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Ⅰ. はじめに 

Ⅱ. 知る 

Ⅲ. 考える 

Ⅳ. 参加する 

Practica 
Practicaとは「実践」を意味するラテン語です 

公益財団法人日本医療機能評価機構 

VOL.3 2016 年7月1日 

  病院の「継続的な質改善活動」を支援するため、様々なサービスを 

用意しています。積極的にご活用ください。 

◆ 患者安全に向けた活動を現場から発信する認定病院患者安全推進協議会 

◆ 院内の質改善活動の中心的役割を担う人材を養成する医療クオリティ マネジャー養成セミナー 

◆ 対話を通じて解決を目指す人材を養成する医療対話推進者養成セミナー 

  今月の特集は「医療クオリティ マネジャー養成セミナー」です。 

  事務局がよくお問い合わせをいただく質問等から、毎号いくつかの話題を 

課題としてリメイクし、双方向のディスカッションを展開します。 

◆ Question１ あなたの病院はどうしていますか？ 

◆ Question２ あなたならどうしますか？ 

  前回の Quistions のテーマは「医療安全（薬剤管理）」です。 

  積極的にご意見をお寄せください。（投稿の方法はこちら） 

  第三世代の病院機能評価を受審された病院の取り組みの中から、 

より多くの病院にお届けしたい内容を毎号、掲載します。 

◆ 質改善活動報告シート（期中の確認・様式2）の内容から 

◆ Improve（認定病院の改善事例紹介シリーズ）アーカイブズ 

  今月のテーマは「教育・研修、実習」です。 

  ※ Improveは第三世代の病院機能評価を活用し、改善に取り組んだ病院の事例を紹介する小冊子です。 

  この冊子の紹介、企画の意図を通して、私たち評価機構が考える 

病院組織の「継続的な質改善活動」についてお伝えします。 

写真提供：久米・脇坂 
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「認定期間中の確認（期中の確認）」を 

病院内でどのように活用されましたか？ 

継続的質改善活動のこと 

  現在運用中の第三世代の病院機能評価では、評価を 

通して病院組織が継続して質の改善活動に取り組むことを 

支援しています。 

  病院機能評価の受審をきっかけに、自律的な組織活動 

が実現され、職員の改善意欲の醸成や組織の活性化が図 

られていくこと、これにより医療サービスの質の向上や、安全で 

安心な医療の提供につながるものと考えています。 

期中の確認のこと 

  期中の確認は、前回と次回の審査のちょうど中間点にあ 

たります。評価項目を使って、病院内の活動の振り返りをし 

ていただく中で、認定からの2年間で改善がみられた点、ある 

  このページでは、この冊子の紹介、企 

画の意図を通して、私たち評価機構が 

考える病院組織の「継続的な質改善活 

動」についてお伝えします。 

“継続的質改善活動とは” 

Ⅰ はじめに 

いは、課題を抱えたままの点が浮き彫りになるかもしれません。 

  期中の確認は、審査ではありません。この機会を、病院の外からの刺激として上手く活用していただくことで、 

病院の質改善活動のさらなる活性化につなげていただくことを心から期待しております。 

この冊子のこと 

  「継続的な質改善活動」が大事そうなこ 

とは伝わってきた---、では、具体的に何を 

すればいいのでしょうか？ 

  この冊子は、それらの声に応えるべく、 

様々な事例や考え方あるいはイベントの紹 

介を通して、それらのヒントを提供していき 

ます。 

  取り上げてほしい話題や、情報があれば 

お気軽にご意見をお寄せください。 
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  今回は、「教育・研修、実習」をテーマに、皆様にご紹介したい病院の取り組みとして、２つの改善事例を

取り上げます。 

  職員への教育・研修において、全職員が参加できるような工夫や、欠席者への配慮について苦労されてい 

る病院の皆様は多いのではないでしょうか。今回ご紹介する２事例は、全職員を巻き込むために、実施回数 

や職員への周知方法、参加者のモチベーション向上など、様々な工夫をしています。 

  皆様の病院でも実践できるヒントがあるかもしれません。ぜひ、参考になさってください。 

今月のテーマ 「教育・研修、実習」 

  期中の確認において「質改善活動報告シート」

にてご提出いただいた内容や、制作している冊子

などから、多くの病院にお伝えしたい内容をピック

アップしてご紹介していきます。 

“他施設での取り組み” 

Ⅱ 知る 

【活動の背景・きっかけ】 

  全職員対象の感染対策研修は、医療法でも定められている必須研修であるが、多忙な業務の中、研修 

の参加率は低い現状であった。医療従事者である全職員が、院内感染対策に関する基本的な知識を獲 

得する場として、参加率向上に向けて今回の研修を企画した。  

【活動の内容・成果】 

  院内研修の参加率が低い背景としては、業務中のため参加できない状況や、交代勤務による制限など、 

本人の意思だけではない部分も多く、より多くの職員が参加しやすいように、同じ研修内容を複数回実施す 

【受審時の機能種別】 

 一般病院２（２００床以上） 

事例１：全職員対象感染対策研修の実施 
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ることを検討した。研修場所の確保や主催する側の時間調整を 

したうえで、約３週間にわたり、計１８回の研修を実施した。 

  研修時間においても、業務時間内で比較的参加しやすい昼 

前後の時間で２枠と、日勤業務直後の夕方に１枠設定、開 

催時間も４５分とし、長時間の拘束とならないよう計画した。 

  研修開催の周知方法としては、新病院で設置された職員 

向けのデジタルサイネージを利用し、タイムリーに開催のお知らせ 

を掲示した。また、朝礼や師長会・医局会でも研修の参加を呼びかけた。さらに、開催日程を提示したうえ 

で、事前参加登録制とし、職場長に提出を依頼することで、職員がいつ研修に参加するかを意識することが 

できた。結果、ほぼ予定どおりの日程に参加する職員が多かった。 

  研修内容としては、講義は標準予防策の基本的な内容とし、手指衛生の５つのタイミングを講義したうえ 

で、実際の臨床場面を想定したロールプレイングや、手洗いチェッカーを用いての手指衛生の実践など、参加 

者が体験できる内容を取り入れたことで、参加した職員からも好評であり、参加率向上にも繋がったと評価す 

る。 

  今回の研修企画で、全職員中89％の職員が参加し、当院における全研修の中でも、非常に高い参加

率となった。 

【工夫・アピールポイント】   

  研修期間中にも、研修風景をリアルタイムにデジタルサイネージで発信し、参加者が楽しく学べる場をア 

ピールしたり、中間での参加率も提示することで、各職場の参加意欲を向上させる工夫をした。また、実施期 

間中も繰り返し企画内容を検討したことで、今回の参加率に繋げることが出来た。 

全職員８０１人中、参加者数７１３人（参加率８９％） 

 医  師：１０１人中、７５人（７４％） 

 看護師：４０９人中、３６８人（９０％） 

 技師系：１７８人中、１６５人（９３％） 

 事  務：１１３人中、１０５人（９３％） 
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一部標記を「病院機能評価 機能種別版評価項目<3rdG:Ver.1.1> 解説集」に則り、趣旨を損ねない範囲で改変させていただいております。 

【今後の課題】 

  感染対策は、職員が院内感染に対する知識を獲得したうえで実践することが重要であり、今回の研修後 

に、手指衛生強化月間をもうけ、手指衛生の遵守率向上により、感染率の低減を目標に継続教育を実施 

していく。 

【活動の背景・きっかけ】 

  職員研修会への参加人数が、減少傾向にあった。そのため、研修会の開催も減少していた。 

  また、職員の様々なモチベーションの維持も困難な状況にあった。  

【活動の内容・成果】 

  「まなぶくんカード」を作成、発行した。このカードは、研修に参加した際にスタンプを押印し、自分の研修の 

参加状況が分かるものとなっている。 

  カードやスタンプの作成には、特別な予算は計上せず、消耗品の予算の範囲内で作成した。 

  「まなぶくんカード」の導入により、参加人数がとても多くなった。現在も、昨年よりは参加人数が多い状況 

にあり、研修会も多く開催されている。 

  また、職員個人のモチベーションの維持に役立っている。  

【工夫・アピールポイント】   

  病院事業管理者がリーダーシップを発揮して、研修部会を立ち上げた。その中で、研修会参加人数、研 

修会開催数の増加を検討した。  

【今後の課題】 

  今後は、この参加状況の維持、増加に取り組まなければならない。また、職場風土が研修を受け入れるも 

のにしなければならない。 

  「まなぶくんカード」の成果を給与、昇進などに反映させるなど、報酬についても慎重に検討を進めなければ 

ならない。  

【受審時の機能種別】 

   一般病院２（２００床以上） 副機能：精神科病院   

 事例２：職員研修会の参加人数増加への取り組み  
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  2015年10月～2016年3月に期中の確認を実施した病院より、質改善活動報告シートの提出状況に 

ついてお知らせいたします。病院機能評価の項目にとらわれず、院内のさまざまな医療の質改善事例をお寄 

せいただいております。ご提出いただいた事例は、出来る限りご紹介したいと考えておりますので、今後、本冊 

子以外でも取り上げていくことを検討してまいります。 

質改善活動報告シート 報告状況 

社会医療法人北斗 北斗病院（北海道） 

ＪＡ北海道厚生連旭川厚生病院（北海道） 

医療法人 北晨会 恵み野病院（北海道） 

福島第一病院（福島県） 

ＪＡとりで総合医療センター（茨城県） 

茨城県立中央病院（茨城県） 

那須赤十字病院（栃木県） 

群馬大学医学部附属病院（群馬県） 

特定医療法人財団健和会 みさと健和病院（埼玉県） 

国立障害者リハビリテーションセンター病院（埼玉県） 

社会医療法人ジャパンメディカルアライアンス 

  東埼玉総合病院（埼玉県） 

医療法人慈正会 丸山記念総合病院（埼玉県） 

社会医療法人 河北医療財団 

  河北リハビリテーション病院（東京都） 

医療法人社団浩生会 浩生会スズキ病院（東京都） 

杏林大学医学部付属病院（東京都） 

社会医療法人ジャパンメディカルアライアンス 

  海老名総合病院（神奈川県） 

医療法人社団 明芳会 新戸塚病院（神奈川県） 

恩賜財団済生会横浜市南部病院（神奈川県） 

医療法人社団 良俊会 ふくの若葉病院（富山県） 

公立能登総合病院（石川県） 

医療法人社団浅ノ川 心臓血管センター 

  金沢循環器病院（石川県） 

 

石川県済生会金沢病院（石川県） 

市立敦賀病院（福井県） 

長野市民病院（長野県） 

富士市立中央病院（静岡県） 

ＪＡ静岡厚生連 遠州病院（静岡県） 

伊東市民病院（静岡県） 

磐田市立総合病院（静岡県） 

医療法人弘遠会 すずかけヘルスケアホスピタル（静岡県） 

国家公務員共済組合連合会 名城病院（愛知県） 

名古屋第二赤十字病院（愛知県） 

社会医療法人名古屋記念財団 

  名古屋記念病院（愛知県） 

独立行政法人地域医療機能推進機構 

  大阪みなと中央病院（大阪府） 

社会医療法人同仁会 耳原総合病院（大阪府） 

ベルランド総合病院（大阪府） 

兵庫医科大学ささやま医療センター（兵庫県） 

社会医療法人仁厚会 

  医療福祉センター倉吉病院 （鳥取県） 

社会医療法人 社団 陽正会 寺岡記念病院（広島県） 

医療法人 杏仁会 松尾内科病院（広島県） 

光市立大和総合病院（山口県） 

医療法人久仁会 鳴門山上病院（徳島県） 

医療法人共和会 小倉リハビリテーション病院（福岡県） 

医療法人恵光会 原病院（福岡県） 

医療法人啓正会 清水病院（長崎県） 

※順不同 
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医療法人清和会 水前寺とうや病院（熊本県） 

医療法人同仁会 大分下郡病院（大分県） 

社会医療法人財団天心堂へつぎ病院（大分県） 

社会医療法人仁愛会 浦添総合病院（沖縄県） 

沖縄県立中部病院（沖縄県） 

ご報告ありがとう

ございました！！ 

Improve（ 認定病院の改善事例紹介シリーズ ）アーカイブズ 

 VOL.2 一般病院1 「医療法人 杏仁会松尾内科病院」  

    ～10年ぶりの第三者評価で強みと弱みを再発見～（2015年2月発行） 

 VOL.1 慢性期病院 「医療法人社団 明芳会 新戸塚病院」  

    ～改善風土の定着が組織を革新～（2014年12月発行） 

 VOL.3 一般病院2 「国立大学法人 信州大学医学部附属病院」  

    ～自発的な内部監査によって病院全体の質向上～（2015年5月発行） 

  病院機能評価を活用して質改善活動に取り組んでいる事例を紹介しています（ 詳細をご覧になりたい 

記事をクリックしてください ）。 

 VOL.4 精神科病院 「医療法人社団光生会 平川病院」  

    ～チーム一丸となって患者の不安を取り除く～（2015年10月発行） 

 VOL.6 一般病院1 「医療法人清仁会洛西ニュータウン病院」  

    ～退院後も続く、患者との絆を結ぶチーム医療～（2016年5月発行） 

New !!  

 VOL.5 リハビリテーション病院 「鶴岡市立 湯田川温泉リハビリテーション病院」  

    ～患者とともにある医療」をチームで推進する～（2016年1月発行） 

※バックナンバーは評価機構のホームページからもご覧いただけます。 http://jcqhc.or.jp/download/ 

http://jcqhc.or.jp/pdf/download/Improve02.pdf
http://jcqhc.or.jp/pdf/download/Improve02.pdf
http://jcqhc.or.jp/pdf/download/Improve01.pdf
http://jcqhc.or.jp/pdf/download/Improve01.pdf
http://jcqhc.or.jp/pdf/download/Improve02.pdf
http://jcqhc.or.jp/pdf/download/Improve03.pdf
http://jcqhc.or.jp/pdf/download/Improve02.pdf
http://jcqhc.or.jp/pdf/download/Improve04.pdf
http://jcqhc.or.jp/pdf/download/Improve02.pdf
http://jcqhc.or.jp/pdf/download/Improve06.pdf
http://jcqhc.or.jp/pdf/download/Improve02.pdf
http://jcqhc.or.jp/pdf/download/Improve05.pdf
http://jcqhc.or.jp/download/
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  前回のテーマは「医療安全」でした。医療安全の中でも、是非皆様にご確認いただきたいテーマとして、「注 

射薬の１施用ごとの取り揃え」についての Question を取り上げました。 

  「注射薬の１施用ごとの取り揃え」については、受審を直前に控えた病院からも、「うちの病院の取り揃え 

方は、１施用ごとになっていますか？」、「１施用ごとの取り揃えでなければＣ評価となりますか？」というご質 

問をお受けすることが少なくありません。特に実施していない施設にとっては、頭を悩ませる部分だと思います。 

今回は、評価機構からの Answer を掲載いたします。 

 病院の皆様からお寄せいただく疑問や質問、サーベイヤーチームで議論になる事項について、「問い」という 

形で、情報提供いたします。その「Questions（問い）」に対して回答を募集し、次号以降に、「Answers 

（回答）」欄にて、皆様から寄せられた回答や、サーベイヤーからのコメントを掲載します。 

  Questions ＆ Answers を積極的な情報交換の場としてご活用ください。 

前回の Questions に対する Answers テーマ「医療安全」 

 病院の皆様から質問の多い事項や、審査にお

いて議論になりやすい内容を Questions ＆ 

Answersとして展開し、他の病院の取り組みや

考え方を提供していきます。 

“Questions & Answers” 

Ⅲ 考える 

 Question１ あなたの病院はどうしていますか？ 

  病院機能評価では、「注射薬の１施用ごとの取り揃えが望ましい」としています（※）。 

  あなたの病院では、１施用ごとの取り揃えをどのように実施しているでしょうか？ 

※「病院機能評価 機能種別版評価項目 一般病院1 <3rdG:Ver.1.1> 解説集」より 

 Question１ に対する 評価機構からの Answer 

  最初に「注射薬の１施用ごとの取り揃え」の基本的な考え方について説明します。「薬の専門家である薬 

剤師が１施用ごとに薬剤を取り揃え、病棟で看護師が確認することで、より安全性が確保される」ということ、 
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つまり、「使用現場での薬剤の取り違えを防止し、患者安全を確保すること」が、１施用ごとの取り揃えを行う 

本質的な目的です。 

  後で誰か（主に看護師）が１施用ごとに取り揃えるのであれば、最初から薬剤師が取り揃えるほうが、よ 

り安全であるという考え方です。例えば、病棟で看護師が１施用を全て取り揃えなければいけないとなると、 

そこでエラーが起こる危険性は、薬の専門家である薬剤師が取り揃える場合よりも高くなることでしょう。 

  「注射薬の１施用ごとの取り揃え」を検討するにあたり、「注射薬自動払い出しシステム（アンプルピッ 

カー）がなければ実施は難しい」と簡単に思わないでください。評価機構が「注射薬の１施用ごとの取り揃 

え」を望ましいとしているのは、患者の安全確保に寄与すると考えているからであり、注射薬自動払い出しシス 

テム（アンプルピッカー）の導入を求めているわけではありません。 

  ホームセンター等で購入したカゴに仕切りをつけ、１施用に区分けすることは「１施用ごとの取り揃え」となり 

ます。１施用ごとにファスナー付の小袋（ビニール袋）に注射薬を取り揃え、処方のシールを貼ることでも、 

「１施用ごとの取り揃え」といえるでしょう。ただし、医療関連感染制御に注意する必要があります。 

  「薬剤の取り違えを防止し、患者安全を確保すること」という目的のために、その病院の実情に合った１施 

用ごとの取り揃えの工夫を考えることが重要です。 

  最後に、病院機能評価では、全ての病院に対して「注射薬の１施用ごとの取り揃え」を求めているのでは 

ないことに留意してください。病院の機能や病床数、地域での役割に応じて「注射薬の１施用ごとの取り揃 

え」を求めるかどうか判断しています。 

  薬剤師のマンパワーが十分でない病院が「注射薬の１施用ごとの取り揃え」を無理に実施し、処方監査 

や疑義照会がおろそかになってしまっては、本末転倒ではないでしょうか。 

 Question２ あなたならどうしますか？ 

  あなたは、来年度受審を控えた病院の、病院機能評価担当者です。 

  薬剤部が１施用ごとに取り揃えた注射薬を、院内の１病棟において、看護師が組み換えていることが確

認されました。この状況を改善するために、あなたならどのような取り組みができるでしょうか？ 

 Question２ に対する 評価機構からの Answer 

  最初に「なぜ、その１病棟（以下、Ａ病棟とする）で看護師が組み換えを行っているのか」、その理由を確 

認します。病院として定められた運用が守られていないことになりますので、その理由を明らかにすることが重 
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要です。理由は各病院で種々あるとは思いますが、大別すると次の２つに分けられると考えます。 

  ひとつ目は（１）設備・器材等による理由です。具体的には、「ナースステーションの処置台が狭く、１施 

用ごとに取り揃えられた注射薬を置く場所がない」ことや、「翌日の注射薬の準備のために、薬剤部へ注射 

カートを戻す必要がある」ことなどです。 

  これらのスペースやカゴがないといった問題であれば、前頁で紹介したような運用面での工夫で充分対応が 

可能だと考えます。他の病棟で実施している取り組み等を説明し、定められた運用を徹底させる必要があり 

ます。また、定期的に医療安全管理委員会等で、その運用が病院の実情に即しているかを確認し、必要に 

応じて見直しをすることに留意してください。 

  ふたつ目は（２）効率性重視による理由です。これは、「実施時間ごとに組み換えることで、注射の実施 

漏れがおきないようにする」という考え方が基になっています。具体的には、14:00と18:00に注射を実施する 

患者が複数名いる場合、「14:00に実施する患者の箱」と「18:00に実施する患者の箱」に注射薬を組み 

換えるということです。この様にすることで、担当の看護師は、「14:00の実施患者に漏れがないかどうか」は、 

「14:00に実施する患者の箱」を見ることで、確認することができ、「効率が良い」と考えます。 

  この場合には、「14:00に実施する患者の箱」の中で、複数の患者の注射薬が、混在しないようにすること 

が重要です。注射薬が混在する恐れがある際には、早急に「組み換え」を中止させることが必要です。また、 

注射薬の混在を防ぐ方法が確保されていたとしても、Ａ病棟独自で実施している運用については、医療安 

全管理委員会等で、組織として承認する仕組みが必要だと考えます。 

  さらに、「組み換え」を実施している病棟が、発見されたＡ病棟だけなのか、他の病棟でも実施されている 

のか確認することも重要です。複数の病棟で「組み換え」を行っているのであれば、「注射薬の１施用ごとの 

取り揃え」を実施する目的を職員（看護師）が理解していないことも考えられます。前頁で紹介したその基 

本的な考え方や目的等を、研修等により周知させることも、運用を徹底させるには有効だと考えます。 

  Practicaでは、「他の病院（人）の対策や考え方を知りたい！」、「実施できたら良いことなのは分かって 

いるけど、自分の病院ではうまくできない…」というテーマや課題、ご意見についても募集いたします。 

  期中の確認に既に取り組まれた病院に限らず、今後受審を控えた病院の皆様からのご意見もお待ちして 

おります。メール（jushin＠jcqhc.or.jp）にて事務局にお送りください。 

Questions を募集します！ 

mailto:jushin@jcqhc.or.jp?subject=Practica_Vol.3
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活動に参加しませんか？ 

 

  病院内で、質改善活動の中心的役割を担う 

人材（医療クオリティ マネジャー）を養成する研 

修プログラムです。 

  医療クオリティ マネジャーとしての医療の質に関 

する評価・分析を行う知識やスキル、組織横断的 

に多職種で協働するためのリーダーシップやマネジメ 

ントスキル、病院の継続した質改善活動のための 

仕組み作りなど、4日間の研修・課題と継続研修 

等を通して継続的に情報提供を行います。 

医療クオリティ マネジャー養成セミナー 

  病院機能評価事業は、病院の「継続的な質

改善活動」を支援するための学びの場を多数企

画・提供しています。 

  ぜひ、積極的にご参加ください！ 

Events 

Ⅳ 参加する 

 

  『医療コンフリクトマネジメント』という考え方を 

基盤に、病院内で、患者･家族と医療機関の職 

員の間で生じた様々な問題等について、対話を 

通じて解決を目指す人材（医療対話推進者） 

を養成するプログラムです。 

  なお、2015年10月1日より、医療対話推進 

者養成セミナー修了者を対象に、認定・更新制 

度の運用を開始しています。 

医療対話推進者養成セミナー 

 

  認定病院の有志による、患者安全の推進を目的 

とした協議体で、2016年6月時点で約1400病院 

が所属しています。患者安全に関して緊急性の高い 

課題に応じた５つの部会と4つの検討会を設置し、 

種々の検討を行っています。協議会活動は、セミナー 

やフォーラム、患者安全推進ジャーナルの発行、提 

 

言・指針の発信等を通して全国の病院に還元し、 

現場での患者安全の推進にお役立ていただいてい 

ます。 

  会員病院であれば、セミナーやフォーラムに無料 

で参加できます。詳細は、当協議会のホームページ 

をご覧ください。 

認定病院患者安全推進協議会 

https://www.psp-jq.jcqhc.or.jp/
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今月の活動紹介 【医療クオリティ マネジャー養成セミナー】 

 

 

  公益財団法人日本医療機能評価機構では、平成24年度より、院内における質改善活動の中心となる 

人材〝医療クオリティ マネジャー”の育成を行っています。医療クオリティ マネジャーとは、病院が良質な医療 

を組織として、自律的かつ継続的に提供できるようにするための院内の質評価・質改善活動の推進役です。 

また、病院の質について常に問題意識を持ち、多角的な視点から現状についてモニタリング・評価し分析を 

行い、組織横断的に質の向上に向けて病院職員を巻き込みながら改善活動を推進します。 

  本セミナーでは、医療クオリティ マネジャーとして、組織横断的に多職種で協働するためのリーダーシップや 

マネジメントスキル、医療の質に関する評価・分析を行う知識やスキル、質改善活動を定着させるための教 

育研修方法など、4日間の講義・グループワークを通して学びます。 

  また、セミナー修了後も継続研修やeラーニング等を通して、 

継続的な学習支援と医療クオリティ マネジャー同士の情報共有、 

医療の質に関する情報提供を行っています。  

 

 

  ここでは、病院機能評価認定病院に所属する医療クオリティ マネジャーが実際に質改善活動を行っている 

一例について紹介します。 

【Ａ病院の事例】 

  こちらの病院では、医療の質向上に向けた継続的 

改善活動を統括することを目的に、「TQM推進室」 

を設置し、病院の質改善活動の中心部署として取 

り組みをしています。TQM推進室の構成メンバーは、 

室長（医師：副院長兼務）1名、クオリティ マネジャー（看護師：専従）１名です。 

  病院機能評価の受審の際には、TQM推進室の職員が受審病院説明会や改善支援セミナーに積極的 

に参加し、3rdG:Ver.1.0評価体系や評価項目の情報収集をしました。院内で受審に向けた情報発信を行 

いながら、病院機能評価を受審する本来の目的、標準化や文書化、プロセス指向、継続的改善という 

  病院の「継続的な質改善活動」を支援するセミナーについての特集第２弾です。今月は、病院内で、質 

改善活動の中心的役割を担う人材（医療クオリティ マネジャー）を養成する研修プログラム「医療クオリ 

ティ マネジャー養成セミナー」について、セミナー修了者の認定病院での活躍と一緒にご紹介いたします。 

医療クオリティ マネジャーとは？ 

認定病院に在籍する医療クオリティ マネジャーの活躍  

 ○Ａ病院の概要 

 認定病院（3rdG:Ver1.0 一般病院2） 

 クオリティ マネジャー養成セミナー修了者：1名 
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TQMの視点についても職員へ理解を促しました。そして、TQM推進室が中心となって、院内の現状や課 

題、取り組み状況を院内全体で共有すること、また、今後の質改善活動の基盤づくりを意識し、病院機能 

評価受審のために質改善活動（プロジェクト）を推進されました。 

  病院機能評価更新受審（認定）以降も、組織的・継続的に改善を推進できる組織づくりに取り組んで 

います。 

【Ｂ病院の事例】 

  こちらの病院では、複数人のクオリティ マネジャーが 

協力して、院内の質改善活動に取り組んでいます。 

  クオリティ マネジャーは、各部署で行っている活動や 

抱えている問題を把握するために、病院に常設されて 

いる28すべての委員会へオブザーバーとして参加してい 

ます。また、法人全体の方針管理や経営層による「マネジメントレビュー」にも参加しています。 

  院内・各部署の現状を把握することのみならず、部署長・リーダー等の各々のビジョンや思い、現在抱えて 

いる問題などを直接把握することで、病院の問題点を抽出し改善活動へつなげています。 

  1人では難しい問題・課題でも、複数人で協力することで、組織全体を巻き込んで効果的に改善活動を 

行っています。 

○Ｂ病院の概要 

認定病院（3rdG:Ver1.0 一般病院1） 

クオリティ マネジャー養成セミナー修了者：5名 

  いかがでしたでしょうか。このように、医療クオリティ マネジャーの院内での活躍の場は様々ですが、セミナーで 

学習した、質・評価に関する知識や分析スキル、マネジメントスキルの考え方を、病院の性質、置かれている 

状況に合わせて、自院に合った形で取り入れて、質改善活動が行われています。 

  医療クオリティ マネジャーが院内で活躍することにより、院内での質改善に対する意識向上を促し、病院 

組織として、より効果的に医療の質向上を図ることが可能です。 

  当機構では、平成28年度のセミナー参加申し込みを受付中です。 

お申し込みは当機構のホームページよりお願いいたします。 

平成28年度のセミナー参加申し込み受付中 

  平成24年度より本セミナーを開催以降、545名が修了いたしました。

（平成27年3月時点）平成28年度も年3回の養成セミナーと修了者

を対象とした継続研修、eラーニング等での情報発信を行い、継続的な

プログラムの提供を行っていきます。 

http://jcqhc.or.jp/event/
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 認定病院患者安全        

推進協議会  

医療クオリティ マネジャー 

 養成セミナー  

医療対話推進者 

 養成セミナー 

7月 

8日（金） 

 第1回ＣＶＣ研修会 

16日（土）～ 17日（日） 

 第1回自殺予防・事後対応研修会 

20日（水） 

 教育プログラム マニュアルワークショップ 

 

16日（土）～ 17日（日） 

 医療対話推進者養成セミナー 

  基礎編 日程E 

30日（土）～ 31日（日） 

 医療対話推進者養成セミナー 

  基礎編 日程C 

8月 

11日（木） 

 検査・処置・手術部会 鎮静セミナー 

6日（土）～ 7日（日） 

 教育プログラム部会 

  第1回チーム医療研修会 

11日（木） 

 検査・処置・手術部会 鎮静セミナー 

5日（金）～ 6日（土） 

 第1回 医療クオリティ マネジャー 

  養成セミナー 3･4日目 

20日（土）～ 21日（日） 

 医療対話推進者養成セミナー 

  基礎編 日程D 

9月 

1日（木） 

 薬剤安全セミナー 

6日（火） 

 第2回 施設・環境・設備安全セミナー 

9日（金） 

 第2回ＣＶＣ研修会 

28日（金）～ 29日（土） 

 第2回 医療クオリティ マネジャー 

  養成セミナー 1･2日目 

15日（木） 

 医療対話推進者養成セミナー  

  導入編 日程2 

イベント カレンダー 

 認定病院患者安全 

 推進協議会 

医療クオリティ マネジャー 

 養成セミナー  

医療対話推進者 

 養成セミナー 

対象 認定病院（法人） 医療従事者（個人） 医療従事者（個人） 

日程 ― 4日間（2日間+2日間） 
・導入編 1日間 

・基礎編 2日間 

価格（税込） 年会費 60,000円 120,000円 

・導入編 10,000円 

・基礎編・導入編セット 

       45,000円 

価格表 

※開催日時、お申し込み等の詳細な情報は、当機構のホームページをご覧ください。その他、ご不明な点 

  がございましたら評価事業推進部（TEL:03-5217-2326）までお問い合わせください。 

http://jcqhc.or.jp/event/
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おしらせ（評価機構事務局より） 

機能種別版評価項目のバー

ジョンがVer.1.1になりました 

その他、ご意見・ご要望は 

こちらから 

『次世代医療機能評価の 

アジェンダ』を掲載しました 

  病院機能評価は、機能種別版評価項目の評価項目・解

説集の内容を一部改訂いたしました。2015年4月より

Ver.1.1として運用を開始しています。 

  平成27年7月27日、創立20周年を機に、より一層 病院

機能評価事業を充実させるため、次世代の医療機能評価に

おける方向性をビジョンとして策定し、ビジョン達成に向けた施

策を「次世代医療機能評価のアジェンダ」として取りまとめまし

た。 

  本冊子に関するご意見・ご要望をお聞かせください。また、病

院機能評価事業に関するご意見もお気軽にお寄せください。 

Mail：jushin@jcqhc.or.jp  Tel：03-5217-2326 

発行：公益財団法人日本医療機能評価機構 評価事業推進部 

〒101-0061 東京都千代田区三崎町1-4-17 東洋ビル 

TEL：03-5217-2326（評価事業推進部 久米・伊東） 

http://www.jcqhc.or.jp/ 

病院機能評価に関する 

動画を配信しています 

  病院機能評価について、よりご理解を深めていただきたく、

動画を配信しております。院内での周知や研修等にご活用くだ

さい。 

http://jcqhc.or.jp/news/2014/10/3rdgver11-1.html
http://jcqhc.or.jp/news/2014/10/3rdgver11-1.html
http://jcqhc.or.jp/news/2014/10/3rdgver11-1.html
mailto:jushin@jcqhc.or.jp?subject=Practica_Vol.3
mailto:jushin@jcqhc.or.jp?subject=Practica_Vol.3
http://jcqhc.or.jp/event/
http://jcqhc.or.jp/news/2015/07/post-51.html
http://jcqhc.or.jp/news/2015/07/post-51.html
mailto:jushin@jcqhc.or.jp?subject=Practica_Vol.3
http://jcqhc.or.jp/
http://jcqhc.or.jp/event/
http://jcqhc.or.jp/news/2015/10/post-54.html
http://jcqhc.or.jp/news/2015/10/post-54.html

