
概  要 

 

２．運営機構と委員会 
（令和元年 6月 1日現在） 

（1）運営企画会議 

病院長の諮問に基づき、附属病院の組織を機動的かつ円

滑な運営を図るため運営企画会議を設置している。 

 

（2）副病院長の設置 

副病院長として、竹原消化器内科長（人事労務・医療安全

担当）、土岐消化器外科長（再開発・がん診療担当）、樂木老

年・高血圧内科長（教育・診療体制・財務担当）及び越村看

護部長（ホスピタリティ担当）がそれぞれ分担している。 

 

（3）病院長補佐の設置 

病院長補佐として、大薗小児科長、坂田循環器内科長、富

山放射線診断・ＩＶＲ科長、野々村泌尿器科長、松村医療情

報部長、中島中央クオリティマネジメント部長、延原事務部

長の7名が就任している。 

 

（4）各種委員会 

病院長のもとに設置され活動している。令和元年度委員

会は次のとおりである。 

 

1）管理運営関係 

病院長・副病院長会議 

運営企画会議 

病院運営会議 

診療局長等連絡会議 

外来医長会 

病棟医長会 

人事労務委員会 

患者サービス検討委員会 

産学官連携問題委員会 

在宅療養委員会 

広報委員会 

アニュアルレポート作成小委員会 

予算委員会 

評価委員会 

中期目標・計画ＷＧ 

情報化等推進委員会 

ボランティア委員会 

情報公開・個人情報保護委員会 

棚卸実施委員会 

医学系研究補償委員会 

診療看護倫理委員会 

ディスポーザブル医療材料委員会 

省エネルギー推進ワーキング 

附属病院戦略会議 

再開発委員会 

臨床研究中核戦略イニシアティブ 

外部評価受審対策委員会 

病院機能評価小委員会 

2）防災・安全管理関係 

統括医療安全管理委員会 

リスクマネジメント委員会 

感染対策委員会 

エイズ予防対策小委員会 

医療クオリティ審議委員会 

医療事故対策委員会 

医薬品安全管理委員会 

医療機器安全管理委員会 

医療機器安全管理小委員会 

医病・歯病事業場安全衛生管理委員会 

安全衛生管理委員会 

放射線安全委員会 

短寿命放射性薬剤安全管理委員会 

防火・防災委員会 

消防計画策定ＷＧ 

災害予防対策ＷＧ 

医療ガス安全管理委員会 

情報セキュリティ委員会 

事故（自然災害及び医療に伴う事故を除く）調査・

対策委員会 

3）建物関係 

病院整備委員会 

4）医事関係 

保険管理委員会 

保険管理小委員会 

ＤＰＣ委員会 

医事紛争対策委員会 

移植医療委員会 

脳死判定に関する委員会 

診療体制検討委員会 

病歴管理委員会 

院内がん登録小委員会 

遺伝子治療臨床研究審査委員会 

病床管理委員会 

診療情報提供委員会 

インフォームド・コンセント委員会 

クリニカルパス委員会 

がん診療地域連携パス小委員会 

心臓移植・補助人工心臓適応検討委員会 

臨床研究総括委員会 

臨床研究マネジメント委員会 

臨床研究審査委員会 

介入研究倫理審査委員会 

観察研究倫理審査委員会 

患者申出療養委員会 

ＩＲＵＤ運営委員会 

高難度新規医療技術評価委員会 

未承認新規医薬品等診療評価委員会 

ＩＲＵＤ診断委員会 

5）薬事関係 

薬事委員会 

治験審査委員会 

薬剤関連検討会 

6）医員関係 

臨床研修管理委員会 

臨床研修検討委員会 

臨床研修委員会 

医員（研修医）採用選考試験委員会 
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7）学務関係 

臨床修練等運営委員会 

遺体を用いた手術手技研修に関する専門委員会 

8）その他 

ハラスメント対策委員会

児童虐待防止委員会 

児童虐待防止専門委員会 

9）中央診療施設関係 

医療技術部運営委員会 

臨床検査部運営部会 

手術部運営部会 

放射線部運営部会 

総合周産期母子医療センター運営部会 

材料部運営部会 

集中治療部運営部会 

病理部運営部会 

リハビリテーション部運営部会 

輸血部運営部会 

輸血療法監査委員会 

総合診療部運営部会 

医療情報部運営部会 

高度救命救急センター運営部会 

感染制御部運営部会 

感染制御部ＩＣＴ企画委員会 

中央クオリティマネジメント部運営部会 

（リスクマネジャー会議）

血液浄化部運営部会 

透析機器安全管理委員会 

保健医療福祉ネットワーク部運営委員会 

移植医療部運営部会 

栄養マネジメント部運営部会 

栄養マネジメント部栄養管理小委員会 

遺伝子診療部運営委員会 

看護部キャリア開発センター運営委員会 

脳卒中センター運営委員会 

前立腺センター運営委員会 

化学療法部（腫瘍センター）運営部会 

睡眠医療センター運営委員会 

内視鏡センター運営委員会 

疼痛医療センター運営委員会 

生殖医療センター運営委員会 

超音波検査センター運営委員会 

ハートセンター運営委員会 

小児医療センター運営委員会 

オンコロジーセンター運営委員会

放射線治療部運営委員会 

呼吸器センター運営委員会 

未来医療開発部運営委員会 

未来医療開発部運営企画会議 

てんかんセンター運営委員会 

消化器センター運営委員会 

ＩＶＲセンター運営委員会 

胎児診断治療センター運営委員会 

難病医療推進センター運営委員会 

未来医療開発部国際医療センター運営委員会 

子どものこころの診療センター運営委員会 

高難度新規医療技術審査部運営部会 

未承認新規医薬品等診療審査部運営部会 

がんゲノム医療センター運営委員会 

糖尿病センター運営委員会 

ＡＩ医療センター運営委員会 

緩和医療センター運営委員会 
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