び地域手当（平成27年勧
告）を引き上げるとともに、職員の不公平感等の是正のため特殊業務手当の廃止（暫定措置あり）及び夜間看護等手当の増額等の見直
しを実施した。 ＜実績評価書119頁＞

② 医薬品、検査試薬及び事務用消耗品について、NC、国立病院機構及び労働者健康福祉機構と共同調達を実施しコスト削減に努めた。
＜実績評価書119～120頁＞

③ 後発医薬品については、数量シェアで82.5％に達した。＜実績評価書118頁＞

④ 一般管理費（人件費、公租公課を除く。）については、平成26年度比して27％以上削減＜実績評価書118頁＞

⑤ 定時請求書送付時に、現在入院中患者の未収状況について、関係部署にリストを送付。未収情報の共有並びに新規医業未収金の発生
防止・早期回収に努めている。＜実績評価書120頁～121頁＞

⑥ 平成29年度の損益計算書における経常収支は、99.0％＜実績評価書118頁＞

【定量的指標】 平成29年度 目標値：経常収支率 100.1％ 実績値：99.0％ （達成度98.9％）

【定量的指標】 平成29年度 目標値：後発医薬品使用率 80.0％ 実績値：後発医薬品使用率82.5％ （達成度103.1％）

【定量的指標】 平成29年度 目標値：対26年度15%以上削減 実績値：対26年度27.7%削減
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自己評価 Ｂ （過去の主務大臣評価 H27年度：Ｂ H28年度：Ｂ）

Ⅰ 中長期目標の内容

① 国立研究開発法人日本医療研究開発機構等からの競争的資金や企業治験等の外部資金の獲得を進める。

② 繰越欠損金解消計画を策定し、中長期目標中に、繰越欠損金を平成26年度に比して3.5％削減するよう努める。

Ⅱ 目標と実績との比較

以下のとおり、所期の目標を達成している。（Ｂ）

① 国立研究開発法人日本医療研究開発機構等からの競争的資金や

企業治験等の外部資金の獲得状況。 ＜実績評価書125頁＞

・平成29年度に獲得した外部資金：3,600,015千円
（対前年度比：122.9％（＋670,288千円増））

② 繰越欠損金解消計画（平成28年3月策定）では、平成29年度末の繰越欠損金を2,299百万円とするところ、平成29年度末実績では
2,740百万円となり、同計画に比して441百万円の増加となった。＜実績評価書127頁＞

評価項目Ｎｏ．３－１ 財務内容の改善に関する事項

【定量的指標】 平成29年度 目標値：繰越欠損金 2,299百万円 実績値：2,740百万円 （達成度83.9％）

※ 平成29年度においては、患者サービス向上のための病棟構成見直し工事による影響から入院患者数が計画未達成となり、経常収支の改
善には至らなかったが、当該年度中に当該改修が完了（平成30年2月）し、それ以降は患者数も増加しており、翌年度以降改善することを見
込んでいる。
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自己評価 Ｂ （過去の主務大臣評価 H27年度：Ｂ H28年度：Ｂ）

Ⅰ 中長期目標の内容

① 法令遵守等内部統制の適切な構築

② センターの機能の維持、向上の他、費用対効果及び財務状況を総合的に勘案して計画的な整備に努める。

③ 人事の最適化
・ 独立行政法人医薬品医療機器総合機構や諸外国を含めた他の施設との人事交流を推進する。
・ ＮＣ間及び独立行政法人国立病院機構の間における看護師等の人事交流を進める。

Ⅱ 目標と実績との比較

以下のとおり、所期の目標を達成している。（Ｂ）

① 法令遵守等内部統制の適切な構築 ＜実績評価書130頁～132頁＞

・ 法令遵守等の確実な確保のため監事監査及び内部監査並びに監事による施設長面談を実施。
・ 契約の適正化のため、調達等合理化計画（契約審査委員会の十分な審査、競争性確保のため入札参加者の確保など）を策定し、

HPにも公表した。

② 施設の整備 ＜実績評価書133頁＞
・ 患者サービス向上等のため増床及び病棟構成見直し工事を実施
・ 神経疾患等におけるリハビリの有効性を踏まえたリハビリ棟の拡張工事を実施
・ 機能の維持・向上及び経営効果等を踏まえ投資計画に基づき医療機器等を整備

③ 人事の最適化＜実績評価書133頁～134頁＞
・ 医薬品医療機器総合機構や日本医療研究開発機構との定期的な人材交流を実施
・ メディカルスタッフ、看護師、事務職等について、引き続き、NC、国、国立病院機構、他の機関等と人事交流を行った。
・ 看護師等について、国立病院機構、看護大学校との人事交流を継続している。

評価項目Ｎｏ．４－１ その他業務運営に関する事項
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経営改善等への取組①

○ 独立行政法人に移行したことにより、より柔軟な運営として、特に職員数などが裁量的に運用できるようになったことは、当センターを取
り巻く環境の変化への迅速な対応が可能となり、専門医療等に見合った人員配置によるより高い報酬等を得ることが可能となった。

○ 例えば、平成２９年度には、入院から外来、そしてアウトリーチへと移行が進む精神医療と全国から入院を待つ患者により待機患者が多
い神経難病等の状況を踏まえた病棟構成の見直しなどを行っている。

○ このような取組みにより患者数、患者一日一人当診療額、さらに論文数等の実績が高まり、その結果として事業収入も大きく高まり、独
法化による成果を十分に上げている。

病棟構成の見直し
病床区分 病棟名 病床数 病床数
一般病床 ２南 56床 48床

３北 50床 46床
４南（新） 41床
その他 100床 100床
一般計 206床 235床

精神病床 ４北 35床 41床
４南（旧） 35床
５北 35床 41床
５南 35床 41床
精神計 140床 123床

128床 128床
474床 486床

その他の病床
合　　計
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現員推移

		職員の現員数推移 ショクインゲンインスウスイイ

																（各年度4月1日現在）

						H22'		H23'		H24'		H25'		H26'		H27'		H28'		H29'

		役員等 ヤクイントウ		常勤 ジョウキン		5		5		5		4		4		4		5		5

				非常勤 ヒジョウキン		4		4		4		4		5		5		4		4

		事務職 ジムショク		常勤 ジョウキン		38		42		35		35		33		34		34		37

				非常勤 ヒジョウキン		19		45		56		66		130		146		149		156

		研究職 ケンキュウショク		常勤 ジョウキン		88		95		99		94		94		90		93		95

				非常勤 ヒジョウキン		154		229		265		296		287		269		264		257

		医療職（一） イリョウショクイチ		常勤 ジョウキン		60		64		65		63		68		68		65		65

				非常勤 ヒジョウキン		55		59		59		66		74		69		71		62

		医療職（二） イリョウショクニ		常勤 ジョウキン		63		74		89		96		103		105		110		118

				非常勤 ヒジョウキン		25		34		43		45		56		53		58		55

		医療職（三） イリョウショクサン		常勤 ジョウキン		343		346		370		384		400		403		399		383

				非常勤 ヒジョウキン		17		18		21		18		19		18		15		8

		福祉職 フクシショク		常勤 ジョウキン		17		17		18		18		20		22		24		20

				非常勤 ヒジョウキン		6		7		11		13		9		12		10		11

		療養介護職 リョウヨウカイゴショク		常勤 ジョウキン		0		6		22		23		21		21		20		21

		技能職 ギノウショク		常勤 ジョウキン		25		24		15		9		8		9		7		7

				非常勤 ヒジョウキン		20		22		20		41		39		40		31		23

		合計 ゴウケイ		常勤 ジョウキン		639		673		718		726		751		756		757		751

				非常勤 ヒジョウキン		300		418		479		549		619		612		602		576

		休職者も含む。 キュウショクシャフク





常勤（グラフ）
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Sheet1 (常勤)

		職員の現員数推移（グラフ作成用） ショクインゲンインスウスイイサクセイヨウ

														（各年度4月1日現在）

				H22'		H23'		H24'		H25'		H26'		H27'		H28'		H29'		H30'

		事務職 ジムショク		38		42		35		35		33		34		34		37		37

		研究職 ケンキュウショク		88		95		99		94		94		90		93		98		94

		医療職（一） イリョウショクイチ		60		64		65		63		68		68		65		66		64

		医療職（二） イリョウショクニ		63		74		89		96		103		105		110		118		132

		医療職（三） イリョウショクサン		343		346		370		384		400		403		399		384		407

		福祉職 フクシショク		17		17		18		18		20		22		24		20		23

		療養介護職 リョウヨウカイゴショク		0		6		22		23		21		21		20		21		19

		技能職 ギノウショク		25		24		15		9		8		9		7		7		7

		合計 ゴウケイ		634		668		713		722		747		752		752		751		783

		休職者も含む。 キュウショクシャフク

				H22'		H23'		H24'		H25'		H26'		H27'		H28'		H29'		H30'

		常勤職員数の推移 ジョウキンショクインスウスイイ		634		668		713		722		747		752		752		751		783





Sheet1 (常勤)
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非常勤（グラフ）
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（H29）収支状況（理事会提出版）

		

																												（単位：百万円） タンイヒャクマンエン

		項　目 コウメ		H22'		H23'		H24'		H25'		H26'		H27'		H28’		H29’（計画） ケイカク		H29’見込み ミコ		対前年度 タイゼンネンド		対計画 タイケイカク		対22' タイ		H30’（計画） ケイカク

		経常収益 ケイジョウシュウエキ		11,705		12,436		14,060		14,027		15,407		15,208		15,379		16,195		15,667		288		▲ 528		3,962		16,567

		　業務収益 ギョウムシュウエキ		7,143		7,819		8,620		9,075		10,321		10,630		10,999		11,711		11,221		222		▲ 490		4,078		12,207

		　医業収益 イギョウシュウエキ		6,012		6,732		7,397		7,589		7,909		8,133		8,299		8,929		8,408		109		▲ 521		2,396		9,131

		　研究収益 ケンキュウシュウエキ		1,114		1,062		1,188		1,443		2,374		2,465		2,663		2,741		2,772		109		31		1,658		3,030

		　その他収益 ホカシュウエキ		17		25		35		43		38		32		37		41		41		4		0		24		46

		　その他経常収益 ホカケイジョウシュウエキ		4,562		4,617		5,439		4,954		5,086		4,578		4,380		4,483		4,447		67		▲ 36		▲ 115		4,360

		　 　運営費交付金収益 ウンエイヒコウフキンシュウエキ		4,303		4,184		4,619		4,326		4,246		3,832		3,760		3,879		3,851		91		▲ 28		▲ 452		3,803

		　 　補助金等収益 ホジョキントウシュウエキ		74		41		95		23		50		15		63		161		163		100		2		89		174

		　 　寄附金収益 キフキンシュウエキ		46		23		64		38		44		27		35		36		33		▲ 2		▲ 3		▲ 13		36

		　その他収益 ホカシュウエキ		139		369		661		567		746		704		522		407		399		▲ 123		▲ 8		260		347

		　　資産見返負債戻入 シサンミカエフサイモドイ		14		179		442		501		532		590		459		322		336		▲ 123		14		322		286

		　　その他 タ		125		190		219		66		214		114		63		85		63		0		▲ 22		▲ 62		61

		経常費用 ケイジョウヒヨウ		11,731		13,201		14,355		14,249		15,855		15,581		15,452		16,175		15,975		523		▲ 200		4,244		16,466

		業務費用 ギョウムヒヨウ		11,686		13,157		14,306		14,205		15,799		15,539		15,388		16,138		15,923		535		▲ 215		4,237		15,923

		医業費用 イギョウヒヨウ		6,569		7,070		7,377		7,445		7,997		8,051		7,932		8,300		8,241		309		▲ 59		1,672		8,563

		　　　給与費 キュウヨヒ		3,589		3,720		3,872		3,986		4,288		4,422		4,482		4,573		4,570		88		▲ 3		981		4,677

		　　　材料費 ザイリョウヒ		1,043		1,147		1,289		1,240		1,354		1,450		1,411		1,503		1,453		42		▲ 50		410		1,585

		　　　委託費 イタクヒ		612		533		527		491		527		536		594		611		594		0		▲ 17		▲ 18		602

		　　　設備関係費 セツビカンケイヒ		947		1,245		1,275		1,319		1,373		1,261		1,110		1,247		1,227		117		▲ 20		280		1,320

		　　　（うち減価償却費） ゲンカショウキャクヒ		969		952		936		888		868		768		621		725		701		80		▲ 24		▲ 268		795

		　　　経費 ケイヒ		378		425		414		409		455		382		335		366		391		56		25		13		379

		医業外費用 イギョウガイヒヨウ		5,117		6,087		6,929		6,760		7,802		7,488		7,456		7,838		7,682		226		▲ 156		2,565		7,870

		　　　給与費 キュウヨヒ		2,771		3,197		3,453		3,562		3,949		3,726		3,722		3,983		3,957		235		▲ 26		1,186		3,507

		　　　材料費 ザイリョウヒ		297		363		345		336		654		641		552		460		545		▲ 7		85		248		380

		　　　経費 ケイヒ		2,015		2,303		2,636		2,323		2,608		2,477		2,627		2,977		2,748		121		▲ 229		733		3,605

		　　　減価償却費 ゲンカショウキャクヒ		33		223		494		539		590		644		555		417		431		▲ 124		14		398		378

		　その他経常費用 タケイジョウヒヨウ		45		44		49		43		56		42		64		31		53		▲ 11		22		8		33

		経常収支 ケイジョウシュウシ		▲ 26		▲ 765		▲ 294		▲ 222		▲ 448		▲ 373		▲ 73		20		▲ 308		▲ 235		▲ 328		▲ 282		100

		医業収支 イギョウシュウシ		▲ 557		▲ 338		20		143		▲ 88		82		367		629		167		▲ 200		▲ 462		724		568

		経常収支率 ケイジョウシュウシリツ		99.8%		94.2%		97.9%		98.4%		97.2%		97.6%		99.5%		100.1%		98.1%		▲1.5%		▲2.1%		▲1.7%		100.6%

		医業収支率 イギョウシュウシリツ		91.5%		95.2%		100.3%		101.9%		98.9%		101.0%		104.6%		107.6%		102.0%		▲2.6%		▲5.6%		10.5%		106.6%

		人件費（経常） ジンケンヒケイジョウ		6,360		6,917		7,325		7,548		8,237		8,148		8,204		8,556		8,527		323		▲29		2,167		8,184

		人件費率 ジンケンヒリツ		54.3%		55.6%		52.1%		53.8%		53.5%		53.6%		53.3%		52.8%		54.4%		1.1%		1.6%		0.1%		49.4%

		人件費（医業） ジンケンヒイギョウ		3,589		3,720		3,872		3,986		4,288		4,422		4,482		4,573		4,570		88		▲3		981		4,677

		人件費率 ジンケンヒリツ		59.7%		55.3%		52.3%		52.5%		54.2%		54.4%		54.0%		51.2%		54.4%		0.3%		3.1%		▲5.3%		51.2%

		人件費+委託（医業） ジンケンヒイタクイギョウ		4,201		4,253		4,399		4,477		4,815		4,958		5,076		5,184		5,164		88		-20		963		5,279

		人件費+委託費率 ジンケンヒイタクヒリツ		69.9%		63.2%		59.5%		59.0%		60.9%		61.0%		61.2%		58.1%		61.4%		0.3%		3.4%		▲8.5%		57.8%

		材料費（医業） ザイリョウヒイギョウ		1,043		1,147		1,289		1,240		1,354		1,450		1,411		1,503		1,453		42		▲50		410		1,585

		材料費率 ザイリョウヒリツ		17.3%		17.0%		17.4%		16.3%		17.1%		17.8%		17.0%		16.8%		17.3%		0.3%		0.4%		▲0.1%		17.4%

		減価償却費（経常） ゲンカショウキャクヒケイジョウ		1,002		1,175		1,430		1,427		1,458		1,412		1,176		1,142		1,132		▲44		▲10		130		1,173

		減価償却費率 ゲンカショウキャクヒリツ		8.6%		9.4%		10.2%		10.2%		9.5%		9.3%		7.6%		7.1%		7.2%		▲0.4%		0.2%		▲1.3%		7.1%





Sheet1 (非常勤)

		職員の現員数推移（グラフ作成用） ショクインゲンインスウスイイサクセイヨウ

														（各年度4月1日現在）

				H22'		H23'		H24'		H25'		H26'		H27'		H28'		H29'

		役員等 ヤクイントウ		4		4		4		4		5		5		4		4

		事務職 ジムショク		19		45		56		66		130		146		149		156

		研究職 ケンキュウショク		154		229		265		296		287		269		264		257

		医療職（一） イリョウショクイチ		55		59		59		66		74		69		71		62

		医療職（二） イリョウショクニ		25		34		43		45		56		53		58		55

		医療職（三） イリョウショクサン		17		18		21		18		19		18		15		8

		福祉職 フクシショク		6		7		11		13		9		12		10		11

		技能職 ギノウショク		20		22		20		41		39		40		31		23

		合計 ゴウケイ		300		418		479		549		619		612		602		576

		休職者も含む。 キュウショクシャフク





定数表300401

		

				常勤職員の定数について（平成30年4月1日改正） ジョウキンショクインテイスウヘイセイネンツキヒセイ

																														（単位:人） タンイヒト

						役員 ヤクイン		基本給表・基本年俸表 キホンキュウヒョウキホンネンポウヒョウ																						合計 ゴウケイ

		区分 クブン		役職内訳 ヤクショクウチワケ				院長等 インチョウトウ		副所長 フクショチョウ		研究職 ケンキュウショク		副院長 フクインチョウ		医療職 イリョウショク		医療職 イリョウショク		医療職 イリョウショク		事務職 ジムショク		技能職 ギノウショク		福祉職 フクシショク		療養 リョウヨウ

								年俸表 ネンポウヒョウ		年俸表 ネンポウヒョウ				年俸表 ネンポウヒョウ		（一） イチ		（二） ニ		（三） サン								介助職 スケショク

				役員等 ヤクイントウ		3		1		1		0		1		0		0		0		2		0		0		0		8

				神経研究所 シンケイケンキュウジョ		0		0		46		0		0		0		0		0		0		0		0		0		46

				精神保健研究所 セイシンホケンケンキュウジョ		0		1		40		3		0		0		0		0		0		0		0		0		44

				ＴＭＣ		0		0		5		0		3		0		1		1		1		0		0		0		11

				ＭＧＣ		0		0		2		1		0		0		0		0		0		0		0		0		3

				ＩＢＩＣ		0		0		4		0		1		0		0		0		0		0		0		0		5

				ＣＢＴ		0		0		3		0		1		0		0		0		0		0		0		0		4

				病院 ビョウイン		0		0		1		2		44		24		133		343		1		8		24		29		609

				総務部 ソウムブ		0		0		0		0		0		0		0		0		10		0		0		0		10

				企画経営部 キカクケイエイブ		0		0		0		0		0		0		0		0		9		0		0		0		9

				財務経理部 ザイムケイリブ		0		0		0		0		0		0		0		0		15		0		0		0		15

				ＮＣＮＰ計		3		2		102		6		50		24		134		344		38		8		24		29		764



&C&P



（H28）収支状況

		

		【年度収支】																（単位：百万円） タンイヒャクマンエン

		項　目 コウメ		H22'		H23'		H24'		H25'		H26'		H27'		H28’（計画） ケイカク		H28’		対前年度 タイゼンネンド		対計画 タイケイカク

		経常収益 ケイジョウシュウエキ		11,705		12,436		14,061		14,027		15,407		15,208		14,307		15,379		171		1,072

		医業収益 イギョウシュウエキ		6,012		6,732		7,397		7,589		7,909		8,133		8,174		8,299		166		125

		研究収益 ケンキュウシュウエキ		1,114		1,062		1,188		1,443		2,374		2,465		1,689		2,663		198		974

		　 運営費交付金収益 ウンエイヒコウフキンシュウエキ		4,303		4,184		4,619		4,326		4,246		3,832		3,875		3,760		▲ 72		▲ 115

		資産見返負債戻入 シサンミカエフサイモドイ		14		179		442		501		532								0		0

		その他 タ		290		637		1,299		1,170		1,410		778		569		657		▲ 121		88

		経常費用 ケイジョウヒヨウ		11,731		13,201		14,355		14,249		15,855		15,581		14,572		15,452		▲ 129		880

		医業費用 イギョウヒヨウ		6,569		7,070		7,377		7,445		7,997		8,051		7,838		7,932		▲ 119		94

		　　　給与費 キュウヨヒ		3,589		3,720		3,872		3,986		4,288		4,422		4,426		4,482		60		56

		　　　材料費 ザイリョウヒ		1,043		1,147		1,289		1,240		1,354		1,450		1,271		1,411		▲ 39		140

		　　　減価償却費 ゲンカショウキャクヒ		703		952		936		888		867		768		615		621		▲ 147		6

		　　　その他経費 タケイヒ		1,234		1,252		1,280		1,332		1,488		1,411		1,526		1,418		7		▲ 108

		医業外費用 イギョウガイヒヨウ		5,117		6,087		6,929		6,760		7,802		7,488		6,699		7,456		▲ 32		757

		　　　給与費 キュウヨヒ		2,771		3,197		3,453		3,562		3,949		3,726		3,735		3,722		▲ 4		▲ 13

		　　　材料費 ザイリョウヒ		297		363		345		336		654		641		454		552		▲ 89		98

		　　　減価償却費 ゲンカショウキャクヒ		33		223		494		539		590		644		546		555		▲ 89		9

		　　　その他経費 タケイヒ		2,015		2,303		2,636		2,323		2,608		2,477		1,964		2,627		150		663

		経常収支 ケイジョウシュウシ		▲ 26		▲ 765		▲ 294		▲ 222		▲ 448		▲ 373		▲ 265		▲ 73		300		192

		医業収支 イギョウシュウシ		▲ 557		▲ 338		20		143		▲ 88		82		336		367		285		31

		経常収支率 ケイジョウシュウシリツ		99.8%		94.2%		97.9%		98.4%		97.2%		97.6%		98.2%		99.5%		133%		122%

		医業収支率 イギョウシュウシリツ		91.5%		95.2%		100.3%		101.9%		98.9%		101.0%		104.3%		104.6%		-139%		133%





（H28）収支状況

		



経常収支
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				H22'		H23'		H24'		H25'		H26'		H27'		H28’

				7,143		7,819		8,620		9,075		10,321		10,630		10,999

		医業 イギョウ		6,012		6,732		7,397		7,589		7,909		8,133		8,299

		研究等 ケンキュウトウ		1,131		1,087		1,223		1,486		2,412		2,497		2,700

		研究 ケンキュウ		1,114		1,062		1,188		1,443		2,374		2,465		2,663

		その他 ホカ		17		25		35		43		38		32		37
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研究等

事業収益の推移




目標対比

				目標 モクヒョウ				実績 ジッセキ

				○中長期期間で チュウチョウキ キカン				-

				   経常収支（累計）100％ ルイケイ

				○平成28年度 ヘイセイ ネンド

				　 経常収支98.2％				経常収支99.5％ ケイジョウ シュウシ

				○難易度 ナンイド				A

				　過去3億程度の赤字が続いている経営状況を踏まえ難易度が高 カコ オク テイド アカジ ツヅ ケイエイ ジョウキョウ フ ナンイド タカ





				○一般管理費 イッパン カンリヒ

				　中長期期間最終年度で チュウチョウキ キカン サイシュウ ネンド				27.2％削減 サクゲン

				　15％以上削減

				○後発医薬品 コウハツ イヤクヒン

				　使用量70％以上 シヨウリョウ イジョウ				使用量79％ シヨウリョウ

										(単位：千円) タンイ センエン

				目標 モクヒョウ				実績 ジッセキ

				○外部資金獲得の推進 ガイブ シキン カクトク スイシン				寄付金 キン		14,525

								受託研究(企業等)		71,391

								治験(企業等)		253,216

								共同研究(企業等)  		88,909

								製剤製造受託		45,878

								競争的研究資金 キョウソウテキ ケンキュウ シキン		2,455,810

								合計		2,929,729







（H28）収支状況

		【年度収支】																（単位：百万円） タンイ ヒャクマンエン

		項　目 コウ メ		H22'		H23'		H24'		H25'		H26'		H27'		H28’（計画） ケイカク		H28’		対前年度 タイ ゼンネンド		対計画 タイ ケイカク

		経常収益 ケイジョウ シュウエキ		11,705		12,436		14,061		14,027		15,407		15,208		14,307		15,379		171		1,072

		   医業収益 イギョウ シュウエキ		6,012		6,732		7,397		7,589		7,909		8,133		8,174		8,299		166		125

		   研究収益 ケンキュウ シュウエキ		1,114		1,062		1,188		1,443		2,374		2,465		1,689		2,663		198		974

		　 運営費交付金収益 ウンエイヒ コウフキン シュウエキ		4,303		4,184		4,619		4,326		4,246		3,832		3,875		3,760		▲ 72		▲ 115

		   資産見返負債戻入 シサン ミカエ フサイ モド イ		14		179		442		501		532								0		0

		   その他 タ		290		637		1,299		1,170		1,410		778		569		657		▲ 121		88

		経常費用 ケイジョウ ヒヨウ		11,731		13,201		14,355		14,249		15,855		15,581		14,572		15,452		▲ 129		880

		   医業費用 イギョウ ヒヨウ		6,569		7,070		7,377		7,445		7,997		8,051		7,838		7,932		▲ 119		94

		　　　給与費 キュウヨ ヒ		3,589		3,720		3,872		3,986		4,288		4,422		4,426		4,482		60		56

		　　　材料費 ザイリョウヒ		1,043		1,147		1,289		1,240		1,354		1,450		1,271		1,411		▲ 39		140

		　　　減価償却費 ゲンカ ショウキャク ヒ		703		952		936		888		867		768		615		621		▲ 147		6

		　　　その他経費 タ ケイヒ		1,234		1,252		1,280		1,332		1,488		1,411		1,526		1,418		7		▲ 108

		   医業外費用 イギョウ ガイ ヒヨウ		5,117		6,087		6,929		6,760		7,802		7,488		6,699		7,456		▲ 32		757

		　　　給与費 キュウヨ ヒ		2,771		3,197		3,453		3,562		3,949		3,726		3,735		3,722		▲ 4		▲ 13

		　　　材料費 ザイリョウヒ		297		363		345		336		654		641		454		552		▲ 89		98

		　　　減価償却費 ゲンカ ショウキャク ヒ		33		223		494		539		590		644		546		555		▲ 89		9

		　　　その他経費 タ ケイヒ		2,015		2,303		2,636		2,323		2,608		2,477		1,964		2,627		150		663

		経常収支 ケイジョウ シュウシ		▲ 26		▲ 765		▲ 294		▲ 222		▲ 448		▲ 373		▲ 265		▲ 73		300		192

		   医業収支 イギョウ シュウシ		▲ 557		▲ 338		20		143		▲ 88		82		336		367		285		31

		経常収支率 ケイジョウ シュウシ リツ		99.8%		94.2%		97.9%		98.4%		97.2%		97.6%		98.2%		99.5%		133%		122%

		   医業収支率 イギョウ シュウシ リツ		91.5%		95.2%		100.3%		101.9%		98.9%		101.0%		104.3%		104.6%		-139%		133%





経常収支
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（H28）病院管理指標 

		【病院管理指標の推移】

		項　目 コウ メ				H22'		H23'		H24'		H25'		H26'		H27'		H28'		H29'

		1日平均入院患者数（全体） イチニチ ヘイキン ニュウイン カンジャスウ ゼンタイ				369.3人 ニン		397.5人 ニン		404.7人 ニン		399.3人 ニン		410.3人 ニン		415.4人 ニン		419.0人		409.7人

				　一般		97.7人 ニン		108.3人 ニン		120.8人 ニン		121.8人 ニン		127.1人 ニン		135.7人 ニン		139.9		146.3		総数 ソウスウ		29.2

				　精神（医療観察法を除く） セイシン イリョウ カンサツ ホウ ノゾ		113.1人 ニン		125.2人 ニン		125.4人 ニン		122.4人 ニン		128.5人 ニン		129.0人 ニン		128.4		113.2		内科 ナイカ		27.4

				　筋ジス スジ		38.3人 ニン		33.0人 ニン		30.7人 ニン		28.1人 ニン		24.2人 ニン		24.9人 ニン		24.5		24.9		循環器内科 ジュンカン キ ナイカ		47.8

				　重心 ジュウシン		59.5人 ニン		66.9人 ニン		66.2人 ニン		67.2人 ニン		67.4人 ニン		67.3人 ニン		66.4		65.9		消化器内科 ショウカキ ナイカ ショウナイ		33.8

				　精神（医療観察法） セイシン イリョウ カンサツ ホウ		60.7人 ニン		64.1人 ニン		61.6人 ニン		59.8人 ニン		63.1人 ニン		58.5人 ニン		59.7		59.5		神経内科 シンケイ ナイカ		35.9

		患者1人1日当たり入院単価（全体） カンジャ ニン ニチ ア ニュウイン タンカ				37,471円 エン		38,490円 エン		41,256円 エン		43,750円 エン		44,396円 エン		44,779円 エン		45,617円 エン		47,499円 エン		小児科 ショウニカ		35.9

				　一般		47,136円 エン		51,298円 エン		54,481円 エン		56,677円 エン		59,241円 エン		59,875円 エン		60,981円 エン		64,207円 エン		精神科 セイシン カ		18.8

				　精神（医療観察法を除く） セイシン イリョウ カンサツ ホウ ノゾ		21,400円 エン		22,580円 エン		25,011円 エン		29,752円 エン		28,973円 エン		28,728円 エン		29,432円 エン		28,924円 エン		外科 ゲカ		35.1

				　筋ジス スジ		36,706円 エン		34,066円 エン		39,336円 エン		39,914円 エン		39,767円 エン		38,828円 エン		38,912円 エン		38,780円 エン		消化器外科 ショウカキ ゲカ		50.7

				　重心 ジュウシン		34,829円 エン		34,608円 エン		36,967円 エン		37,681円 エン		37,485円 エン		38,640円 エン		38,895円 エン		39,159円 エン		小児外科 ショウニ ゲカ		-

				　精神（医療観察法） セイシン イリョウ カンサツ ホウ		55,016円 エン		54,271円 エン		53,992円 エン		54,688円 エン		55,086円 エン		54,806円 エン		54,643円 エン		54,630円 エン		脳神経外科 ノウシンケイ ゲカ		36.6

		※H29については、H30.2月まで ガツ																				産婦人科 サンフジンカ		49.4

		【病院管理指標】

		項　目 コウ メ				H22'		H23'		H24'		H25'		H26'		H27'		H28'		H29'		29'-22'		対22'率 タイ リツ

		1日平均入院患者数 イチニチ ヘイキン ニュウイン カンジャスウ				369.3人 ニン		397.5人 ニン		404.7人 ニン		399.3人 ニン		410.3人 ニン		415.4人 ニン		419.0人 ヒト		411.7人 ニン		40.4人 ニン		111%

		患者1人1日当たり入院単価 カンジャ ニン ニチ ア ニュウイン タンカ				37,471円 エン		38,490円 エン		41,256円 エン		43,750円 エン		44,396円 エン		44,779円 エン		45,617円 エン		47,499円 エン		10,028円 エン		127%

		病床利用率 ビョウショウ リヨウリツ				80.9%		85.3%		86.8%		85.7%		88.0%		88.8%		89.5%		89.0%		8.0%		110%

		紹介率 ショウカイ リツ				69.6%		75.8%		79.1%		79.4%		77.7%		79.4%		82.7%		77.7%		8.1%		112%

		逆紹介率 ギャク ショウカイ リツ				49.6%		58.3%		52.6%		51.2%		52.1%		64.4%		64.6%		63.9%		14.3%		129%

		※H29については、「患者1人1日当たり入院単価」・「紹介率」・「逆紹介率」はH30.2月までのデータによる。 カンジャ ニン ニチ ア ニュウイン タンカ ショウカイ リツ ギャク ショウカイ リツ ガツ

																				462.8%

		【医業収支の推移】																						（単位：百万円）

		項　目 コウ メ				H22'		H23'		H24'		H25'		H26'		H27'		H28'		H29'(見込み) ミコ		29'-22'		対22'率 タイ リツ

		医業収益 イギョウ シュウエキ				6,012		6,732		7,397		7,589		7,909		8,133		8,299		8,408		2,396		140%

		医業費用 イギョウ ヒヨウ				6,569		7,070		7,377		7,445		7,997		8,050		7,932		8,241		1,672		125%

		医業収支 イギョウ シュウシ				▲ 557		▲ 338		20		143		▲ 88		82		367		167		724		230%

		医業収支率 イギョウ シュウシリツ				91.5%		95.2%		100.3%		101.9%		98.9%		101.0%		104.6%		102.0%		10.5%		111%













患者１人１日当たり入院診療収入





総数	内科	循環器内科	消化器内科	神経内科	小児科	精神科	外科	消化器外科	小児外科	脳神経外科	産婦人科	29.2	27.4	47.8	33.799999999999997	35.9	35.9	18.8	35.1	50.7	0	36.6	49.4	







（H28）外部資金

				【獲得した外部資金推移】																						（単位：千円）

				項　目 コウ メ		H22'		H23'		H24'		H25'		H26'		H27'		H28'		H29'		対前年度 タイ ゼンネンド		29'-22'		対22'率 タイ リツ						運営費交付金 ウンエイヒコウフキン		外部資金 ガイブ シキン

				寄付金 キン		5,188		26,000		20,400		22,546		12,998		14,490		14,525		20,644		100%		15,456		398%				平成27年度		3,874		2,821

				受託研究(企業等)		48,689		40,450		42,695		74,322		68,703		48,791		71,391		122,434		146%		73,745		251%				平成28年度		3,875		2,930

				治験(企業等)		252,586		161,184		187,522		220,671		268,226		228,495		253,216		210,345		111%		▲ 42,241		83%				対前年度 タイ ゼンネンド		100%		104%

				共同研究(企業等)  		11,410		9,600		112,262		66,679		36,039		51,263		88,909		147,325		173%		135,915		1291%

				製剤製造受託		0		0		0		0		49,378		52,618		45,878		0		87%		0		0%

				競争的研究資金 キョウソウテキ ケンキュウ シキン		2,255,471		2,103,908		2,008,951		1,988,043		2,085,841		2,425,567		2,455,810		2,796,522		101%		541,051		124%

				合計		2,573,344		2,341,142		2,371,830		2,372,261		2,521,185		2,821,224		2,929,729		3,297,270		104%		723,926		128%

								91.0%		101.3%		100.0%		106.3%		111.9%		103.8%		112.5%



																														【競争的研究資金の獲得金額推移】				（単位：千円） タンイ センエン

																																　平成27年度		平成28年度		対前年度 タイ ゼンネンド

																														競争的資金額 キョウソウテキ シキン ガク		2,425,567		2,455,810		101%

																																5,246,791		5,385,539

				運営費交付金 ウンエイヒ コウフキン												3,873,635		3,874,661		3,874,661



運営費交付金	

平成27年度	平成28年度	3874	3875	外部資金	

平成27年度	平成28年度	2821	2930	









（H28）運営費交付金

		【運営費交付金予算額】 ウンエイヒ コウフキン ヨサンガク																				（単位：百万円） タンイ ヒャクマンエン

						H22'		H23'		H24'		H25'		H26'		H27'		H28'		H29'		H30'

		研究				2,325		2,334		2,299		2,299		1,982		1,921		1,921		1,921		1,931

		臨床研究				1,197		1,346		1,596		1,524		1,565		1,348		1,345		1,307		1,307

		診療 シンリョウ		難病在宅支援 ナンビョウ シエン		1		1		1		1		1		1		1		1		1

				精神医療 セイシン イリョウ		97		-		-		-		-		-		-		-		-

		教育研修 キョウイク ケンシュウ				473		469		469		532		442		232		229		227		225

		情報発信 ジョウホウ ハッシン				82		76		76		76		57		51		51		50		50

		その他 タ		退職手当等 タイショク テアテ トウ		250		288		321		208		245		321		327		333		297

				運営基盤 ウンエイ キバン		170		-		-		-		-		-		-		-		-

		給与特例法相当削減 キュウヨ トクレイホウ ソウトウ サクゲン				-		-		-		▲ 106		-		-		-		-		-

		合計 ゴウケイ				4,595		4,513		4,761		4,534		4,292		3,874		3,875		3,839		3,810

		対前年度比率 タイ ゼンネンド ヒ リツ						98.2%		105.5%		95.2%		94.7%		90.3%		100.0%		99.1%		99.2%

						平成22年度		平成23年度		平成24年度		平成25年度		平成26年度		平成27年度		平成28年度		平成29年度

		運営費交付金 ウンエイヒ コウフキン				4,595		4,513		4,761		4,534		4,292		3,874		3,875		3,839

		外部資金 ガイブ シ キン				2,573		2,341		2,372		2,372		2,521		2,821		2,930		3,297

		合計 ゴウ ケイ				7,168		6,854		7,133		6,906		6,813		6,695		6,805		7,136



運営費交付金	

平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	4595	4513	4761	4534	4292	3874	3875	3839	外部資金	

平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	2573	2341	2372	2372	2521	2821	2930	3297	









構造的リスク③

								（単位：床・人） タンイ ショウ ヒト

				年度 ネンド		入院処遇中の対象患者数 ニュウイン ショグウ チュウ タイショウ カンジャ スウ		病床数 ビョウショウスウ		NCNP患者数 カンジャスウ

				H18		209		265		0

				H19		359		354		0

				H20		476		437		0

				H21		469		445		0

				H22		530		604		60.7

				H23		642		666		64.1

				H24		668		707		61.6

				H25		743		791		59.8

				H26		772		791		63.1

				H27		722		808		58.5

				H28		721		808		59.7

				H29		757		833		59.5



病床数	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	265	354	437	445	604	666	707	791	791	808	808	833	入院処遇中の対象患者数	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	209	359	476	469	530	642	668	743	772	722	721	757	









Sheet2

				病棟構成の見直し ビョウトウ コウセイ ミナオ

				病床区分		病棟名		病床数				病床数

				一般病床		２南		56床				48床

						３北		50床				46床

						４南（新）						41床

						その他 タ		100床 ショウ				100床 ショウ

						一般計		206床				235床

				精神病床		４北		35床				41床

						４南（旧）		35床

						５北		35床				41床

						５南		35床				41床

						精神計		140床				123床

				その他の病床 タ ビョウショウ				128床 ショウ				128床 ショウ

				合　　計				474床				486床





原著論文

		年 ネン		H22		H23		H24		H25		H26		H27		H28		H29

		ｲﾝﾊﾟｸﾄﾌｧｸﾀｰが付与された雑誌に掲載された原著論文数推移（暦年） フヨ ザッシ ケイサイ ゲンチョ ロンブン スウ スイイ レキネン		190		218		242		265		251		276		205		454



ｲﾝﾊﾟｸﾄﾌｧｸﾀｰが付与された雑誌に掲載された

原著論文数の推移（暦年）



ｲﾝﾊﾟｸﾄﾌｧｸﾀｰが付与された雑誌に掲載された原著論文数推移（暦年）	

H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	190	218	242	265	251	276	205	454	







収支状況

												（単位：百万円） タンイ ヒャクマンエン

		年度収支 ネンド シュウシ		H22'		H23'		H24'		H25'		H26'		H27'（見込) ミコ		H27'-H22'

		経常収益 ケイジョウ シュウエキ		11,705		12,436		14,061		14,027		15,407		15,265		3,560

		   医業収益 イギョウ シュウエキ		6,012		6,732		7,397		7,589		7,909		8,134		2,122

		   研究収益 ケンキュウ シュウエキ		1,114		1,062		1,188		1,443		2,374		2,505		1,391

		　 運営費交付金収益 ウンエイヒ コウフキン シュウエキ		4,303		4,184		4,619		4,326		4,246		3,840		▲ 463

		   資産見返負債戻入 シサン ミカエ フサイ モド イ		14		179		442		501		532		569		555

		   その他 タ		262		279		415		168		346		217		▲ 45

		経常費用 ケイジョウ ヒヨウ		11,731		13,201		14,355		14,249		15,855		15,594		3,863

		   医業費用 イギョウ ヒヨウ		6,569		7,070		7,377		7,445		7,997		8,024		1,455

		　　　給与費 キュウヨ ヒ		3,589		3,720		3,872		3,986		4,288		4,373		784

		　　　材料費 ザイリョウヒ		1,043		1,147		1,289		1,240		1,354		1,465		422

		　　　減価償却費 ゲンカ ショウキャク ヒ		703		952		936		888		867		768		65

		　　　その他経費 タ ケイヒ		1,234		1,252		1,280		1,332		1,488		1,418		184

		   医業外費用 イギョウ ガイ ヒヨウ		5,117		6,087		6,929		6,760		7,802		7,500		2,383

		　　　給与費 キュウヨ ヒ		2,771		3,197		3,453		3,562		3,949		3,877		1,106

		　　　材料費 ザイリョウヒ		297		363		345		336		654		584		287

		　　　減価償却費 ゲンカ ショウキャク ヒ		33		223		494		539		590		644		611

		　　　その他経費 タ ケイヒ		2,015		2,303		2,636		2,323		2,608		2,394		379

		経常収支 ケイジョウ シュウシ		▲ 26		▲ 765		▲ 294		▲ 222		▲ 448		▲ 329		▲ 303

		   医業収支 イギョウ シュウシ		▲ 557		▲ 338		20		143		▲ 88		110		667

		経常収支率 ケイジョウ シュウシ リツ		99.8%		94.2%		97.9%		98.4%		97.2%		97.9%		▲1.9%

		   医業収支率 イギョウ シュウシ リツ		91.5%		95.2%		100.3%		101.9%		98.9%		101.4%		9.9%





病院管理指標

		病院管理指標 ビョウイン カンリ シヒョウ				H22'		H23'		H24'		H25'		H26'		H27'(見込) ミコ

		1日平均入院患者数（全体） イチニチ ヘイキン ニュウイン カンジャスウ ゼンタイ				369.3人 ニン		397.5人 ニン		404.7人 ニン		399.3人 ニン		410.3人 ニン		415.4人 ニン

				　一般		97.7人 ニン		108.3人 ニン		120.8人 ニン		121.8人 ニン		127.1人 ニン		135.7人 ニン

				　精神（触法を除く） セイシン ショクホウ ノゾ		113.1人 ニン		125.2人 ニン		125.4人 ニン		122.4人 ニン		128.5人 ニン		129.0人 ニン

				　筋ジス スジ		38.3人 ニン		33.0人 ニン		30.7人 ニン		28.1人 ニン		24.2人 ニン		24.9人 ニン

				　重心 ジュウシン		59.5人 ニン		66.9人 ニン		66.2人 ニン		67.2人 ニン		67.4人 ニン		67.3人 ニン

				　精神（触法） セイシン ショクホウ		60.7人 ニン		64.1人 ニン		61.6人 ニン		59.8人 ニン		63.1人 ニン		58.5人 ニン

		患者1人1日当たり入院単価（全体） カンジャ ニン ニチ ア ニュウイン タンカ				37,471円 エン		38,490円 エン		41,256円 エン		43,750円 エン		44,396円 エン		44,774円 エン

				　一般		47,136円 エン		51,298円 エン		54,481円 エン		56,677円 エン		59,241円 エン		59,875円 エン

				　精神（触法を除く） セイシン ショクホウ ノゾ		21,400円 エン		22,580円 エン		25,011円 エン		29,752円 エン		28,973円 エン		28,728円 エン

				　筋ジス スジ		36,706円 エン		34,066円 エン		39,336円 エン		39,914円 エン		39,767円 エン		38,828円 エン

				　重心 ジュウシン		34,829円 エン		34,608円 エン		36,967円 エン		37,681円 エン		37,485円 エン		38,640円 エン

				　精神（触法） セイシン ショクホウ		55,016円 エン		54,271円 エン		53,992円 エン		54,688円 エン		55,086円 エン		54,806円 エン

		平均在院日数（全体） ヘイキン ザイイン ニッスウ				50.3日 ヒ		44.8日 ヒ		37.0日 ヒ		32.3日 ヒ		31.9日 ヒ		31.4日 ヒ

				　一般		20.1日 ヒ		18.4日 ヒ		17.1日 ヒ		15.9日 ヒ		14.9日 ヒ		15.4日 ヒ

				　精神（触法を除く） セイシン ショクホウ ノゾ		52.6日 ヒ		51.5日 ヒ		40.7日 ヒ		34.1日 ヒ		40.1日 ヒ		41.4日 ヒ

				　筋ジス スジ		-		12083.0日 ヒ		7480.7日 ヒ		2281.1日 ヒ		-		-

				　重心 ジュウシン		232.9日 ヒ		142.3日 ヒ		97.7日 ヒ		67.1日 ヒ		63.7日 ヒ		55.6日 ヒ

				　精神（触法） セイシン ショクホウ		913.0日 ヒ		721.4日 ヒ		632.8日 ヒ		642.1日 ヒ		719.6日 ヒ		620.7日 ヒ

		病床利用率 ビョウショウ リヨウリツ				80.9%		85.3%		86.8%		85.7%		88.0%		88.8%

		1日平均外来患者数 イチニチ ヘイキン ガイライ カンジャスウ				450.7人 ニン		478.1人 ニン		485.6人 ニン		487.6人 ニン		489.6人 ニン		479.7人 ニン

		患者1人1日当たり外来単価 カンジャ ニン ニチ ア ガイライ タンカ				9,772円 エン		9,736円 エン		9,801円 エン		10,257円 エン		10,814円 エン		10,976円 エン

		紹介率 ショウカイ リツ				69.6%		75.8%		79.1%		79.4%		77.7%		79.4%

		逆紹介率 ギャク ショウカイ リツ				49.6%		58.3%		52.6%		51.2%		52.1%		64.4%

		手術件数 シュジュツ ケンスウ				253件 ケン		243件 ケン		310件 ケン		311件 ケン		297件 ケン		305件 ケン

		薬剤管理指導料件数 ヤクザイ カンリ シドウ リョウ ケンスウ				484件 ケン		5,375件 ケン		7,509件 ケン		6,877件 ケン		8,910件 ケン		9,054件 ケン

		放射線検査件数 ホウシャセン ケンサ ケンスウ				10,157件 ケン		18,371件 ケン		20,883件 ケン		21,441件 ケン		21,701件 ケン		23,900件 ケン

		臨床検査件数 リンショウ ケンサ ケンスウ				536,807件 ケン		619,219件 ケン		683,573件 ケン		713,835件 ケン		762,627件 ケン		678,469件 ケン





病院管理指標 (事前レク)

		病院管理指標 ビョウイン カンリ シヒョウ				H22'		H23'		H24'		H25'		H26'		H27'

		1日平均入院患者数 イチニチ ヘイキン ニュウイン カンジャスウ				369.3人 ニン		397.5人 ニン		404.7人 ニン		399.3人 ニン		410.3人 ニン		415.4人 ニン

				　一般		97.7人 ニン		108.3人 ニン		120.8人 ニン		121.8人 ニン		127.1人 ニン		135.7人 ニン

				　精神（触法を除く） セイシン ショクホウ ノゾ		113.1人 ニン		125.2人 ニン		125.4人 ニン		122.4人 ニン		128.5人 ニン		129.0人 ニン

				　筋ジス スジ		38.3人 ニン		33.0人 ニン		30.7人 ニン		28.1人 ニン		24.2人 ニン		24.9人 ニン

				　重心 ジュウシン		59.5人 ニン		66.9人 ニン		66.2人 ニン		67.2人 ニン		67.4人 ニン		67.3人 ニン

				　精神（触法） セイシン ショクホウ		60.7人 ニン		64.1人 ニン		61.6人 ニン		59.8人 ニン		63.1人 ニン		58.5人 ニン

		患者1人1日当たり入院単価 カンジャ ニン ニチ ア ニュウイン タンカ				37,471円 エン		38,490円 エン		41,256円 エン		43,750円 エン		44,396円 エン		44,770円 エン

				　一般		47,136円 エン		51,298円 エン		54,481円 エン		56,677円 エン		59,241円 エン		59,875円 エン

				　精神（触法を除く） セイシン ショクホウ ノゾ		21,400円 エン		22,580円 エン		25,011円 エン		29,752円 エン		28,973円 エン		28,728円 エン

				　筋ジス スジ		36,706円 エン		34,066円 エン		39,336円 エン		39,914円 エン		39,767円 エン		38,828円 エン

				　重心 ジュウシン		34,829円 エン		34,608円 エン		36,967円 エン		37,681円 エン		37,485円 エン		38,640円 エン

				　精神（触法） セイシン ショクホウ		55,016円 エン		54,271円 エン		53,992円 エン		54,688円 エン		55,086円 エン		54,806円 エン

		平均在院日数（全体） ヘイキン ザイイン ニッスウ				50.3日 ヒ		44.8日 ヒ		37.0日 ヒ		32.3日 ヒ		31.9日 ヒ		31.4日 ヒ

				　一般		20.1日 ヒ		18.4日 ヒ		17.1日 ヒ		15.9日 ヒ		14.9日 ヒ		15.4日 ヒ

				　精神（触法を除く） セイシン ショクホウ ノゾ		52.6日 ヒ		51.5日 ヒ		40.7日 ヒ		34.1日 ヒ		40.1日 ヒ		41.4日 ヒ

				　筋ジス スジ		-		12083.0日 ヒ		7480.7日 ヒ		2281.1日 ヒ		-		-

				　重心 ジュウシン		232.9日 ヒ		142.3日 ヒ		97.7日 ヒ		67.1日 ヒ		63.7日 ヒ		55.6日 ヒ

				　精神（触法） セイシン ショクホウ		913.0日 ヒ		721.4日 ヒ		632.8日 ヒ		642.1日 ヒ		719.6日 ヒ		620.7日 ヒ

		病床利用率 ビョウショウ リヨウリツ				80.9%		85.3%		86.8%		85.7%		88.0%		88.8%

		1日平均外来患者数 イチニチ ヘイキン ガイライ カンジャスウ				450.7人 ニン		478.1人 ニン		485.6人 ニン		487.6人 ニン		489.6人 ニン		479.7人 ニン

		患者1人1日当たり外来単価 カンジャ ニン ニチ ア ガイライ タンカ				9,772円 エン		9,736円 エン		9,801円 エン		10,257円 エン		10,814円 エン		10,976円 エン

		紹介率 ショウカイ リツ				69.6%		75.8%		79.1%		79.4%		77.7%		79.4%

		逆紹介率 ギャク ショウカイ リツ				49.6%		58.3%		52.6%		51.2%		52.1%		64.4%

		手術件数 シュジュツ ケンスウ				253件 ケン		243件 ケン		310件 ケン		311件 ケン		297件 ケン		305件 ケン

		薬剤管理指導料件数 ヤクザイ カンリ シドウ リョウ ケンスウ				484件 ケン		5,375件 ケン		7,509件 ケン		6,877件 ケン		8,910件 ケン		9,054件 ケン

		放射線検査件数 ホウシャセン ケンサ ケンスウ				10,157件 ケン		18,371件 ケン		20,883件 ケン		21,441件 ケン		21,701件 ケン		23,900件 ケン

		臨床検査件数 リンショウ ケンサ ケンスウ				536,807件 ケン		619,219件 ケン		683,573件 ケン		713,835件 ケン		762,627件 ケン		678,469件 ケン

						H26'		目標 モクヒョウ		H27'

				後発医薬品　数量シェア コウハツ イヤクヒン スウリョウ		63.2%		65.0%		68.3%

						H26'		目標 モクヒョウ		H27'

				一般管理費(人件費、公租公課を除く) イッパン カンリヒ ジンケンヒ コウソ コウカ ノゾ		110,424		93,840		87,379



後発医薬品　数量シェア



後発医薬品　数量シェア	







H26'	目標	H27'	0.63200000000000001	0.65	0.68300000000000005	







一般管理費(人件費、公租公課を除く)	

H26'	目標	H27'	110424	93840	87379	







病院管理指標 (本番)

		病院管理指標の推移 ビョウイン カンリ シヒョウ スイイ				H22'		H23'		H24'		H25'		H26'		H27'		H28'

		1日平均入院患者数（全体） イチニチ ヘイキン ニュウイン カンジャスウ ゼンタイ				369.3人 ニン		397.5人 ニン		404.7人 ニン		399.3人 ニン		410.3人 ニン		415.4人 ニン		419.0

				　一般		97.7人 ニン		108.3人 ニン		120.8人 ニン		121.8人 ニン		127.1人 ニン		135.7人 ニン						総数 ソウスウ		29.2

				　精神（医療観察法を除く） セイシン イリョウ カンサツ ホウ ノゾ		113.1人 ニン		125.2人 ニン		125.4人 ニン		122.4人 ニン		128.5人 ニン		129.0人 ニン		128.4				内科 ナイカ		27.4

				　筋ジス スジ		38.3人 ニン		33.0人 ニン		30.7人 ニン		28.1人 ニン		24.2人 ニン		24.9人 ニン						循環器内科 ジュンカン キ ナイカ		47.8

				　重心 ジュウシン		59.5人 ニン		66.9人 ニン		66.2人 ニン		67.2人 ニン		67.4人 ニン		67.3人 ニン						消化器内科 ショウカキ ナイカ ショウナイ		33.8

				　精神（医療観察法） セイシン イリョウ カンサツ ホウ		60.7人 ニン		64.1人 ニン		61.6人 ニン		59.8人 ニン		63.1人 ニン		58.5人 ニン		59.7				神経内科 シンケイ ナイカ		35.9

		患者1人1日当たり入院単価（全体） カンジャ ニン ニチ ア ニュウイン タンカ				37,471円 エン		38,490円 エン		41,256円 エン		43,750円 エン		44,396円 エン		44,774円 エン						小児科 ショウニカ		35.9

				　一般		47,136円 エン		51,298円 エン		54,481円 エン		56,677円 エン		59,241円 エン		59,875円 エン						精神科 セイシン カ		18.8

				　精神（医療観察法を除く） セイシン イリョウ カンサツ ホウ ノゾ		21,400円 エン		22,580円 エン		25,011円 エン		29,752円 エン		28,973円 エン		28,728円 エン						外科 ゲカ		35.1

				　筋ジス スジ		36,706円 エン		34,066円 エン		39,336円 エン		39,914円 エン		39,767円 エン		38,828円 エン						消化器外科 ショウカキ ゲカ		50.7

				　重心 ジュウシン		34,829円 エン		34,608円 エン		36,967円 エン		37,681円 エン		37,485円 エン		38,640円 エン						小児外科 ショウニ ゲカ		-

				　精神（医療観察法） セイシン イリョウ カンサツ ホウ		55,016円 エン		54,271円 エン		53,992円 エン		54,688円 エン		55,086円 エン		54,806円 エン		5,464				脳神経外科 ノウシンケイ ゲカ		36.6

		平均在院日数（全体） ヘイキン ザイイン ニッスウ				50.3日 ヒ		44.8日 ヒ		37.0日 ヒ		32.3日 ヒ		31.9日 ヒ		31.4日 ヒ						産婦人科 サンフジンカ		49.4

				　一般		20.1日 ヒ		18.4日 ヒ		17.1日 ヒ		15.9日 ヒ		14.9日 ヒ		15.4日 ヒ

				　精神（触法を除く） セイシン ショクホウ ノゾ		52.6日 ヒ		51.5日 ヒ		40.7日 ヒ		34.1日 ヒ		40.1日 ヒ		41.4日 ヒ

				　筋ジス スジ		-		12083.0日 ヒ		7480.7日 ヒ		2281.1日 ヒ		-		-

				　重心 ジュウシン		232.9日 ヒ		142.3日 ヒ		97.7日 ヒ		67.1日 ヒ		63.7日 ヒ		55.6日 ヒ

				　精神（触法） セイシン ショクホウ		913.0日 ヒ		721.4日 ヒ		632.8日 ヒ		642.1日 ヒ		719.6日 ヒ		620.7日 ヒ

		病床利用率 ビョウショウ リヨウリツ				80.9%		85.3%		86.8%		85.7%		88.0%		88.8%

		1日平均外来患者数 イチニチ ヘイキン ガイライ カンジャスウ				450.7人 ニン		478.1人 ニン		485.6人 ニン		487.6人 ニン		489.6人 ニン		479.7人 ニン

		患者1人1日当たり外来単価 カンジャ ニン ニチ ア ガイライ タンカ				9,772円 エン		9,736円 エン		9,801円 エン		10,257円 エン		10,814円 エン		10,976円 エン

		紹介率 ショウカイ リツ				69.6%		75.8%		79.1%		79.4%		77.7%		79.4%

		逆紹介率 ギャク ショウカイ リツ				49.6%		58.3%		52.6%		51.2%		52.1%		64.4%

		手術件数 シュジュツ ケンスウ				253件 ケン		243件 ケン		310件 ケン		311件 ケン		297件 ケン		305件 ケン

		薬剤管理指導料件数 ヤクザイ カンリ シドウ リョウ ケンスウ				484件 ケン		5,375件 ケン		7,509件 ケン		6,877件 ケン		8,910件 ケン		9,054件 ケン

		放射線検査件数 ホウシャセン ケンサ ケンスウ				10,157件 ケン		18,371件 ケン		20,883件 ケン		21,441件 ケン		21,701件 ケン		23,900件 ケン

		臨床検査件数 リンショウ ケンサ ケンスウ				536,807件 ケン		619,219件 ケン		683,573件 ケン		713,835件 ケン		762,627件 ケン		678,469件 ケン



患者１人１日当たり入院診療収入





総数	内科	循環器内科	消化器内科	神経内科	小児科	精神科	外科	消化器外科	小児外科	脳神経外科	産婦人科	29.2	27.4	47.8	33.799999999999997	35.9	35.9	18.8	35.1	50.7	0	36.6	49.4	







27概算要求

				平成２８年度予算案　国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター ヘイセイ ネンド ヨサン アン コクリツ ケンキュウ カイハツ ホウジン コクリツ セイシン シンケイ イリョウ ケンキュウ



				◎運営費交付金（既定分） ウンエイヒ コウフキン キテイ ブン

				区　　　　　　　　　　　　　　　分 ク ブン								平成22年度
予算額 ヘイセイ ネンド ヨサンガク		平成23年度
予算額 ヘイセイ ネンド ヨサンガク		平成24年度
予算額 ヘイセイ ネン ド ヨサンガク		平成25年度
予算額 ヘイセイ ネン ド ヨサンガク		平成26年度
予算額 ヘイセイ ネン ド ヨサンガク		平成27年度
予算額 ヘイセイ ネン ド ヨサン ガク



				Ⅰ　研究・臨床研究の推進 ケンキュウ リンショウ ケンキュウ スイシン		1　研究推進事業 ケンキュウ スイシン ジギョウ		(1)　研究基盤経費 ケンキュウ キバン ケイヒ		研究所 ケンキュウジョ		2,324,894		2,087,108		2,052,511		2,052,511		1,805,954		1,782,470

										IBIC		-		246,399		246,399		246,269		176,269		138,969

						2　臨床研究推進事業 リンショウ ケンキュウ スイシン ジギョウ		(1)　臨床研究基盤経費 リンショウ ケンキュウ キバン ケイヒ		TMC		56,994		52,450		115,229		272,213		202,213		181,992

										クラスター		128,768		62,779		0		0		0		0

										バイオリソース		-		300,000		300,000		0		0		0

										CBTセンター		-		98,045		98,045		97,930		88,040		79,236

										知的財産 チテキ ザイサン		-		31,722		31,524		95,286		70,286		63,258

										バイオバンク		-		-		150,000

作成者: プラットフォーム構築事業		158,069

作成者: ・バイオリソース
　66,735千円
・遺伝子情報解析
　26,154千円
・臨床情報プラットフォーム
　54,507千円
・セントラルバンク構築
　10,573千円		158,069		158,069

										メンタルケアモデル		-		-		100,000		99,958		80,958		29,075

										治験・臨床研究運営事業 チケン リンショウ ケンキュウ ウンエイ ジギョウ										214,841		214,841

										治験・臨床研究推進事業 チケン リンショウ ケンキュウ スイシン ジギョウ												71,135

								(2)　精神・神経医療研究開発費 セイシン シンケイ イリョウ ケンキュウ カイハツヒ				1,011,600		800,808		800,808		800,808		750,808		550,000

						小計 ショウケイ						3,522,256		3,679,311		3,894,516		3,823,044		3,547,438		3,269,045

				Ⅱ　医療の均てん化 イリョウ キン カ		1　精神・神経疾患診療均てん化事業 セイシン シンケイ シッカン シンリョウ キン カ ジギョウ		(1)　神経難病患者在宅医療支援経費 シンケイ ナンビョウ カンジャ ザイタク イリョウ シエン ケイヒ				1,007		1,001		1,001		1,008		1,008		1,036

						小計 ショウケイ						1,007		1,001		1,001		1,008		1,008		1,036

				Ⅲ　人材育成 ジンザイ イクセイ		1　専門医師等育成事業 センモン イシ トウ イクセイ ジギョウ		(1)　指導医・レジデント・修錬医経費 シドウ イ シュウレン イ ケイヒ				447,562		446,165		446,165		509,533		419,035		208,936

						2　教育研修事業 キョウイク ケンシュウ ジギョウ		(1)　教育研修経費（看護） キョウイク ケンシュウ ケイヒ カンゴ				14,192		14,047		14,047		14,018		14,018		14,018

								(2)　発達障害研修経費 ハッタツ ショウガイ ケンシュウ ケイヒ				11,296		8,674		8,674		8,674		8,674		8,674

						小計 ショウケイ						473,050		468,886		468,886		532,225		441,727		231,628

				Ⅳ　情報発信 ジョウホウ ハッシン		1　情報提供事業 ジョウホウ テイキョウ ジギョウ		(1)　自殺予防総合対策センター経費 ジサツ ヨボウ ソウゴウ タイサク ケイヒ				80,450		74,698		74,698		74,634		55,236		49,712

						2　政策提言事業 セイサク テイゲン ジギョウ		(1)　政策提言経費 セイサク テイゲン ケイヒ				1,374		1,374		1,374		1,374		1,374		1,374

						小計 ショウケイ						81,824		76,072		76,072		76,008		56,610		51,086

				Ⅴ　診療事業 シンリョウ ジギョウ		1　精神医療事業 セイシン イリョウ ジギョウ		(1)　精神医療経費 セイシン イリョウ ケイヒ				97,344		0		0		0		0		0

						小計 ショウケイ						97,344		0		0		0		0		0

				Ⅵ　運営基盤安定化 ウンエイ キバン アンテイカ		1　運営基盤確保事業 ウンエイ キバン カクホ ジギョウ		(1)　運営基盤経費 ウンエイ キバン ケイヒ				169,783		0		0		0		0		0

								(2)　退職手当 タイショク テアテ				250,070		288,000		320,865		207,726		244,774		320,840

						小計 ショウケイ						419,853		288,000		320,865		207,726		244,774		320,840

				　　給与特例法相当削減額 キュウヨ トクレイホウ ソウトウ サクゲンガク								0		0		0		△105,711		0		0

						小計 ショウケイ						0		0		0		△105,711		0		0

				戻し分 モド ブン

						小計 ショウケイ

				合　　　　　　　　　　　　　　　計 ゴウ ケイ								4,595,334		4,513,270		4,761,340		4,534,300		4,291,557		3,873,635

												-		98.21%		105.50%		95.23%		94.65%		90.26%

				◎施設整備費補助金 シセツ セイビヒ ホジョキン

				整備名 セイビ メイ																		平成27年度
概算要求額 ヘイセイ ネン ド ガイサン ヨウキュウ ガク











																						0



























Sheet3

						平成22年度
予算額 ヘイセイ ネンド ヨサンガク		平成23年度
予算額 ヘイセイ ネンド ヨサンガク		平成24年度
予算額 ヘイセイ ネン ド ヨサンガク		平成25年度
予算額 ヘイセイ ネン ド ヨサンガク		平成26年度
予算額 ヘイセイ ネン ド ヨサンガク		平成27年度
予算額 ヘイセイ ネン ド ヨサン ガク



		研究				2,325		2,334		2,299		2,299		1,982		1,921

		臨床研究				1,197		1,346		1,596		1,524		1,565		1,348

		診療 シンリョウ		難病在宅支援 ナンビョウ シエン		1		1		1		1		1		1

				精神医療 セイシン イリョウ		97		-		-		-		-		-

		教育研修 キョウイク ケンシュウ				473		469		469		532		442		232

		情報発信 ジョウホウ ハッシン				82		76		76		76		57		51

		その他 タ		退職手当 タイショク テアテ		250		288		321		208		245		321

				運営基盤 ウンエイ キバン		170		-		-		-		-		-

		給与特例法相当削減 キュウヨ トクレイホウ ソウトウ サクゲン				-		-		-		▲ 106		-		-

		合計 ゴウケイ				4,595		4,513		4,761		4,534		4,292		3,874

		対前年度比率 タイ ゼンネンド ヒ リツ						98.2%		105.5%		95.2%		94.7%		90.3%

						H22'		H23'		H24'		H25'		H26'		H27'

		運営費交付金予算 ウンエイヒ コウフキン ヨサン				4,595		4,513		4,761		4,534		4,292		3,874

		外部資金 ガイブ シ キン				2,573		2,341		2,372		2,372		2,521		2,821

		合計 ゴウ ケイ				7,168		6,854		7,133		6,906		6,813		6,695



運営費交付金及び外部資金の推移



運営費交付金予算	

H22'	H23'	H24'	H25'	H26'	H27'	4595	4513	4761	4534	4292	3874	外部資金	

H22'	H23'	H24'	H25'	H26'	H27'	2573	2341	2372	2372	2521	2821	
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患者１人１日当たり入院診療収入

○ＮＣＮＰの病床のうち3割近く占める精神病床（医療観察法を除く）は入院単価が低く、高い収益を生むことは困難である。
全国的にも精神科は、他の診療科と比べて極めて診療収入が低い状況である。

○平成29年度の精神病床の利用率は9割程度となっているが、患者数及び入院単価を増やす取組みを継続しても、構造
的に経営改善は厳しい状況である。

出典：平成29年 病院運営実態分析調査の概要（平成 29 年 6 月調査）

(全国公私病院連盟・日本病院会等作成)

経営改善等への取組②

（単位：千円）

【病院管理指標の推移】

H22' H23' H24' H25' H26' H27' H28' H29'

369.3人 397.5人 404.7人 399.3人 410.3人 415.4人 419.0人 411.7人

　一般 97.7人 108.3人 120.8人 121.8人 127.1人 135.7人 139.9人 148.2人

　精神（医療観察法を除く） 113.1人 125.2人 125.4人 122.4人 128.5人 129.0人 128.4人 112.7人

　筋ジス 38.3人 33.0人 30.7人 28.1人 24.2人 24.9人 24.5人 25.3人

　重心 59.5人 66.9人 66.2人 67.2人 67.4人 67.3人 66.4人 65.9人

　精神（医療観察法） 60.7人 64.1人 61.6人 59.8人 63.1人 58.5人 59.7人 59.6人

37,471円 38,490円 41,256円 43,750円 44,396円 44,779円 45,617円 47,727円

　一般 47,136円 51,298円 54,481円 56,677円 59,241円 59,875円 60,981円 64,466円

　精神（医療観察法を除く） 21,400円 22,580円 25,011円 29,752円 28,973円 28,728円 29,432円 28,927円

　筋ジス 36,706円 34,066円 39,336円 39,914円 39,767円 38,828円 38,912円 39,382円

　重心 34,829円 34,608円 36,967円 37,681円 37,485円 38,640円 38,895円 39,102円

　精神（医療観察法） 55,016円 54,271円 53,992円 54,688円 55,086円 54,806円 54,643円 54,720円

項　目

1日平均入院患者数（全体）

患者1人1日当たり入院単価（全体）


目標対比

				目標 モクヒョウ				実績 ジッセキ

				○中長期期間で チュウチョウキ キカン				-

				   経常収支（累計）100％ ルイケイ

				○平成28年度 ヘイセイ ネンド

				　 経常収支98.2％				経常収支99.5％ ケイジョウ シュウシ

				○難易度 ナンイド				A

				　過去3億程度の赤字が続いている経営状況を踏まえ難易度が高 カコ オク テイド アカジ ツヅ ケイエイ ジョウキョウ フ ナンイド タカ





				○一般管理費 イッパン カンリヒ

				　中長期期間最終年度で チュウチョウキ キカン サイシュウ ネンド				27.2％削減 サクゲン

				　15％以上削減

				○後発医薬品 コウハツ イヤクヒン

				　使用量70％以上 シヨウリョウ イジョウ				使用量79％ シヨウリョウ

										(単位：千円) タンイ センエン

				目標 モクヒョウ				実績 ジッセキ

				○外部資金獲得の推進 ガイブ シキン カクトク スイシン				寄付金 キン		14,525

								受託研究(企業等)		71,391

								治験(企業等)		253,216

								共同研究(企業等)  		88,909

								製剤製造受託		45,878

								競争的研究資金 キョウソウテキ ケンキュウ シキン		2,455,810

								合計		2,929,729







（H28）収支状況

		【年度収支】																（単位：百万円） タンイ ヒャクマンエン

		項　目 コウ メ		H22'		H23'		H24'		H25'		H26'		H27'		H28’（計画） ケイカク		H28’		対前年度 タイ ゼンネンド		対計画 タイ ケイカク

		経常収益 ケイジョウ シュウエキ		11,705		12,436		14,061		14,027		15,407		15,208		14,307		15,379		171		1,072

		   医業収益 イギョウ シュウエキ		6,012		6,732		7,397		7,589		7,909		8,133		8,174		8,299		166		125

		   研究収益 ケンキュウ シュウエキ		1,114		1,062		1,188		1,443		2,374		2,465		1,689		2,663		198		974

		　 運営費交付金収益 ウンエイヒ コウフキン シュウエキ		4,303		4,184		4,619		4,326		4,246		3,832		3,875		3,760		▲ 72		▲ 115

		   資産見返負債戻入 シサン ミカエ フサイ モド イ		14		179		442		501		532								0		0

		   その他 タ		290		637		1,299		1,170		1,410		778		569		657		▲ 121		88

		経常費用 ケイジョウ ヒヨウ		11,731		13,201		14,355		14,249		15,855		15,581		14,572		15,452		▲ 129		880

		   医業費用 イギョウ ヒヨウ		6,569		7,070		7,377		7,445		7,997		8,051		7,838		7,932		▲ 119		94

		　　　給与費 キュウヨ ヒ		3,589		3,720		3,872		3,986		4,288		4,422		4,426		4,482		60		56

		　　　材料費 ザイリョウヒ		1,043		1,147		1,289		1,240		1,354		1,450		1,271		1,411		▲ 39		140

		　　　減価償却費 ゲンカ ショウキャク ヒ		703		952		936		888		867		768		615		621		▲ 147		6

		　　　その他経費 タ ケイヒ		1,234		1,252		1,280		1,332		1,488		1,411		1,526		1,418		7		▲ 108

		   医業外費用 イギョウ ガイ ヒヨウ		5,117		6,087		6,929		6,760		7,802		7,488		6,699		7,456		▲ 32		757

		　　　給与費 キュウヨ ヒ		2,771		3,197		3,453		3,562		3,949		3,726		3,735		3,722		▲ 4		▲ 13

		　　　材料費 ザイリョウヒ		297		363		345		336		654		641		454		552		▲ 89		98

		　　　減価償却費 ゲンカ ショウキャク ヒ		33		223		494		539		590		644		546		555		▲ 89		9

		　　　その他経費 タ ケイヒ		2,015		2,303		2,636		2,323		2,608		2,477		1,964		2,627		150		663

		経常収支 ケイジョウ シュウシ		▲ 26		▲ 765		▲ 294		▲ 222		▲ 448		▲ 373		▲ 265		▲ 73		300		192

		   医業収支 イギョウ シュウシ		▲ 557		▲ 338		20		143		▲ 88		82		336		367		285		31

		経常収支率 ケイジョウ シュウシ リツ		99.8%		94.2%		97.9%		98.4%		97.2%		97.6%		98.2%		99.5%		133%		122%

		   医業収支率 イギョウ シュウシ リツ		91.5%		95.2%		100.3%		101.9%		98.9%		101.0%		104.3%		104.6%		-139%		133%





経常収支





H27'	H28’	-373	-73	







（H28）病院管理指標 

		【病院管理指標の推移】

		項　目 コウ メ				H22'		H23'		H24'		H25'		H26'		H27'		H28'		H29'

		1日平均入院患者数（全体） イチニチ ヘイキン ニュウイン カンジャスウ ゼンタイ				369.3人 ニン		397.5人 ニン		404.7人 ニン		399.3人 ニン		410.3人 ニン		415.4人 ニン		419.0人		411.7人 ニン

				　一般		97.7人 ニン		108.3人 ニン		120.8人 ニン		121.8人 ニン		127.1人 ニン		135.7人 ニン		139.9人		148.2

				　精神（医療観察法を除く） セイシン イリョウ カンサツ ホウ ノゾ		113.1人 ニン		125.2人 ニン		125.4人 ニン		122.4人 ニン		128.5人 ニン		129.0人 ニン		128.4人		112.7				内科 ナイカ		27.4

				　筋ジス スジ		38.3人 ニン		33.0人 ニン		30.7人 ニン		28.1人 ニン		24.2人 ニン		24.9人 ニン		24.5		25.3人				循環器内科 ジュンカン キ ナイカ		47.8

				　重心 ジュウシン		59.5人 ニン		66.9人 ニン		66.2人 ニン		67.2人 ニン		67.4人 ニン		67.3人 ニン		66.4		65.9人				消化器内科 ショウカキ ナイカ ショウナイ		33.8

				　精神（医療観察法） セイシン イリョウ カンサツ ホウ		60.7人 ニン		64.1人 ニン		61.6人 ニン		59.8人 ニン		63.1人 ニン		58.5人 ニン		59.7		59.6				神経内科 シンケイ ナイカ		35.9

		患者1人1日当たり入院単価（全体） カンジャ ニン ニチ ア ニュウイン タンカ				37,471円 エン		38,490円 エン		41,256円 エン		43,750円 エン		44,396円 エン		44,779円 エン		45,617円 エン		47,727円 エン				小児科 ショウニカ		35.9

				　一般		47,136円 エン		51,298円 エン		54,481円 エン		56,677円 エン		59,241円 エン		59,875円 エン		60,981円 エン		64,466円 エン				精神科 セイシン カ		18.8

				　精神（医療観察法を除く） セイシン イリョウ カンサツ ホウ ノゾ		21,400円 エン		22,580円 エン		25,011円 エン		29,752円 エン		28,973円 エン		28,728円 エン		29,432円 エン		28,927円 エン				外科 ゲカ		35.1

				　筋ジス スジ		36,706円 エン		34,066円 エン		39,336円 エン		39,914円 エン		39,767円 エン		38,828円 エン		38,912円 エン		39,382円 エン				消化器外科 ショウカキ ゲカ		50.7

				　重心 ジュウシン		34,829円 エン		34,608円 エン		36,967円 エン		37,681円 エン		37,485円 エン		38,640円 エン		38,895円 エン		39,102円 エン				脳神経外科 ノウシンケイ ゲカ		36.6

				　精神（医療観察法） セイシン イリョウ カンサツ ホウ		55,016円 エン		54,271円 エン		53,992円 エン		54,688円 エン		55,086円 エン		54,806円 エン		54,643円 エン		54,720円 エン				産婦人科 サンフジンカ		49.4

		※H29については、H30.2月まで ガツ

		【病院管理指標】

		項　目 コウ メ				H22'		H23'		H24'		H25'		H26'		H27'		H28'		H29'		29'-22'		対22'率 タイ リツ

		1日平均入院患者数 イチニチ ヘイキン ニュウイン カンジャスウ				369.3人 ニン		397.5人 ニン		404.7人 ニン		399.3人 ニン		410.3人 ニン		415.4人 ニン		419.0人 ヒト		411.7人 ニン		40.4人 ニン		111%

		患者1人1日当たり入院単価 カンジャ ニン ニチ ア ニュウイン タンカ				37,471円 エン		38,490円 エン		41,256円 エン		43,750円 エン		44,396円 エン		44,779円 エン		45,617円 エン		47,499円 エン		10,028円 エン		127%

		病床利用率 ビョウショウ リヨウリツ				80.9%		85.3%		86.8%		85.7%		88.0%		88.8%		89.5%		89.0%		8.0%		110%

		紹介率 ショウカイ リツ				69.6%		75.8%		79.1%		79.4%		77.7%		79.4%		82.7%		77.7%		8.1%		112%

		逆紹介率 ギャク ショウカイ リツ				49.6%		58.3%		52.6%		51.2%		52.1%		64.4%		64.6%		63.9%		14.3%		129%

		※H29については、「患者1人1日当たり入院単価」・「紹介率」・「逆紹介率」はH30.2月までのデータによる。 カンジャ ニン ニチ ア ニュウイン タンカ ショウカイ リツ ギャク ショウカイ リツ ガツ

																				462.8%

		【医業収支の推移】																						（単位：百万円）

		項　目 コウ メ				H22'		H23'		H24'		H25'		H26'		H27'		H28'		H29'(見込み) ミコ		29'-22'		対22'率 タイ リツ

		医業収益 イギョウ シュウエキ				6,012		6,732		7,397		7,589		7,909		8,133		8,299		8,408		2,396		140%

		医業費用 イギョウ ヒヨウ				6,569		7,070		7,377		7,445		7,997		8,050		7,932		8,241		1,672		125%

		医業収支 イギョウ シュウシ				▲ 557		▲ 338		20		143		▲ 88		82		367		167		724		230%

		医業収支率 イギョウ シュウシリツ				91.5%		95.2%		100.3%		101.9%		98.9%		101.0%		104.6%		102.0%		10.5%		111%













患者１人１日当たり入院診療収入





内科	循環器内科	消化器内科	神経内科	小児科	精神科	外科	消化器外科	脳神経外科	産婦人科	27.4	47.8	33.799999999999997	35.9	35.9	18.8	35.1	50.7	36.6	49.4	







（H28）外部資金

				【獲得した外部資金推移】																						（単位：千円）

				項　目 コウ メ		H22'		H23'		H24'		H25'		H26'		H27'		H28'		H29'		対前年度 タイ ゼンネンド		29'-22'		対22'率 タイ リツ						運営費交付金 ウンエイヒコウフキン		外部資金 ガイブ シキン

				寄付金 キン		5,188		26,000		20,400		22,546		12,998		14,490		14,525		20,644		100%		15,456		398%				平成27年度		3,874		2,821

				受託研究(企業等)		48,689		40,450		42,695		74,322		68,703		48,791		71,391		122,434		146%		73,745		251%				平成28年度		3,875		2,930

				治験(企業等)		252,586		161,184		187,522		220,671		268,226		228,495		253,216		60		111%		▲ 252,526		0%				対前年度 タイ ゼンネンド		100%		104%

				共同研究(企業等)  		11,410		9,600		112,262		66,679		36,039		51,263		88,909		147,325		173%		135,915		1291%

				製剤製造受託		0		0		0		0		49,378		52,618		45,878		0		87%		0		0%

				競争的研究資金 キョウソウテキ ケンキュウ シキン		2,255,471		2,103,908		2,008,951		1,988,043		2,085,841		2,425,567		2,455,810		60		101%		▲ 2,255,411		0%

				合計		2,573,344		2,341,142		2,371,830		2,372,261		2,521,185		2,821,224		2,929,729		290,522		104%		▲ 2,282,822		11%

								91.0%		101.3%		100.0%		106.3%		111.9%		103.8%		9.9%



																														【競争的研究資金の獲得金額推移】				（単位：千円） タンイ センエン

																																　平成27年度		平成28年度		対前年度 タイ ゼンネンド

																														競争的資金額 キョウソウテキ シキン ガク		2,425,567		2,455,810		101%

																																5,246,791		5,385,539

				運営費交付金 ウンエイヒ コウフキン												3,873,635		3,874,661		3,874,661



運営費交付金	

平成27年度	平成28年度	3874	3875	外部資金	

平成27年度	平成28年度	2821	2930	









（H28）運営費交付金

		【運営費交付金予算額】 ウンエイヒ コウフキン ヨサンガク																				（単位：百万円） タンイ ヒャクマンエン

						H22'		H23'		H24'		H25'		H26'		H27'		H28'		H29'		H30'

		研究				2,325		2,334		2,299		2,299		176		1,921		1,921		1,921		1,931

		臨床研究				1,197		1,346		1,596		1,524		1,565		1,348		1,345		1,307		1,307

		診療 シンリョウ		難病在宅支援 ナンビョウ シエン		1		1		1		1		1		1		1		106		1

				精神医療 セイシン イリョウ		97		-		-		-		-		-		-		-		-

		教育研修 キョウイク ケンシュウ				473		469		469		532		442		232		229		227		225

		情報発信 ジョウホウ ハッシン				82		76		76		76		57		51		51		60		50

		その他 タ		退職手当等 タイショク テアテ トウ		250		288		321		208		245		321		327		333		297

				運営基盤 ウンエイ キバン		170		-		-		-		-		-		-		-		-

		給与特例法相当削減 キュウヨ トクレイホウ ソウトウ サクゲン				-		-		-		▲ 106		-		-		-		-		-

		合計 ゴウケイ				4,595		4,513		4,761		4,534		2,486		3,874		3,875		3,839		3,810

		対前年度比率 タイ ゼンネンド ヒ リツ						98.2%		105.5%		95.2%		54.8%		155.8%		100.0%		99.1%		99.2%

						平成22年度		平成23年度		平成24年度		平成25年度		平成26年度		平成27年度		平成28年度		平成29年度

		運営費交付金 ウンエイヒ コウフキン				4,595		4,513		4,761		4,534		4,292		3,874		3,875		3,839

		外部資金 ガイブ シ キン				2,573		2,341		2,372		2,372		2,521		2,821		2,930		3,297

		合計 ゴウ ケイ				7,168		6,854		7,133		6,906		6,813		6,695		6,805		7,136



運営費交付金	

平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	4595	4513	4761	4534	4292	3874	3875	3839	外部資金	

平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	2573	2341	2372	2372	2521	2821	2930	3297	









構造的リスク③

								（単位：床・人） タンイ ショウ ヒト

				年度 ネンド		入院処遇中の対象患者数 ニュウイン ショグウ チュウ タイショウ カンジャ スウ		病床数 ビョウショウスウ		NCNP患者数 カンジャスウ

				H18		209		265		0

				H19		359		354		0

				H20		476		437		0

				H21		469		445		0										112.3

				H22		530		604		60.7

				H23		642		666		64.1

				H24		668		707		61.6										59.6

				H25		743		791		59.8

				H26		772		791		63.1

				H27		722		808		58.5

				H28		721		808		59.7

				H29		757		833		59.5



病床数	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	265	354	437	445	604	666	707	791	791	808	808	833	入院処遇中の対象患者数	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	209	359	476	469	530	642	668	743	772	722	721	757	









Sheet2

				病棟構成の見直し ビョウトウ コウセイ ミナオ

				病床区分		病棟名		病床数				病床数

				一般病床		２南		56床				48床

						３北		50床				46床

						４南（新）						41床

						その他 タ		100床 ショウ				100床 ショウ								12.9

						一般計		206床				235床

				精神病床		４北		35床				41床

						４南（旧）		35床												59.6

						５北		35床				41床

						５南		35床				41床

						精神計		140床				123床

				その他の病床 タ ビョウショウ				128床 ショウ				128床 ショウ

				合　　計				474床				486床





原著論文

		年 ネン		H22		H23		H24		H25		H26		H27		H28		H29

		ｲﾝﾊﾟｸﾄﾌｧｸﾀｰが付与された雑誌に掲載された原著論文数推移（暦年） フヨ ザッシ ケイサイ ゲンチョ ロンブン スウ スイイ レキネン		190		218		242		265		251		276		205		354		8.5179640719

																				59.6



ｲﾝﾊﾟｸﾄﾌｧｸﾀｰが付与された雑誌に掲載された

原著論文数の推移（暦年）



ｲﾝﾊﾟｸﾄﾌｧｸﾀｰが付与された雑誌に掲載された原著論文数推移（暦年）	

H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	190	218	242	265	251	276	205	354	







収支状況

												（単位：百万円） タンイ ヒャクマンエン

		年度収支 ネンド シュウシ		H22'		H23'		H24'		H25'		H26'		H27'（見込) ミコ		H27'-H22'

		経常収益 ケイジョウ シュウエキ		11,705		12,436		14,061		14,027		15,407		15,265		3,560

		   医業収益 イギョウ シュウエキ		6,012		6,732		7,397		7,589		7,909		8,134		2,122

		   研究収益 ケンキュウ シュウエキ		1,114		1,062		1,188		1,443		2,374		2,505		1,391				4.6

		　 運営費交付金収益 ウンエイヒ コウフキン シュウエキ		4,303		4,184		4,619		4,326		4,246		3,840		▲ 463

		   資産見返負債戻入 シサン ミカエ フサイ モド イ		14		179		442		501		532		569		555

		   その他 タ		262		279		415		168		346		217		▲ 45				59.6

		経常費用 ケイジョウ ヒヨウ		11,731		13,201		14,355		14,249		15,855		15,594		3,863

		   医業費用 イギョウ ヒヨウ		6,569		7,070		7,377		7,445		7,997		8,024		1,455

		　　　給与費 キュウヨ ヒ		3,589		3,720		3,872		3,986		4,288		4,373		784

		　　　材料費 ザイリョウヒ		1,043		1,147		1,289		1,240		1,354		1,465		422

		　　　減価償却費 ゲンカ ショウキャク ヒ		703		952		936		888		867		768		65

		　　　その他経費 タ ケイヒ		1,234		1,252		1,280		1,332		1,488		1,418		184

		   医業外費用 イギョウ ガイ ヒヨウ		5,117		6,087		6,929		6,760		7,802		7,500		2,383

		　　　給与費 キュウヨ ヒ		2,771		3,197		3,453		3,562		3,949		3,877		1,106

		　　　材料費 ザイリョウヒ		297		363		345		336		654		584		287

		　　　減価償却費 ゲンカ ショウキャク ヒ		33		223		494		539		590		644		611

		　　　その他経費 タ ケイヒ		2,015		2,303		2,636		2,323		2,608		2,394		379

		経常収支 ケイジョウ シュウシ		▲ 26		▲ 765		▲ 294		▲ 222		▲ 448		▲ 329		▲ 303

		   医業収支 イギョウ シュウシ		▲ 557		▲ 338		20		143		▲ 88		110		667

		経常収支率 ケイジョウ シュウシ リツ		99.8%		94.2%		97.9%		98.4%		97.2%		97.9%		▲1.9%

		   医業収支率 イギョウ シュウシ リツ		91.5%		95.2%		100.3%		101.9%		98.9%		101.4%		9.9%





病院管理指標

		病院管理指標 ビョウイン カンリ シヒョウ				H22'		H23'		H24'		H25'		H26'		H27'(見込) ミコ

		1日平均入院患者数（全体） イチニチ ヘイキン ニュウイン カンジャスウ ゼンタイ				369.3人 ニン		397.5人 ニン		404.7人 ニン		399.3人 ニン		410.3人 ニン		415.4人 ニン

				　一般		97.7人 ニン		108.3人 ニン		120.8人 ニン		121.8人 ニン		127.1人 ニン		135.7人 ニン

				　精神（触法を除く） セイシン ショクホウ ノゾ		113.1人 ニン		125.2人 ニン		125.4人 ニン		122.4人 ニン		128.5人 ニン		129.0人 ニン

				　筋ジス スジ		38.3人 ニン		33.0人 ニン		30.7人 ニン		28.1人 ニン		24.2人 ニン		24.9人 ニン				2.1

				　重心 ジュウシン		59.5人 ニン		66.9人 ニン		66.2人 ニン		67.2人 ニン		67.4人 ニン		67.3人 ニン

				　精神（触法） セイシン ショクホウ		60.7人 ニン		64.1人 ニン		61.6人 ニン		59.8人 ニン		63.1人 ニン		58.5人 ニン

		患者1人1日当たり入院単価（全体） カンジャ ニン ニチ ア ニュウイン タンカ				37,471円 エン		38,490円 エン		41,256円 エン		43,750円 エン		44,396円 エン		44,774円 エン				59.6

				　一般		47,136円 エン		51,298円 エン		54,481円 エン		56,677円 エン		59,241円 エン		59,875円 エン

				　精神（触法を除く） セイシン ショクホウ ノゾ		21,400円 エン		22,580円 エン		25,011円 エン		29,752円 エン		28,973円 エン		28,728円 エン

				　筋ジス スジ		36,706円 エン		34,066円 エン		39,336円 エン		39,914円 エン		39,767円 エン		38,828円 エン

				　重心 ジュウシン		34,829円 エン		34,608円 エン		36,967円 エン		37,681円 エン		37,485円 エン		38,640円 エン

				　精神（触法） セイシン ショクホウ		55,016円 エン		54,271円 エン		53,992円 エン		54,688円 エン		55,086円 エン		54,806円 エン

		平均在院日数（全体） ヘイキン ザイイン ニッスウ				50.3日 ヒ		44.8日 ヒ		37.0日 ヒ		32.3日 ヒ		31.9日 ヒ		31.4日 ヒ

				　一般		20.1日 ヒ		18.4日 ヒ		17.1日 ヒ		15.9日 ヒ		14.9日 ヒ		15.4日 ヒ

				　精神（触法を除く） セイシン ショクホウ ノゾ		52.6日 ヒ		51.5日 ヒ		40.7日 ヒ		34.1日 ヒ		40.1日 ヒ		41.4日 ヒ

				　筋ジス スジ		-		12083.0日 ヒ		7480.7日 ヒ		2281.1日 ヒ		-		-

				　重心 ジュウシン		232.9日 ヒ		142.3日 ヒ		97.7日 ヒ		67.1日 ヒ		63.7日 ヒ		55.6日 ヒ

				　精神（触法） セイシン ショクホウ		913.0日 ヒ		721.4日 ヒ		632.8日 ヒ		642.1日 ヒ		719.6日 ヒ		620.7日 ヒ

		病床利用率 ビョウショウ リヨウリツ				80.9%		85.3%		86.8%		85.7%		88.0%		88.8%

		1日平均外来患者数 イチニチ ヘイキン ガイライ カンジャスウ				450.7人 ニン		478.1人 ニン		485.6人 ニン		487.6人 ニン		489.6人 ニン		479.7人 ニン

		患者1人1日当たり外来単価 カンジャ ニン ニチ ア ガイライ タンカ				9,772円 エン		9,736円 エン		9,801円 エン		10,257円 エン		10,814円 エン		10,976円 エン

		紹介率 ショウカイ リツ				69.6%		75.8%		79.1%		79.4%		77.7%		79.4%

		逆紹介率 ギャク ショウカイ リツ				49.6%		58.3%		52.6%		51.2%		52.1%		64.4%

		手術件数 シュジュツ ケンスウ				253件 ケン		243件 ケン		310件 ケン		311件 ケン		297件 ケン		305件 ケン

		薬剤管理指導料件数 ヤクザイ カンリ シドウ リョウ ケンスウ				484件 ケン		5,375件 ケン		7,509件 ケン		6,877件 ケン		8,910件 ケン		9,054件 ケン

		放射線検査件数 ホウシャセン ケンサ ケンスウ				10,157件 ケン		18,371件 ケン		20,883件 ケン		21,441件 ケン		21,701件 ケン		23,900件 ケン

		臨床検査件数 リンショウ ケンサ ケンスウ				536,807件 ケン		619,219件 ケン		683,573件 ケン		713,835件 ケン		762,627件 ケン		678,469件 ケン





病院管理指標 (事前レク)

		病院管理指標 ビョウイン カンリ シヒョウ				H22'		H23'		H24'		H25'		H26'		H27'

		1日平均入院患者数 イチニチ ヘイキン ニュウイン カンジャスウ				369.3人 ニン		397.5人 ニン		404.7人 ニン		399.3人 ニン		410.3人 ニン		415.4人 ニン

				　一般		97.7人 ニン		108.3人 ニン		120.8人 ニン		121.8人 ニン		127.1人 ニン		135.7人 ニン

				　精神（触法を除く） セイシン ショクホウ ノゾ		113.1人 ニン		125.2人 ニン		125.4人 ニン		122.4人 ニン		128.5人 ニン		129.0人 ニン

				　筋ジス スジ		38.3人 ニン		33.0人 ニン		30.7人 ニン		28.1人 ニン		24.2人 ニン		24.9人 ニン				0.7

				　重心 ジュウシン		59.5人 ニン		66.9人 ニン		66.2人 ニン		67.2人 ニン		67.4人 ニン		67.3人 ニン

				　精神（触法） セイシン ショクホウ		60.7人 ニン		64.1人 ニン		61.6人 ニン		59.8人 ニン		63.1人 ニン		58.5人 ニン

		患者1人1日当たり入院単価 カンジャ ニン ニチ ア ニュウイン タンカ				37,471円 エン		38,490円 エン		41,256円 エン		43,750円 エン		44,396円 エン		44,770円 エン				59.6

				　一般		47,136円 エン		51,298円 エン		54,481円 エン		56,677円 エン		59,241円 エン		59,875円 エン

				　精神（触法を除く） セイシン ショクホウ ノゾ		21,400円 エン		22,580円 エン		25,011円 エン		29,752円 エン		28,973円 エン		28,728円 エン

				　筋ジス スジ		36,706円 エン		34,066円 エン		39,336円 エン		39,914円 エン		39,767円 エン		38,828円 エン

				　重心 ジュウシン		34,829円 エン		34,608円 エン		36,967円 エン		37,681円 エン		37,485円 エン		38,640円 エン

				　精神（触法） セイシン ショクホウ		55,016円 エン		54,271円 エン		53,992円 エン		54,688円 エン		55,086円 エン		54,806円 エン

		平均在院日数（全体） ヘイキン ザイイン ニッスウ				50.3日 ヒ		44.8日 ヒ		37.0日 ヒ		32.3日 ヒ		31.9日 ヒ		31.4日 ヒ

				　一般		20.1日 ヒ		18.4日 ヒ		17.1日 ヒ		15.9日 ヒ		14.9日 ヒ		15.4日 ヒ

				　精神（触法を除く） セイシン ショクホウ ノゾ		52.6日 ヒ		51.5日 ヒ		40.7日 ヒ		34.1日 ヒ		40.1日 ヒ		41.4日 ヒ

				　筋ジス スジ		-		12083.0日 ヒ		7480.7日 ヒ		2281.1日 ヒ		-		-

				　重心 ジュウシン		232.9日 ヒ		142.3日 ヒ		97.7日 ヒ		67.1日 ヒ		63.7日 ヒ		55.6日 ヒ

				　精神（触法） セイシン ショクホウ		913.0日 ヒ		721.4日 ヒ		632.8日 ヒ		642.1日 ヒ		719.6日 ヒ		620.7日 ヒ

		病床利用率 ビョウショウ リヨウリツ				80.9%		85.3%		86.8%		85.7%		88.0%		88.8%

		1日平均外来患者数 イチニチ ヘイキン ガイライ カンジャスウ				450.7人 ニン		478.1人 ニン		485.6人 ニン		487.6人 ニン		489.6人 ニン		479.7人 ニン

		患者1人1日当たり外来単価 カンジャ ニン ニチ ア ガイライ タンカ				9,772円 エン		9,736円 エン		9,801円 エン		10,257円 エン		10,814円 エン		10,976円 エン

		紹介率 ショウカイ リツ				69.6%		75.8%		79.1%		79.4%		77.7%		79.4%

		逆紹介率 ギャク ショウカイ リツ				49.6%		58.3%		52.6%		51.2%		52.1%		64.4%

		手術件数 シュジュツ ケンスウ				253件 ケン		243件 ケン		310件 ケン		311件 ケン		297件 ケン		305件 ケン

		薬剤管理指導料件数 ヤクザイ カンリ シドウ リョウ ケンスウ				484件 ケン		5,375件 ケン		7,509件 ケン		6,877件 ケン		8,910件 ケン		9,054件 ケン

		放射線検査件数 ホウシャセン ケンサ ケンスウ				10,157件 ケン		18,371件 ケン		20,883件 ケン		21,441件 ケン		21,701件 ケン		23,900件 ケン

		臨床検査件数 リンショウ ケンサ ケンスウ				536,807件 ケン		619,219件 ケン		683,573件 ケン		713,835件 ケン		762,627件 ケン		678,469件 ケン

						H26'		目標 モクヒョウ		H27'

				後発医薬品　数量シェア コウハツ イヤクヒン スウリョウ		63.2%		65.0%		68.3%

						H26'		目標 モクヒョウ		H27'

				一般管理費(人件費、公租公課を除く) イッパン カンリヒ ジンケンヒ コウソ コウカ ノゾ		110,424		93,840		87,379



後発医薬品　数量シェア



後発医薬品　数量シェア	







H26'	目標	H27'	0.63200000000000001	0.65	0.68300000000000005	







一般管理費(人件費、公租公課を除く)	

H26'	目標	H27'	110424	93840	87379	







病院管理指標 (本番)

		病院管理指標の推移 ビョウイン カンリ シヒョウ スイイ				H22'		H23'		H24'		H25'		H26'		H27'		H28'

		1日平均入院患者数（全体） イチニチ ヘイキン ニュウイン カンジャスウ ゼンタイ				369.3人 ニン		397.5人 ニン		404.7人 ニン		399.3人 ニン		410.3人 ニン		415.4人 ニン		419.0

				　一般		97.7人 ニン		108.3人 ニン		120.8人 ニン		121.8人 ニン		127.1人 ニン		135.7人 ニン						内科 ナイカ		27.4

				　精神（医療観察法を除く） セイシン イリョウ カンサツ ホウ ノゾ		113.1人 ニン		125.2人 ニン		125.4人 ニン		122.4人 ニン		128.5人 ニン		129.0人 ニン		128.4				循環器内科 ジュンカン キ ナイカ		47.8

				　筋ジス スジ		38.3人 ニン		33.0人 ニン		30.7人 ニン		28.1人 ニン		24.2人 ニン		24.9人 ニン				0.2		消化器内科 ショウカキ ナイカ ショウナイ		33.8

				　重心 ジュウシン		59.5人 ニン		66.9人 ニン		66.2人 ニン		67.2人 ニン		67.4人 ニン		67.3人 ニン						神経内科 シンケイ ナイカ		35.9

				　精神（医療観察法） セイシン イリョウ カンサツ ホウ		60.7人 ニン		64.1人 ニン		61.6人 ニン		59.8人 ニン		63.1人 ニン		58.5人 ニン		59.7				小児科 ショウニカ		35.9

		患者1人1日当たり入院単価（全体） カンジャ ニン ニチ ア ニュウイン タンカ				37,471円 エン		38,490円 エン		41,256円 エン		43,750円 エン		44,396円 エン		44,774円 エン				59.6		精神科 セイシン カ		18.8

				　一般		47,136円 エン		51,298円 エン		54,481円 エン		56,677円 エン		59,241円 エン		59,875円 エン						外科 ゲカ		35.1

				　精神（医療観察法を除く） セイシン イリョウ カンサツ ホウ ノゾ		21,400円 エン		22,580円 エン		25,011円 エン		29,752円 エン		28,973円 エン		28,728円 エン						消化器外科 ショウカキ ゲカ		50.7

				　筋ジス スジ		36,706円 エン		34,066円 エン		39,336円 エン		39,914円 エン		39,767円 エン		38,828円 エン						脳神経外科 ノウシンケイ ゲカ		36.6

				　重心 ジュウシン		34,829円 エン		34,608円 エン		36,967円 エン		37,681円 エン		37,485円 エン		38,640円 エン						産婦人科 サンフジンカ		49.4

				　精神（医療観察法） セイシン イリョウ カンサツ ホウ		55,016円 エン		54,271円 エン		53,992円 エン		54,688円 エン		55,086円 エン		54,806円 エン		5,464

		平均在院日数（全体） ヘイキン ザイイン ニッスウ				50.3日 ヒ		44.8日 ヒ		37.0日 ヒ		32.3日 ヒ		31.9日 ヒ		31.4日 ヒ

				　一般		20.1日 ヒ		18.4日 ヒ		17.1日 ヒ		15.9日 ヒ		14.9日 ヒ		15.4日 ヒ

				　精神（触法を除く） セイシン ショクホウ ノゾ		52.6日 ヒ		51.5日 ヒ		40.7日 ヒ		34.1日 ヒ		40.1日 ヒ		41.4日 ヒ

				　筋ジス スジ		-		12083.0日 ヒ		7480.7日 ヒ		2281.1日 ヒ		-		-

				　重心 ジュウシン		232.9日 ヒ		142.3日 ヒ		97.7日 ヒ		67.1日 ヒ		63.7日 ヒ		55.6日 ヒ

				　精神（触法） セイシン ショクホウ		913.0日 ヒ		721.4日 ヒ		632.8日 ヒ		642.1日 ヒ		719.6日 ヒ		620.7日 ヒ

		病床利用率 ビョウショウ リヨウリツ				80.9%		85.3%		86.8%		85.7%		88.0%		88.8%

		1日平均外来患者数 イチニチ ヘイキン ガイライ カンジャスウ				450.7人 ニン		478.1人 ニン		485.6人 ニン		487.6人 ニン		489.6人 ニン		479.7人 ニン

		患者1人1日当たり外来単価 カンジャ ニン ニチ ア ガイライ タンカ				9,772円 エン		9,736円 エン		9,801円 エン		10,257円 エン		10,814円 エン		10,976円 エン

		紹介率 ショウカイ リツ				69.6%		75.8%		79.1%		79.4%		77.7%		79.4%

		逆紹介率 ギャク ショウカイ リツ				49.6%		58.3%		52.6%		51.2%		52.1%		64.4%

		手術件数 シュジュツ ケンスウ				253件 ケン		243件 ケン		310件 ケン		311件 ケン		297件 ケン		305件 ケン

		薬剤管理指導料件数 ヤクザイ カンリ シドウ リョウ ケンスウ				484件 ケン		5,375件 ケン		7,509件 ケン		6,877件 ケン		8,910件 ケン		9,054件 ケン

		放射線検査件数 ホウシャセン ケンサ ケンスウ				10,157件 ケン		18,371件 ケン		20,883件 ケン		21,441件 ケン		21,701件 ケン		23,900件 ケン

		臨床検査件数 リンショウ ケンサ ケンスウ				536,807件 ケン		619,219件 ケン		683,573件 ケン		713,835件 ケン		762,627件 ケン		678,469件 ケン



患者１人１日当たり入院診療収入





内科	循環器内科	消化器内科	神経内科	小児科	精神科	外科	消化器外科	脳神経外科	産婦人科	27.4	47.8	33.799999999999997	35.9	35.9	18.8	35.1	50.7	36.6	49.4	







27概算要求

				平成２８年度予算案　国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター ヘイセイ ネンド ヨサン アン コクリツ ケンキュウ カイハツ ホウジン コクリツ セイシン シンケイ イリョウ ケンキュウ



				◎運営費交付金（既定分） ウンエイヒ コウフキン キテイ ブン

				区　　　　　　　　　　　　　　　分 ク ブン								平成22年度
予算額 ヘイセイ ネンド ヨサンガク		平成23年度
予算額 ヘイセイ ネンド ヨサンガク		平成24年度
予算額 ヘイセイ ネン ド ヨサンガク		平成25年度
予算額 ヘイセイ ネン ド ヨサンガク		平成26年度
予算額 ヘイセイ ネン ド ヨサンガク		平成27年度
予算額 ヘイセイ ネン ド ヨサン ガク



				Ⅰ　研究・臨床研究の推進 ケンキュウ リンショウ ケンキュウ スイシン		1　研究推進事業 ケンキュウ スイシン ジギョウ		(1)　研究基盤経費 ケンキュウ キバン ケイヒ		研究所 ケンキュウジョ		2,324,894		2,087,108		2,052,511		2,052,511		0		1,782,470

										IBIC		-		246,399		246,399		246,269		176,269		138,969

						2　臨床研究推進事業 リンショウ ケンキュウ スイシン ジギョウ		(1)　臨床研究基盤経費 リンショウ ケンキュウ キバン ケイヒ		TMC		56,994		52,450		115,229		272,213		202,213		181,992

										クラスター		128,768		62,779		0		0		60		0

										バイオリソース		-		300,000		300,000		0		0		0

										CBTセンター		-		98,045		98,045		97,930		88,040		79,236

										知的財産 チテキ ザイサン		-		31,722		31,524		95,286		70,286		63,258

										バイオバンク		-		-		150,000

作成者: プラットフォーム構築事業		158,069

作成者: ・バイオリソース
　66,735千円
・遺伝子情報解析
　26,154千円
・臨床情報プラットフォーム
　54,507千円
・セントラルバンク構築
　10,573千円		158,069		158,069

										メンタルケアモデル		-		-		100,000		99,958		80,958		29,075

										治験・臨床研究運営事業 チケン リンショウ ケンキュウ ウンエイ ジギョウ										214,841		214,841

										治験・臨床研究推進事業 チケン リンショウ ケンキュウ スイシン ジギョウ												71,135

								(2)　精神・神経医療研究開発費 セイシン シンケイ イリョウ ケンキュウ カイハツヒ				1,011,600		800,808		800,808		800,808		750,808		550,000

						小計 ショウケイ						3,522,256		3,679,311		3,894,516		3,823,044		1,741,544		3,269,045

				Ⅱ　医療の均てん化 イリョウ キン カ		1　精神・神経疾患診療均てん化事業 セイシン シンケイ シッカン シンリョウ キン カ ジギョウ		(1)　神経難病患者在宅医療支援経費 シンケイ ナンビョウ カンジャ ザイタク イリョウ シエン ケイヒ				1,007		1,001		1,001		1,008		1,008		1,036

						小計 ショウケイ						1,007		1,001		1,001		1,008		1,008		1,036

				Ⅲ　人材育成 ジンザイ イクセイ		1　専門医師等育成事業 センモン イシ トウ イクセイ ジギョウ		(1)　指導医・レジデント・修錬医経費 シドウ イ シュウレン イ ケイヒ				447,562		446,165		446,165		509,533		419,035		208,936

						2　教育研修事業 キョウイク ケンシュウ ジギョウ		(1)　教育研修経費（看護） キョウイク ケンシュウ ケイヒ カンゴ				14,192		14,047		14,047		14,018		14,018		14,018

								(2)　発達障害研修経費 ハッタツ ショウガイ ケンシュウ ケイヒ				11,296		8,674		8,674		8,674		8,674		8,674

						小計 ショウケイ						473,050		468,886		468,886		532,225		441,727		231,628

				Ⅳ　情報発信 ジョウホウ ハッシン		1　情報提供事業 ジョウホウ テイキョウ ジギョウ		(1)　自殺予防総合対策センター経費 ジサツ ヨボウ ソウゴウ タイサク ケイヒ				80,450		74,698		74,698		74,634		55,236		49,712

						2　政策提言事業 セイサク テイゲン ジギョウ		(1)　政策提言経費 セイサク テイゲン ケイヒ				1,374		1,374		1,374		1,374		1,374		1,374

						小計 ショウケイ						81,824		76,072		76,072		76,008		56,610		51,086

				Ⅴ　診療事業 シンリョウ ジギョウ		1　精神医療事業 セイシン イリョウ ジギョウ		(1)　精神医療経費 セイシン イリョウ ケイヒ				97,344		0		0		0		0		0

						小計 ショウケイ						97,344		0		0		0		0		0

				Ⅵ　運営基盤安定化 ウンエイ キバン アンテイカ		1　運営基盤確保事業 ウンエイ キバン カクホ ジギョウ		(1)　運営基盤経費 ウンエイ キバン ケイヒ				169,783		0		0		0		0		0

								(2)　退職手当 タイショク テアテ				250,070		288,000		320,865		207,726		244,774		320,840

						小計 ショウケイ						419,853		288,000		320,865		207,726		244,774		320,840

				　　給与特例法相当削減額 キュウヨ トクレイホウ ソウトウ サクゲンガク								0		0		0		△105,711		0		0

						小計 ショウケイ						0		0		0		△105,711		0		0

				戻し分 モド ブン

						小計 ショウケイ

				合　　　　　　　　　　　　　　　計 ゴウ ケイ								4,595,334		4,513,270		4,761,340		4,534,300		2,485,663		3,873,635

												-		98.21%		105.50%		95.23%		54.82%		155.84%

				◎施設整備費補助金 シセツ セイビヒ ホジョキン

				整備名 セイビ メイ																		平成27年度
概算要求額 ヘイセイ ネン ド ガイサン ヨウキュウ ガク
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Sheet3

						平成22年度
予算額 ヘイセイ ネンド ヨサンガク		平成23年度
予算額 ヘイセイ ネンド ヨサンガク		平成24年度
予算額 ヘイセイ ネン ド ヨサンガク		平成25年度
予算額 ヘイセイ ネン ド ヨサンガク		平成26年度
予算額 ヘイセイ ネン ド ヨサンガク		平成27年度
予算額 ヘイセイ ネン ド ヨサン ガク



		研究				2,325		2,334		2,299		2,299		176		1,921

		臨床研究				1,197		1,346		1,596		1,524		1,565		1,348

		診療 シンリョウ		難病在宅支援 ナンビョウ シエン		1		1		1		1		1		1

				精神医療 セイシン イリョウ		97		-		-		-		-		-

		教育研修 キョウイク ケンシュウ				473		469		469		532		442		232

		情報発信 ジョウホウ ハッシン				82		76		76		76		57		51

		その他 タ		退職手当 タイショク テアテ		250		288		321		208		245		321

				運営基盤 ウンエイ キバン		170		-		-		-		-		-

		給与特例法相当削減 キュウヨ トクレイホウ ソウトウ サクゲン				-		-		-		▲ 106		-		-

		合計 ゴウケイ				4,595		4,513		4,761		4,534		2,486		3,874

		対前年度比率 タイ ゼンネンド ヒ リツ						98.2%		105.5%		95.2%		54.8%		155.8%

						H22'		H23'		H24'		H25'		H26'		H27'

		運営費交付金予算 ウンエイヒ コウフキン ヨサン				4,595		4,513		4,761		4,534		4,292		3,874

		外部資金 ガイブ シ キン				2,573		2,341		2,372		2,372		2,521		2,821

		合計 ゴウ ケイ				7,168		6,854		7,133		6,906		6,813		6,695



運営費交付金及び外部資金の推移



運営費交付金予算	

H22'	H23'	H24'	H25'	H26'	H27'	4595	4513	4761	4534	4292	3874	外部資金	

H22'	H23'	H24'	H25'	H26'	H27'	2573	2341	2372	2372	2521	2821	







Sheet1

				H28'以前 イゼン		H27'		H28'		H29'		H30'		H31'		H32'		H34'		H35'		H36'

				818,337,484		886,600,637		43,771,140		154,098,105		1,189,685,325		189,215,506		29,145,073		89,397,690		13,817,740		12,111,750

								H29'以前 イゼン		H30'		H31'		H32'		H33'以降 イコウ

						平成27年度末時点における医療機器等耐用年数経過 ヘイセイ ネンド マツ ジテン イリョウ キキ トウ タイヨウ ネンスウ ケイカ		1,903		1,190		189		29		115				3,426



平成27年度末時点における

医療機器等耐用年数経過



平成27年度末時点における医療機器等耐用年数経過	

H29'以前	H30'	H31'	H32'	H33'以降	1903	1190	189	29	115	単位：百万円









合計：3,426百万円
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経営改善等の取組③

● 患者サービス向上のための病棟再編

（「脳とこころの総合ケア病棟」開棟等）

● 医療機器等の更新、ネットワークシステム、建物等整備について、経営見通しに合わせた投資計
画の具体化

● 研究職の業績評価制度について、これまでの目標達成型評価基準を改め、定量的評価を中心と
した評価基準とし、より適切に研究実績を評価に反映できるよう改善（平成３０年度施行）

● 多様な人材の確保と組織の活性化及び医療等の均てん化促進のため、国、国立病院機構、他
の機関等との人事交流を継続的に実施（医師、研究者、看護師、メディカルスタッフ、事務職等）

● サービス向上と業務の効率化のため医師等の業務マニュアルの統一化などの実施

● 運営・経営改善を前提に医療的ニーズや研究領域等の状況を踏まえた業務量と人員のバランス
の検証のよる増員等の人員配置見直し

● アクションプランについて、年度計画が確実に実施できるように四半期単位で進捗管理の実施

● 分かりやすい国民目線の情報開示のためホームページのリニューアル等の取り組み

運営戦略
会議
（H28.4設置）

・中長期的な
運営戦略

・PDCAによ
る経営改善
の推進

・研究所と病
院の連携推
進

→ 全国から難病患者等を受け入れることで入院の
ニーズが高まっている一般病棟と、地域で生活し
ながら治療にあたることで入院から通院に移行が
進む精神科の状況を踏まえて、患者サービス向上
のため病棟構成の再編成を行った。（30.1完了）

病棟構成の見直し
病床区分 病棟名 病床数 病床数
一般病床 ２南 56床 48床

３北 50床 46床
４南（新） 41床
その他 100床 100床
一般計 206床 235床

精神病床 ４北 35床 41床
４南（旧） 35床
５北 35床 41床
５南 35床 41床
精神計 140床 123床

128床 128床
474床 486床

その他の病床
合　　計
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