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本日は病院機能改善支援セミナー【診療・看護】に

ご参加いただき、誠にありがとうございます。会場で

の注意事項を以下に記載しましたので、ご協力をお願

いいたします。 

 

 

１．講演・演習の撮影・録音はご遠慮ください。 

 

２． 座席は自由席です。お荷物は足元に置いていただくようお願いいたします。 

また、貴重品はお手元から離さないようにお願いいたします。 

 

３．会場内での携帯電話の通話はご遠慮ください。電話は電源を切るかマナー

モードに設定し、音が出ないように設定していただくようお願いいたしま

す。 

 

４．当セミナーにおいて、事務局で撮影した写真は、当機構の広報誌「ニュー

ズレター」の記事に使わせていただくこともございますので、ご了承くだ

さい。 

 

 

 
＊参加者の個人情報については、当機構の個人情報保護方針に基づき、安全かつ適

正に対処させていただきます。 
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１. 開催挨拶・事務局からの案内
（13：00〜13：05）

２. ケアプロセス調査について
（13：05〜13：55）

３.

（14：05〜15：35）

4.

（15：45〜16：35）

5. 質疑応答
（16：35〜16：55）

6.

（16：55）

※ 今後のセミナーの運⽤の参考にさせていただくため、アンケートの提出にご協⼒ください。

閉会

診療サーベイヤー 宮本 恒彦   

公益財団法⼈⽇本医療機能評価機構

公益財団法⼈⽇本医療機能評価機構

 看護サーベイヤー 市川 智恵子

診療・看護領域の評価項目のポイント

病 院 機 能 改 善 支 援 セ ミ ナ ー

プ ロ グ ラ ム 

平成28年6⽉18⽇（⼟） 13：00開会

於 TKP市ヶ谷カンファレンスセンター 5階  ホール５A

【診 療 ・ 看 護】

公益財団法⼈⽇本医療機能評価機構

《休憩 （13：55〜14：05）》

《休憩 （15：35〜15：45）》

 診療サーベイヤー 宮本 恒彦 

 診療サーベイヤー 宮本 恒彦 

 看護サーベイヤー 市川 智恵子

ケアプロセス調査 【演習】
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＜ 講 演 資 料 ＞
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Japan Council for Quality Health Care公益財団法人 日本医療機能評価機構

ケアプロセス調査について

2016.6.18

公益財団法人 ⽇本医療機能評価機構

診療サーベイヤー 宮本 恒彦

公益財団法人 日本医療機能評価機構

Japan Council for Quality Health Care

１．病院機能評価について

9



公益財団法人 日本医療機能評価機構

Japan Council for Quality Health Care

機能評価が貢献してきたこと

�理念の明確化

�組織の意思決定の仕組みの明確化

�患者の権利を尊重する⽅針の普及

�医療安全実現のための体制作り

�感染対策の組織化

等々

いつの間にか当たり前になっていることが

たくさんある

時代とともに機能評価の役割も変化している

3

公益財団法人 日本医療機能評価機構

Japan Council for Quality Health Care

第三者評価の意義

� 客観性
� 外部の視点

� ローカルルールの⾒直し

� 実践の動機付け
� いわゆる「外圧」

�分かっていることを実⾏するきっかけ

� ⾏政の監査・指導等も⼀種の第三者評価だが

� 機能評価は「正解」のない調査

�規則遵守ではなく、診療のあるべき姿を追求

� 総合入院体制加算1,2の要件
� 第三者評価を受けていることが標準として期待される時代

4
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公益財団法人 日本医療機能評価機構

Japan Council for Quality Health Care

病院機能評価の主旨は

受審とは訪問審査のことと思っていませんか？

�改善支援

�改善のための目標設定
�評価項目とその解説集の内容などが相当

�努⼒が実を結んでいるか、⽅向が正しいか

�訪問審査で状況を確認
�取り組むべき課題を明確にする

�認定が最終目標ということではない

�形成的評価である

�評点は成績表ではなく“To Do List”とでも言うべきもの

�受審は申し込んだ時から始まるプロセス

5

公益財団法人 日本医療機能評価機構

Japan Council for Quality Health Care

機能評価を活用した「質改善」

�「評価の視点」からみた課題の把握

�具体的な⾏動目標の設定・実践

�工程としての自己評価

�達成状況を確認

�訪問審査による⾒解のすり合わせ

�残された課題はないか
�講評での意⾒交換を活⽤

患者が安心してかかれる病院をめざす

一連の過程を通じた質改善の実現が成果物

「認定証」は付属品

6
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公益財団法人 日本医療機能評価機構

Japan Council for Quality Health Care
7

旧バージョンでの問題

�指針の文言に捕らわれた判定
�項目設定の意図から離れた表⾯的な評価
�小項目、下位項目の判定による機械的評価

�体制、手順の整備への偏重

�本質的な課題ではない周辺事項の指摘
�感染性廃棄物の処理が最優先課題？？

�病院の真の姿を⾒てもらえなかったという不満

�病院の質改善に役⽴っていたか？

�受審しても無駄という評判

�準備は看護と事務がやればよい？
�診療部門が無関⼼でよいはずがない

公益財団法人 日本医療機能評価機構

Japan Council for Quality Health Care
8

患者にとって意味のある評価を目指す

�形よりも、実質的な診療状況を評価

�診療内容が今⽇的なレベルにあるか

�診療部門の取り組みを促す

�安全に配慮された診療が⾏われているか

�患者の権利が尊重されているか

�チーム医療が機能しているか

�受審全体を通じて実効性がある改善を促す

�本質をついた指摘

�利⽤する患者にとって意味のある審査
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公益財団法人 日本医療機能評価機構

Japan Council for Quality Health Care

3rdGの特徴
�病院種別による評価体系

�診療現場をみることを重視した審査手法

�診療の実態の把握を重視

�患者の実際的な診療場⾯を想定した項目設定

�外来診療に関しても重点を置く

�重要な診療⾏為が外来で実施される現状に配慮

�症例トレース型ケアプロセス

�部署訪問

�書類確認の大幅減

�双方向性を重視

�必要に応じて意⾒交換を

9

公益財団法人 日本医療機能評価機構

Japan Council for Quality Health Care

２．ケアプロセス調査

について
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公益財団法人 日本医療機能評価機構

Japan Council for Quality Health Care

ケアプロセス中心の評価

�病院の状況を実際の症例をみて評価する

�診療部門を含む組織体制も、実際の症例での機

能発揮状況を検証して評価

�外来受診から始まる⼀連の診療を評価

�症例を通覧して診療の実態を把握

�仕組みの運⽤を評価するものであって医療内容を評価
するものではない

�データを⾒ながらのインタビュー
�一方的なプレゼンではありません

公益財団法人 日本医療機能評価機構

Japan Council for Quality Health Care

審査の手順
① 病棟概要確認
�病棟をラウンドし、療養環境等を確認する。ナースス
テーション内で、管理・責任体制や薬剤の管理状況等
も確認する。

② ケアプロセス調査
�訪問病棟における典型的な症例を通じ、外来〜⼊院〜
退院への対応や、医療安全・感染制御⾯への取り組み
等を確認する。（必ずしもナースステーションで⾏う
ものではない）

③ 外来訪問
�外来部門を訪問し、外来診療・ケアの状況を確認する。

�退院後の⽀援体制などを含めた質疑応答を⾏う。

14



公益財団法人 日本医療機能評価機構

Japan Council for Quality Health Care

病棟概要確認の進め⽅（例）

�感染防止対策の実践

�施設・設備の管理

訪問順は、病院の動線に応じて変更してください。

�診療・ケアの責任体制

�ハイリスク薬、麻薬、病棟在庫薬の

管理

�院内緊急コード、救急カートの管理

�基準・⼿順の確認（医療安全、感染

制御も含む）

�患者・⾯会者の利便性・快適性

�職員の安全衛⽣管理

�医療機器の安全使⽤

病棟ラウンドを通じて確認する事項

ナースステーション内におけ
る確認事項

電話（通
話場所）

安全キャビ

ネット�個人情報保護、プライバシー遵守

�入院オリエンテーションの内容

公益財団法人 日本医療機能評価機構

Japan Council for Quality Health Care

ケアプロセス調査（訪問病棟の選択方法）

「典型的症例を扱う病棟」を、「訪問病棟」として設定します。

典型的症例*は、⽇常診療を把握することができるような内容を優先して

抽出します。手術適用が少数であるケースなど、必ずしも内科・外科患

者の診療録を典型的症例として揃えなくても構いません。
内科・外科等の混合病棟において手術適用患者が少数であるケースでは、

1症例目に⼿術適⽤患者を抽出しなくても構いません。⼿術適⽤患者へ

の対応については、2症例目以後に確認します。

例：主に、消化器外科の治療と呼吸器疾患の治療を⾏う病院における典型的症例

1病棟目

悪性腫瘍に伴う胃切除術適⽤

患者（直近退院患者分）

2病棟目

膠原病に伴う間質性肺炎治療

患者（直近退院患者分）

＊典型的症例について
○受審病院（病棟）に

とって、代表的疾患であ

ることが望ましい

○⼊院期間は特段⻑いも

のである必要はないが、1

泊2日の検査入院などは避

ける（ただし、眼科専門

病院などにおいて、全症

例にクリニカル・パスを

適用している場合は、典

型的症例として抽出して

構わない）

15



公益財団法人 日本医療機能評価機構

Japan Council for Quality Health Care

訪問病棟では、まず、1患者への対応を確認します。訪問病棟における典型的な

患者の症例（直近退院患者1名分の診療録および退院時サマリーの記載内容）に

沿って審査を進⾏します。

外来

退院支援

入院

退院

外来フォロー

受審病院側の説明

サーベイヤーの確認内容
�各症例における計画的な対応の有無や診

療・ケアにおける役割と機能の発揮

�医療安全対策、感染制御対策

�診療記録、退院時サマリー

�医師・看護師の体制およびリーダーシップ

�チーム医療への対応

�手順遵守状況

診断・評価、

治療⽅針の決定

（入院決定）

投薬・注射

周術期対応、輸血

栄養管理

リハビリテーション

症状緩和
相談援助、退院調整

患者教育（服薬・栄養・

リハビリテーションに関する指導）

＜書類確認時＞
訪問病棟における「典型

的症例」患者の看護サマ

リー･退院時サマリーを紙

媒体にて用意する（訪問

病棟につき1名分）。

＜ケアプロセス調査時＞
上記患者の診療録も⽤意

する（電子カルテの場合、

該当患者の画面を表示す

る）。

ケアプロセス調査（訪問病棟における1症例目の確認⽅法）

公益財団法人 日本医療機能評価機構

Japan Council for Quality Health Care

1病棟目・2病棟目とも、1症例目で確認できなかった事項は、
別患者の診療録を参考に進⾏します。

ハイケアユニットで治

療中の患者（⼈⼝呼吸

器使用患者等）

身体抑制中の患者

褥瘡が認められる患者

ターミナル期の患者

サーベイヤーの確認内容

�各症例における計画的な対応の有無や

診療・ケアにおける役割と機能の発揮

�医療安全対策、感染制御対策

�診療記録、退院時サマリー

�医師・看護師の体制およびリーダー

シップ

�チーム医療への対応

�手順遵守状況

2症例目以降の対象

※1症例目の抽出内容により、異なります

※2症例目以降は、⼊院中の患者でも可能

ケアプロセス調査（訪問病棟における2症例目以降の確認⽅法）

16



公益財団法人 日本医療機能評価機構

Japan Council for Quality Health Care

症例トレース型ケアプロセス

の⼀例
（実際の訪問審査より）

整形外科病棟

８８歳男性、左大腿部頚部骨折手術のため入院

※※※※本事例本事例本事例本事例はははは、、、、症例症例症例症例トレーストレーストレーストレース型型型型ケアプロセスケアプロセスケアプロセスケアプロセス調査調査調査調査についてイメージいただくことをについてイメージいただくことをについてイメージいただくことをについてイメージいただくことを目的目的目的目的としているためとしているためとしているためとしているため、、、、

内容内容内容内容のののの是非是非是非是非およびストーリーおよびストーリーおよびストーリーおよびストーリー性性性性についてはについてはについてはについては考慮考慮考慮考慮していませんしていませんしていませんしていません。。。。

公益財団法人 日本医療機能評価機構

Japan Council for Quality Health Care

対象病棟対象病棟対象病棟対象病棟

典型的典型的典型的典型的なななな症例症例症例症例

：：：： 整形外科病棟整形外科病棟整形外科病棟整形外科病棟

：：：： ８８８８８８８８歳男性歳男性歳男性歳男性、、、、左大腿部頚部骨折手術左大腿部頚部骨折手術左大腿部頚部骨折手術左大腿部頚部骨折手術のためにのためにのためにのために入院入院入院入院

このこのこのこの症例症例症例症例にににに沿沿沿沿っておうかがいっておうかがいっておうかがいっておうかがい

できればとできればとできればとできればと思思思思いますいますいますいます。。。。最初最初最初最初にこにこにこにこ

のののの病院病院病院病院にににに来来来来られたときのことかられたときのことかられたときのことかられたときのことか

らららら、、、、教教教教えてくださいえてくださいえてくださいえてください。。。。どんなどんなどんなどんな経経経経

緯緯緯緯でででで来来来来られたのでしょうかられたのでしょうかられたのでしょうかられたのでしょうか？？？？

確確確確かかかか紹介患者紹介患者紹介患者紹介患者ですよねですよねですよねですよね。。。。

●●●●月月月月20202020日日日日にににに自宅自宅自宅自宅でででで転倒転倒転倒転倒

しししし、、、、●●●●月月月月21212121日日日日にににに近医近医近医近医にににに

かかりましたかかりましたかかりましたかかりました。。。。

これがこれがこれがこれが紹介状紹介状紹介状紹介状ですねですねですねですね。。。。どこかどこかどこかどこか

のののの科科科科をををを指定指定指定指定してしてしてして受診受診受診受診されたのされたのされたのされたの

でしょでしょでしょでしょううううかかかか？？？？

当院当院当院当院にはおにはおにはおにはお電話電話電話電話でででで受受受受けけけけ

入入入入れについてれについてれについてれについて相談相談相談相談がありがありがありがあり

ましたましたましたました。。。。往診往診往診往診したらしたらしたらしたら股関股関股関股関

節節節節がががが痛痛痛痛むのでむのでむのでむので、、、、そちらでそちらでそちらでそちらで

受受受受けけけけ入入入入れていただけまれていただけまれていただけまれていただけま

せんでしょうかせんでしょうかせんでしょうかせんでしょうか、、、、とのこととのこととのこととのこと

でしたでしたでしたでした。。。。

診療ｻｰﾍﾞｲﾔｰ診療ｻｰﾍﾞｲﾔｰ診療ｻｰﾍﾞｲﾔｰ診療ｻｰﾍﾞｲﾔｰ

診療ｻｰﾍﾞｲﾔｰ診療ｻｰﾍﾞｲﾔｰ診療ｻｰﾍﾞｲﾔｰ診療ｻｰﾍﾞｲﾔｰ

担当医担当医担当医担当医

担当医担当医担当医担当医

診療録診療録診療録診療録、、、、紹介状紹介状紹介状紹介状などなどなどなど

のののの確認確認確認確認

診療録診療録診療録診療録、、、、サマリーなどサマリーなどサマリーなどサマリーなど

のののの確認確認確認確認
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担当医担当医担当医担当医

ではではではでは、、、、ほぼほぼほぼほぼ診断診断診断診断もももも検討検討検討検討したうえしたうえしたうえしたうえ

でででで受受受受けけけけ入入入入れたのですねれたのですねれたのですねれたのですね。。。。

はいはいはいはい。。。。

そのそのそのその後後後後、、、、どのようなどのようなどのようなどのような評価評価評価評価をををを行行行行

われたのですかわれたのですかわれたのですかわれたのですか？？？？

レントゲンレントゲンレントゲンレントゲン撮影撮影撮影撮影のののの結果結果結果結果、、、、

左大腿骨頚部骨折左大腿骨頚部骨折左大腿骨頚部骨折左大腿骨頚部骨折とととと診診診診

断断断断しししし、、、、ただちにただちにただちにただちに入院入院入院入院となりとなりとなりとなり

ましたましたましたました。。。。

周術期周術期周術期周術期にににに身体抑制身体抑制身体抑制身体抑制がががが発生発生発生発生すすすす

るるるる可能性可能性可能性可能性についてはについてはについてはについては検討検討検討検討したしたしたした

のでしょうかのでしょうかのでしょうかのでしょうか？？？？

入院時入院時入院時入院時にににに包括的包括的包括的包括的なななな同意同意同意同意

書書書書をををを交交交交わしましたがわしましたがわしましたがわしましたが、、、、特特特特

段段段段のアセスメントはのアセスメントはのアセスメントはのアセスメントは行行行行っっっっ

ていませんていませんていませんていません。。。。ただしただしただしただし、、、、このこのこのこの

ときはときはときはときは術後術後術後術後にににに4444点柵点柵点柵点柵をををを適適適適

用用用用しましたしましたしましたしました。。。。万万万万がががが一一一一、、、、症症症症

状状状状からからからから可能性可能性可能性可能性がががが考考考考えらえらえらえら

れるときはれるときはれるときはれるときは、、、、医師医師医師医師へへへへ説明説明説明説明

をおをおをおをお願願願願いしていますいしていますいしていますいしています。。。。

診療ｻｰﾍﾞｲﾔｰ診療ｻｰﾍﾞｲﾔｰ診療ｻｰﾍﾞｲﾔｰ診療ｻｰﾍﾞｲﾔｰ

診療ｻｰﾍﾞｲﾔｰ診療ｻｰﾍﾞｲﾔｰ診療ｻｰﾍﾞｲﾔｰ診療ｻｰﾍﾞｲﾔｰ

担当看護師担当看護師担当看護師担当看護師

診療録診療録診療録診療録、、、、各種評価各種評価各種評価各種評価

記録記録記録記録、、、、看護記録看護記録看護記録看護記録、、、、

手順手順手順手順・マニュアルなど・マニュアルなど・マニュアルなど・マニュアルなど

のののの確認確認確認確認

診療録診療録診療録診療録、、、、入院診療入院診療入院診療入院診療

計画書計画書計画書計画書などのなどのなどのなどの確認確認確認確認

公益財団法人 日本医療機能評価機構
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患者患者患者患者さんにはどのようなさんにはどのようなさんにはどのようなさんにはどのような書面書面書面書面

をおをおをおをお渡渡渡渡しするのですかしするのですかしするのですかしするのですか？？？？

実際実際実際実際のののの書面書面書面書面はははは患者患者患者患者さんさんさんさん

におにおにおにお渡渡渡渡ししてしまったのししてしまったのししてしまったのししてしまったの

ですがですがですがですが、、、、同同同同じじじじ内容内容内容内容はこちはこちはこちはこち

らですらですらですらです。。。。

このこのこのこの方方方方はははは、、、、入院後入院後入院後入院後にににに何何何何かかかか検査検査検査検査

をしましたかをしましたかをしましたかをしましたか？？？？

術前術前術前術前にドレーンをにドレーンをにドレーンをにドレーンを挿入挿入挿入挿入しししし

たのでたのでたのでたので泌尿器科泌尿器科泌尿器科泌尿器科にコンサにコンサにコンサにコンサ

ルトをルトをルトをルトを依頼依頼依頼依頼していたのでしていたのでしていたのでしていたので

すがすがすがすが、、、、そのそのそのその他他他他はははは特特特特にありにありにありにあり

ませんませんませんません。。。。

麻酔科麻酔科麻酔科麻酔科のののの評価評価評価評価などなどなどなど、、、、術中術中術中術中のののの対対対対

応応応応についてについてについてについて教教教教えてくださいえてくださいえてくださいえてください。。。。

前日前日前日前日にににに麻酔科医麻酔科医麻酔科医麻酔科医のののの受診受診受診受診

をををを受受受受けけけけ、、、、そのそのそのその後指示票後指示票後指示票後指示票

がががが出出出出されますされますされますされます。。。。

担当看護師担当看護師担当看護師担当看護師

担当医担当医担当医担当医診療ｻｰﾍﾞｲﾔｰ診療ｻｰﾍﾞｲﾔｰ診療ｻｰﾍﾞｲﾔｰ診療ｻｰﾍﾞｲﾔｰ

診療ｻｰﾍﾞｲﾔｰ診療ｻｰﾍﾞｲﾔｰ診療ｻｰﾍﾞｲﾔｰ診療ｻｰﾍﾞｲﾔｰ

診療録診療録診療録診療録、、、、看護記録看護記録看護記録看護記録、、、、

指示票指示票指示票指示票、、、、手順手順手順手順・マニュ・マニュ・マニュ・マニュ

アルなどのアルなどのアルなどのアルなどの確認確認確認確認

診療録診療録診療録診療録、、、、看護記録看護記録看護記録看護記録、、、、

説明説明説明説明・・・・同意書同意書同意書同意書などなどなどなど

のののの確認確認確認確認

診療録診療録診療録診療録、、、、検査結果検査結果検査結果検査結果

などのなどのなどのなどの確認確認確認確認
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担当医担当医担当医担当医

麻酔科医麻酔科医麻酔科医麻酔科医によるによるによるによる所見所見所見所見はははは何何何何かあかあかあかあ

りませんかりませんかりませんかりませんか。。。。

それは・・・それは・・・それは・・・それは・・・、、、、ちょっとちょっとちょっとちょっと見当見当見当見当

たりませんたりませんたりませんたりません。。。。

麻酔科医麻酔科医麻酔科医麻酔科医のののの外来外来外来外来カルテはここカルテはここカルテはここカルテはここ

にあるのですかにあるのですかにあるのですかにあるのですか。。。。

ここにはありませんここにはありませんここにはありませんここにはありません。。。。

実際実際実際実際にににに病棟病棟病棟病棟からからからから下下下下りていくときりていくときりていくときりていくとき

のチェックシートなどはあるののチェックシートなどはあるののチェックシートなどはあるののチェックシートなどはあるの

ですかですかですかですか？？？？例例例例えばえばえばえば、、、、抗血小板薬抗血小板薬抗血小板薬抗血小板薬

のののの服用服用服用服用のチェックなど・・のチェックなど・・のチェックなど・・のチェックなど・・。。。。

患者確認患者確認患者確認患者確認などはなどはなどはなどは行行行行ってってってって

いるのですが・・いるのですが・・いるのですが・・いるのですが・・。。。。

担当医担当医担当医担当医

診療ｻｰﾍﾞｲﾔｰ診療ｻｰﾍﾞｲﾔｰ診療ｻｰﾍﾞｲﾔｰ診療ｻｰﾍﾞｲﾔｰ

看護ｻｰﾍﾞｲﾔｰ看護ｻｰﾍﾞｲﾔｰ看護ｻｰﾍﾞｲﾔｰ看護ｻｰﾍﾞｲﾔｰ

担当看護師担当看護師担当看護師担当看護師
診療ｻｰﾍﾞｲﾔｰ診療ｻｰﾍﾞｲﾔｰ診療ｻｰﾍﾞｲﾔｰ診療ｻｰﾍﾞｲﾔｰ

診療録診療録診療録診療録などのなどのなどのなどの確認確認確認確認

診療録診療録診療録診療録などのなどのなどのなどの確認確認確認確認

診療録診療録診療録診療録、、、、看護記録看護記録看護記録看護記録、、、、

評価票評価票評価票評価票などのなどのなどのなどの確認確認確認確認

公益財団法人 日本医療機能評価機構
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担当看護師担当看護師担当看護師担当看護師
診療ｻｰﾍﾞｲﾔｰ診療ｻｰﾍﾞｲﾔｰ診療ｻｰﾍﾞｲﾔｰ診療ｻｰﾍﾞｲﾔｰ

先先先先ほどのほどのほどのほどの病棟病棟病棟病棟ではではではでは、、、、2222枚複写枚複写枚複写枚複写

式式式式のカルテにはのカルテにはのカルテにはのカルテには綴綴綴綴じないシートじないシートじないシートじないシート

があるようでしたが・・があるようでしたが・・があるようでしたが・・があるようでしたが・・。。。。病棟病棟病棟病棟にににに

よってよってよってよって使用使用使用使用フォームがフォームがフォームがフォームが異異異異なるなるなるなる

ということでしょうかということでしょうかということでしょうかということでしょうか？？？？

おそらくおそらくおそらくおそらく、、、、ここのここのここのここの病棟病棟病棟病棟ではではではでは

使用使用使用使用していないですしていないですしていないですしていないです。。。。

先先先先ほどのほどのほどのほどの話話話話ですとですとですとですと、、、、頭痛薬頭痛薬頭痛薬頭痛薬をををを

服用服用服用服用しているとのことでしたしているとのことでしたしているとのことでしたしているとのことでした

が・・が・・が・・が・・。。。。

はいはいはいはい。。。。

そのようなことはそのようなことはそのようなことはそのようなことは、、、、どこかにどこかにどこかにどこかに記記記記

載載載載されているのでしょうかされているのでしょうかされているのでしょうかされているのでしょうか？？？？

していないですしていないですしていないですしていないです。。。。

担当医担当医担当医担当医
看護ｻｰﾍﾞｲﾔｰ看護ｻｰﾍﾞｲﾔｰ看護ｻｰﾍﾞｲﾔｰ看護ｻｰﾍﾞｲﾔｰ

担当医担当医担当医担当医
診療ｻｰﾍﾞｲﾔｰ診療ｻｰﾍﾞｲﾔｰ診療ｻｰﾍﾞｲﾔｰ診療ｻｰﾍﾞｲﾔｰ

診療録診療録診療録診療録、、、、規程規程規程規程、、、、手順手順手順手順

マニュアルなどのマニュアルなどのマニュアルなどのマニュアルなどの確認確認確認確認

診療録診療録診療録診療録、、、、看護記録看護記録看護記録看護記録、、、、

手順手順手順手順・マニュアルなど・マニュアルなど・マニュアルなど・マニュアルなど

のののの確認確認確認確認
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展開に決まりはない

�診療経過を基本とするが、その場⾯で何が話

題になるのか決まっていない

�各場面で、どこに重点を置くかはSVRの裁量

�2病棟のケアプロセスで受審病院の全体像を把握する

�メリハリのつけ方はさまざま

�シナリオがあるわけではない

� SVRも当⽇になって初めてサマリーを⾒る

�質疑の中で、関連する別な話題に飛ぶこともある

�安全、感染、倫理などはどこでも触れられる可能性あり

�職員の教育研修なども話題になりうる

�その症例での対応を確認した後に、別なシチュエーション

での対応方法や一般的な手順に関して尋ねることも多い

公益財団法人 日本医療機能評価機構
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ケアプロセスに参加して欲しい方々

�その症例のことをよく知っている医師

�通常は主治医

�必ずしも役職者がよいわけではない

�むしろ実務に精通している医師がよい

�その症例に関与していた看護師

�必ずしも「担当」にこだわらなくてもよいが、具体的
な経過が分かっている人

�病棟看護師⻑は補佐的に参加

�関連するスタッフ

�薬剤師、リハ療法⼠、栄養⼠、MSW、病棟クラーク
など
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どんな症例を提⽰するか？

�１症例目【典型症例】

⼀つの症例で初診から退院後の状況をみて診療・

ケアの流れと特徴を理解・把握

�不⾜部分の事例

典型症例で網羅していない事象の補てん

例えばターミナルケアなど

�「チャンピオン症例」がよいのか

�瑕疵がないことを期待しているものではない

�診療⾏為が少ない症例は

�⼀般論を聞くことが多くなってしまう

公益財団法人 日本医療機能評価機構
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最後に・・・

� 3rdGの審査では、症例トレース型ケアプロセスを通

じて、患者さんが病院に来院し、入院、退院に至る

までの⼀連の流れに沿って確認を⾏い、より臨床現

場の実態に合った評価を目指します。

�受審病院との意⾒交換を通して、より的確で、改善

に役⽴つ評価となるように努めます。
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＜演習の進行について＞
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今回の症例では以下のような点を確認します

�救急要請

�救急を受ける体制

�初診時の所⾒

�救急初療の現状

�情報収集等での連携

�救急での検査の実施状況

�診断

�入院の判断

�当⾯の診療⽅針の決定

�診療⽅針の決定過程

�診療科間の連携
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� 入院の手配

� 円滑な⼊院

� 病状、入院に関する説明

� 入院時の指示

� 指示出し、指示受けのシステム

� 食事の指示、栄養部門の関わり

� 日々のケア

� 入院時の評価

� 情報収集と各種計画⽴案の状況

� 持参薬の取り扱い

� 治療⾏為

� 注射類の実施状況

� カンファレンスの実施状況

� 入院時当初

� 患者の状態の把握

� 変化があった場面

� 患者観察の状況

今回の症例では以下のような点を確認します
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� 周術期

� 手術適応の判断

� 患者への説明

� 手術の準備

� 抗菌剤の使用

� 輸血の準備、実施状況

� 身体抑制の実施状況

� 術前の評価

� 申し送り

� 手術

� 術後の指示

� 症状緩和

� 経管栄養

� 抜管の判断

� 食事開始の判断

� 離床

今回の症例では以下のような点を確認します

27



�リハビリテーション

�亜急性期の看護

�退院計画

�退院

�退院時の指導

�地域連携

今回の症例では以下のような点を確認します
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診療・看護領域の

評価項目のポイント
※ この資料の評価項目は⼀般病院２を基に作成しております。

2016.6.18

公益財団法人 ⽇本医療機能評価機構

診療サーベイヤー 宮本 恒彦

看護サーベイヤー 市川智恵子

公益財団法人 日本医療機能評価機構

Japan Council for Quality Health Care

症例トレース型ケアプロセス

�一つの症例をじっくり見る

�通覧すれば良い面も悪い面もそれなりに見えてくるはず

�サマリーは当日用意

�基本的に全経過をたどる

�受診から始まり、外来、入院の一連の経過をみる

�通常行なわれる診療行為についておよそ状況を確認

�個々の行為の関連性も確認

�含まれない診療行為に関しては、別症例などで補足

�ターミナルケアなどは多くの場合別症例で確認
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公益財団法人 日本医療機能評価機構

Japan Council for Quality Health Care

診療場⾯は病院の縮図
� 例えば化学療法の場⾯

� この場⾯を通して、把握したいことの⼀例

�レジメン管理を通じたガイドラインに対する姿勢 1.5.2

�適応外の使用についての対応 1.5.4

� このような診療⾏為がどのように実施される体制か

�責任の所在、部門間の連携など 3.1.1

�医師と薬剤師、看護部 外来と病棟

2.1.4 2.1.5 2.1.12

�専門性を持ったスタッフの関与、育成の方針 4.3.2

� 安全管理の方針が現場に定着しているか

�実際の運用が安全に配慮されているか

2.1.3 2.1.4 2.1.5 2.2.10

その場面に凝縮された病院の機能を評価する

公益財団法人 日本医療機能評価機構

Japan Council for Quality Health Care

他の機能種別の場合 精神科
� 入院の必要性の判断

� ⼊院形態の判断の適切性

� 患者への説明
� 理解されない場合の対応

� 治療⽅針の説明、スタッフへの周知

� 入院中の観察、評価の実態

� ⾏動制限

� 投薬の実情

� 退院の判断
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公益財団法人 日本医療機能評価機構

Japan Council for Quality Health Care

他の機能種別の場合 リハ病院
� 入院適応の判断

� 入院時の評価

� リハ処方
� 個別性への配慮

� 安全性に配慮した処方

� 実施計画の⽴案

� 訓練の実施
� 実施記録

� 中間評価
� カンファレンスの実施状況

� 計画の⾒直し

� 退院計画

公益財団法人 日本医療機能評価機構

Japan Council for Quality Health Care

他の機能種別の場合 慢性期病院
� 入院適応の判断

� 入院時の評価
� 病状の評価

� リスク評価

� 認知機能の評価

� リハビリテーション

� 日々のケアの実際
� 褥瘡予防

� 認知症への対応

� 服薬の管理

� 退院計画
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公益財団法人 日本医療機能評価機構

Japan Council for Quality Health Care

特別な診療を求めているのではない

�通常⾏われる診療が、安全に実施される状況に

あるのか

�もしそこに問題が⾒えれば改善を求める

�その水準は基本的に前バージョン(V6)と同様

�医療のあるべき姿からみて、課題となるものが

あるか

�診療実態は今⽇期待されているレベルにあるか

公益財団法人 日本医療機能評価機構

Japan Council for Quality Health Care

何を準備すればよいのか

�受審のためだけの特別な準備は不要

�実用的でない手順書作成などは無用

�通常期待されるレベルの診療

�地域から期待される診療の実践

�安全への配慮は確実に

�病院内の統一された運用

�バラバラの運用をこの機会に統一

�誇るべき活動は積極的にアピール

�機構にも基準がないが、将来の標準になるかもしれな
い
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1.1 患者の意思を尊重した医療

� 1.1.2 患者が理解できるような説明を⾏い、同意

を得ている

【評価の視点】

説明すべき内容がわかりやすく患者に説明されているこ
と、また、同意を得る際には患者の意思が尊重されている
ことを評価する。

【評価の要素】

� 説明と同意に関する方針

� 説明と同意の状況

� 病院としての書式の把握と管理

� セカンドオピニオンへの対応

公益財団法人 日本医療機能評価機構
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1.1 患者の意思を尊重した医療

� 1.1.2 患者が理解できるような説明を⾏い、同意

を得ている

【Cとなりうる状況（例）】

�説明すべき内容（ハイリスクの検査・治療、⼊院の必要

性、治療の計画など）について、患者へ説明されていな

い

�同意を得る際に患者の意思を尊重する配慮がない

�説明と同意の実践状況について、病院として確認・把握
していない
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1.5 継続的質改善のための取り組み

� 1.5.4 倫理・安全⾯などに配慮しながら、新たな

診療・治療⽅法や技術を導⼊している

【評価の視点】

最新の診断技術や術式、治療⽅法、診療機器等の情報が

収集され、導⼊に際しては、倫理・安全⾯や院内の⽀援体

制も含めて検討していることを評価する。

【評価の要素】

� 新たな診療・治療⽅法や技術の導⼊に向けた検討

� 新たな知識・技術の習得のための⽀援
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1.5 継続的質改善のための取り組み

� 1.5.4 倫理・安全⾯などに配慮しながら、新たな

診療・治療⽅法や技術を導⼊している

【Cとなりうる状況（例）】

�研究的・実験的診療が倫理的検討を経ずに実施されている

�使用の要件を満たさない状況で薬品・機器が導入されてい
る

�十分な体制が整わない状況で新しい技術が実施されている

�新技術の導入が全面的に現場に任され、組織的な支援が
ない

�新技術が導⼊されずに、診療ガイドラインで推奨されない

診療が⾏われている
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Japan Council for Quality Health Care

2.1 診療・ケアにおける質と安全の確保

� 2.1.1 診療・ケアの管理・責任体制が明確である

【評価の視点】

安全で質の⾼い医療を安定・継続的に提供するために、

診療・ケアの管理・責任体制が明確にされていることを評

価する。

【評価の要素】

� 病棟、外来等における管理・責任体制

� 各責任者による診療・ケアの実施状況の把握

� 患者・家族への明示

公益財団法人 日本医療機能評価機構
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2.1 診療・ケアにおける質と安全の確保

� 2.1.1 診療・ケアの管理・責任体制が明確である

【Cとなりうる状況（例）】

�主治医・担当医・看護担当者が、患者・家族に明らかに
されていない

�診療チームの責任者が明確になっていない
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Japan Council for Quality Health Care

2.1 診療・ケアにおける質と安全の確保

� 2.1.4 情報伝達エラー防止対策を実践している

【評価の視点】

医師の指示や結果等の情報が、迅速かつ正確に伝達さ
れていることを評価する。

【評価の要素】

� 処方箋・指示箋の記載

� 医師の指示出し・実施確認

� 指示受け・実施

� 検査結果等の確実な報告

公益財団法人 日本医療機能評価機構

Japan Council for Quality Health Care

2.1 診療・ケアにおける質と安全の確保

� 2.1.4 情報伝達エラー防止対策を実践している

【Cとなりうる状況（例）】

�指示出しの手順が統一されていない

�指⽰における数量、単位等の記載ルールが明確になって

いない

�指示の確認および実施の記録がない

�転記（代⾏⼊⼒を含む）が⾏われ、その後医師の確認が

ない
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Japan Council for Quality Health Care

2.1 診療・ケアにおける質と安全の確保

� 2.1.5 薬剤の安全な使用に向けた対策を実践し

ている

【評価の視点】

薬剤の取り違え防止など安全使用に向けた対策が、薬
剤師を中心に各部署で実践されていることを評価する。

【評価の要素】
� 重複投与、相互作用、アレルギーなどのリスク回避方法

�ハイリスク薬剤の安全な使⽤と保管・管理

� ⿇薬等の安全な使⽤と保管・管理

� 薬剤の取り違え防止への取り組み

� 副作用の発現状況の把握と対応

� 抗がん剤など必要な薬剤のレジメン管理・登録

� 病棟在庫薬剤使用時の確認方法

公益財団法人 日本医療機能評価機構

Japan Council for Quality Health Care

2.1 診療・ケアにおける質と安全の確保

� 2.1.5 薬剤の安全な使用に向けた対策を実践して

いる

【Cとなりうる状況（例）】

�ハイリスク薬剤の特性に沿った保管・管理が⾏われてい

ない

�⿇薬等の法令に沿った保管・管理が⾏われていない

�抗がん剤のレジメン管理が実施されていない

�病棟在庫の薬品を使用する際、鑑査に準ずるチェックが
⾏われていない
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公益財団法人 日本医療機能評価機構

Japan Council for Quality Health Care

2.1 診療・ケアにおける質と安全の確保

� 2.1.11 患者・家族の倫理的課題等を把握し、誠
実に対応している

【評価の視点】
臨床の様々な場⾯で⽣じる個別具体的な倫理的課題につ
いて、実際の対応状況を評価する。

【評価の要素】
� 患者・家族の抱えている倫理的な課題の把握

� 診療・ケアにおける倫理的課題を検討する仕組み

� 解決困難な倫理的な問題の対応

公益財団法人 日本医療機能評価機構

Japan Council for Quality Health Care

2.1 診療・ケアにおける質と安全の確保

� 2.1.11 患者・家族の倫理的課題等を把握し、誠

実に対応している

【Cとなりうる状況（例）】

�患者・家族が抱える倫理的な課題が検討されていない
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Japan Council for Quality Health Care

2.2 チーム医療による診療・ケアの実践

� 2.2.5 診断・評価を適切に⾏い、診療計画を作成
している

【評価の視点】
医学的診断・評価に基づき、必要に応じて他の職種と協
議し、患者・家族の希望が反映された診療計画が作成され
ていることを評価する。

【評価の要素】
� 患者の病態に応じた診断・評価
� 診断・評価に基づく診療計画の迅速な作成

� 患者・家族の要望の反映
� 患者・家族への説明と同意
� 必要に応じた診療計画の⾒直し

� クリニカル・パスの活用

公益財団法人 日本医療機能評価機構
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2.2 チーム医療による診療・ケアの実践

� 2.2.5 診断・評価を適切に⾏い、診療計画を作成

している

【Cとなりうる状況（例）】

�病状が評価されずに定型的な診療計画のみが安易に使⽤

されている

�診療計画が患者に説明されておらず、同意が得られてい

ない

�必要に応じた診療計画の⾒直しが⾏われていない
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受審が患者の利益になるように

�認定されることが最終目標ではない

�受審は業務改善の一つの手段である

�受審を通じた継続的改善活動の定着

�期中評価という仕組み

�⾃院の診療の現況を把握

�課題を⾒つけたら積極的な対処を

�その努⼒は診療を通じて患者の利益になるはず

�受審の成果物は「質改善」

�質改善は⾏なわなければならない課題

� 3rdGはその活動を支援するツールです
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より良い病院に近づけるために

現状把握

目標

認定

病院をより優れた状態にするために、職員全員が一

丸となり、継続した質改善活動を推し進めることが

⼤切です。
目指すべき

理念

「認定」はあく

までも組織の基

礎体⼒。さらに

理念の達成に向

けて継続的に努

⼒することは組

織の使命。

こうなりたいと

皆が思い描く

病院の将来像

改善の余地があ

れば、目標の状

態に近づけてい

くよう創意工夫

することが、組

織に課せられた

課題。

質改善活動における活動量

医
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ケアプロセス調査について

【参考資料】

公益財団法人 ⽇本医療機能評価機構

公益財団法人 日本医療機能評価機構

Japan Council for Quality Health Care

ケアプロセス調査
（1病棟目）13：40～15：10（90分）
（2病棟目）15：45～17：00（75分）

内容 � 訪問病棟において、典型的な症例である⼀⼈の患者について、診

療録等を参照しながら、来院･外来受診、⼊院から退院までの⼀連

の経過に沿って提供される医療サービスについて確認します。

� 1病棟目・2病棟目とも、1症例目で確認できなかった事項は、別

患者の診療録を参考に進⾏します。

同席者 � 典型的な患者の症例の主治医、看護師、および関与した職員（薬

剤師、栄養⼠、療法⼠など）

お願い � 会議室、ナースステーション、カンファレンスルームなど、できるだ

け多くの職種の方がご参加できる相応の広さの会場をご準備ください。

� 症例の選択・実際の進⾏の⼀例については、次ページ以降をご参照く

ださい。

� 救急専用病床 、集中治療室等を選択される場合は、事務局へ事前に

ご相談ください。

� 進⾏表のご提出後に、病棟の選択や順番について、事務局より変更を

お願いすることがあります。

訪問審査当日の

進行モデル

診療・看護

チーム

事務管理

チーム

開始挨拶

メンバー紹介

病院概要説明

書類確認

面接調査

昼食･休憩

病棟概要確認

ケアプロセス調査

面接調査

（事務）

部署訪問

病棟概要

確認

ケアプロセ

ス調査

外来訪問
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ケアプロセス調査の病棟選択について

主たる機能

病棟

一般
回復期

ﾘﾊ
療養 精神科

緩和ｹｱ・

ﾎｽﾋﾟｽ

一般病院１※ ○ × ○ × ×

一般病院２ ○ × × × ×

ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病院 × ○ × × ×

慢性期病院 × × ○ × ×

精神科病院 × × × ○ ×

緩和ケア病院 × × × × ○

ケアプロセス調査の訪問病棟は、主たる機能ごとに選択できる病棟

が決まっております。

※一般病院１の場合、1病棟は一般病棟を選択してください。

病棟選択のご判断に迷われる場合は、事務局へご相談ください。

公益財団法人 日本医療機能評価機構

Japan Council for Quality Health Care

ケアプロセス調査（訪問病棟の選択方法）

「典型的症例を扱う病棟」を、「訪問病棟」として設定します。

典型的症例*は、⽇常診療を把握することができるような内容を優先して

抽出します。手術適用が少数であるケースなど、必ずしも内科・外科患

者の診療録を典型的症例として揃えなくても構いません。
内科・外科等の混合病棟において手術適用患者が少数であるケースでは、

1症例目に⼿術適⽤患者を抽出しなくてもかまいません。⼿術適⽤患者

への対応については、2症例目以後に確認します。

例：主に、消化器外科の治療と呼吸器疾患の治療を⾏う病院における典型的症例

1病棟目

悪性腫瘍に伴う胃切除術適⽤

患者（直近退院患者分）

2病棟目

膠原病に伴う間質性肺炎治療

患者（直近退院患者分）

＊典型的症例について
○受審病院（病棟）に

とって、代表的疾患であ

ることが望ましい

○⼊院期間は特段⻑いも

のである必要はないが、1

泊2日の検査入院などは避

ける（ただし、眼科専門

病院などにおいて、全症

例にクリニカル・パスを

適用している場合は、典

型的症例として抽出して

構わない）
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公益財団法人 日本医療機能評価機構

Japan Council for Quality Health Care

訪問病棟では、まず、1患者への対応を確認します。訪問病棟における典型的な

患者の症例（直近退院患者1名分の診療録および退院時サマリーの記載内容）に

沿って審査を進⾏します。

外来

退院支援

入院

退院

外来フォロー

受審病院側の説明

サーベイヤーの確認内容
�各症例における計画的な対応の有無や診療

・ケアにおける役割と機能の発揮

�医療安全対策、感染制御対策

�診療記録、退院時サマリー

�医師・看護師の体制およびリーダーシップ

�チーム医療への対応

�手順遵守状況

診断・評価、
治療⽅針の決定

（入院決定）
投薬・注射
周術期対応、輸血
栄養管理

リハビリテーション
症状緩和

相談援助、退院調整
患者教育（服薬・栄養・
リハビリテーションに関する指導）

＜書類確認時＞
訪問病棟における「典型

的症例」患者の看護サマ

リー・退院時サマリーを

紙媒体にて用意する（訪

問病棟につき1名分）。

＜ケアプロセス調査時＞
上記患者の診療録も⽤意

する（電子カルテの場合

、該当患者の画面を表示

する）。

ケアプロセス調査（訪問病棟における1症例目の確認⽅法）

公益財団法人 日本医療機能評価機構

Japan Council for Quality Health Care

1病棟目・2病棟目とも、1症例目で確認できなかった事項は
、別患者の診療録を参考に進⾏します。

ハイケアユニットで治

療中の患者（⼈⼯呼吸

器使用患者等）

身体抑制中の患者

褥瘡が認められる患者

ターミナル期の患者

サーベイヤーの確認内容

�各症例における計画的な対応の有無や

診療・ケアにおける役割と機能の発揮

�医療安全対策、感染制御対策

�診療記録、退院時サマリー

�医師・看護師の体制およびリーダーシ

ップ

�チーム医療への対応

�手順遵守状況

2症例目以降の対象

※1症例目の抽出内容により、異なります

※2症例目以降は、⼊院中の患者でも可能

ケアプロセス調査（訪問病棟における2症例目以降の確認⽅法）
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公益財団法人 日本医療機能評価機構

Japan Council for Quality Health Care

病院機能評価の概要

公益財団法人 ⽇本医療機能評価機構

公益財団法人 日本医療機能評価機構

Japan Council for Quality Health Care

病院機能評価とは

� 病院機能評価は、病院が組織的に医療を提供するため
の基本的な活動（機能）が、適切に実施されているか
どうかを評価する仕組みです。

� 評価調査者（サーベイヤー）が中⽴・公平な⽴場に
たって、所定の評価項目に沿って病院の活動状況を評
価します。

� 評価の結果明らかになった問題点に対し、病院が改善
に取り組むことで、医療の質向上が図られます。

� 全国の病院の約26％（2228施設；2016.3.4現在）が
導入しており、わが国の病院の活動基準です。
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公益財団法人 日本医療機能評価機構

Japan Council for Quality Health Care

病院機能評価の目指しているもの

１．問題提起

２．現状把握

３．対策立案

４．改善活動

Plan

Do

Check

Act
５．日常管理

（維持・定着）

Standard

Do

Check

Act

あるべき姿（評価項目）との比較・評価

→乖離（問題点）の認識

自院の状況に応じ

た改善策の立案

基準・手順等の

設定と遵守

公益財団法人 日本医療機能評価機構

Japan Council for Quality Health Care

どんな効果があるのか（認定病院アンケートより）

� 部署間連携の強化を再認識でき、部署を超える業務が円滑に
なったと思います。

� 既存の規程の⾒直しや新たな規程作成により、組織としての
ルールが確⽴されました。

� 各種委員会が受審を契機に整理・再編され、目的を持った活動
がしやすくなりました。

� 継続して取り組むことが重要であることを強く認識した。PDCA
の重要性と難しさを痛感しました。

� 医療の安全に対する職員の意識が向上しました。

� 受審後、職員は「やればできる」との心持ちを持ったようです。
このことは何事にも応用できそうです。

業務プロセスの
⾒直し

個人と組織の
学習・成⻑の機会
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公益財団法人 日本医療機能評価機構

Japan Council for Quality Health Care

認定病院になったら・・・

� 認定病院であることの広報

� 病院機能評価結果の情報提供

� 認定病院ポスター／シンボルマークの利⽤

� さらなる質の向上に向けて

� 付加機能評価

� 救急医療機能、リハビリテーション機能、緩和ケア機能

� 患者安全への取り組み

� 認定病院患者安全推進協議会への加入

� 所定の年会費（6万円）を支払うことで、認定病院患者安

全推進協議会に加入できます。患者安全に関する様々な

情報を共有したり、セミナーに参加することができます。

公益財団法人 日本医療機能評価機構

Japan Council for Quality Health Care

病院機能評価のプロセス

一連の審査によって認定の判定を行う一連の審査によって認定の判定を行う一連の審査によって認定の判定を行う一連の審査によって認定の判定を行う

１
受
審
申
請
・
契
約

３
書
面
審
査

４
訪
問
審
査

５
中
間
的
な
結
果
報
告

６
補
充
的
な
審
査
（
オ
プ
シ
ョ
ン
）

７
審
査
結
果
通
知

８
審
査
結
果
報
告
書

■
評
価
部
会

■
運
営
会
議

■
評
価
委
員
会

■
評
価
部
会

認
定

証
交
付

再
審
査
／
確
認
審
査

●
自

己
評

価
調
査

●
病

院
機

能
の
現
況

調
査

約1年（4ヶ月以上） 6～8週間 2ヶ月以内

一定の水
準と認めら
れた場合

改善要望事
項が付され
た場合

２
受
審
病
院
説
明
会
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公益財団法人 日本医療機能評価機構

Japan Council for Quality Health Care

訪問審査前の手順

� 受審申請
� 新規受審の場合・・・翌年度末までの受審の申請を

受付
� 更新受審の場合・・・認定有効期限の1年半前から

半年前まで申請受付

� 受審病院説明会
� 病院機能評価の概要、サーベイヤーの評価の視点、
受審病院体験談

� 書面審査
� 病院機能の現況調査・・・人員・設備の状況や活動実
績等をデータで把握する。

� 自己評価調査・・・評価項目に沿って受審病院自ら評
価を⾏い、改善課題を明確にし、改善活動を⾏う。

公益財団法人 日本医療機能評価機構

Japan Council for Quality Health Care

訪問審査の手順

訪問審査の手順については、

「訪問審査当⽇の進⾏モデル」

をご覧ください。
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公益財団法人 日本医療機能評価機構

Japan Council for Quality Health Care

中間的な結果報告と補充的な審査について

� 中間的な結果報告

� 訪問審査終了後、概ね6〜8週間後に、中項目の評価とその項目所
⾒を中間的な結果報告として受審病院に送付する。

� 受審病院の対応（中間的な結果報告受領後、1ヶ月以内）

� 事実誤認や疑義について意⾒を述べることができる。

� 評価Cの項目について、指摘された所⾒を受けて改善を図り、補充
的な審査を受審することができる。

� 補充的な審査

� 希望する場合は、中間的な結果報告の受領後２ヶ⽉以内に実施する。

� 希望しない場合は、中間的な結果報告の内容を最終結果として評価
委員会の審議に進むことができる。

公益財団法人 日本医療機能評価機構

Japan Council for Quality Health Care

審査結果通知

すべての中項目が

評価B以上か？

「改善要望事項」が

付されているか？

認定
すべて評価B以上

評価Cの項目がある

付されていない

認定留保

認定

条件付認定または

付されている
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公益財団法人 日本医療機能評価機構

Japan Council for Quality Health Care

� 不明点がある場合は、下記までお問合せください。

� 訪問審査不可能⽇、調査票、資料の提出について
⇒評価事業審査部（03-5217-2321）

� その他受審全般に関するご相談
⇒評価事業推進部（03-5217-2326）

些細な内容でも構いません。お気軽にお問合せください！

公益財団法人 日本医療機能評価機構

Japan Council for Quality Health Care

動画配信のご案内

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、以下の動画を作成いたしました。

院内での周知や研修等にご活用ください。

Ⅰ. 病院機能評価ってなんだろう
Ⅱ. 病院機能評価〜受審準備から認定後の流れ〜
III. ケアプロセス調査とは

〜症例トレース型ケアプロセス〜

※以下のURLよりご覧いただけます。
（当機構のホームページからもご覧いただけます）

http://jcqhc.or.jp/pdf/works/douga.pdf

51



公益財団法人 日本医療機能評価機構

Japan Council for Quality Health Care

解説集

� 各機能種別版評価項目の
各項目（中項目）につい
て、意図（ねらい）や目
指すべき方向性（本来の
あり方や望まれる状況）
を解説しています。

→ただし、解説集は理想的
な状況を記載していること
にご留意ください。

公益財団法人 日本医療機能評価機構

Japan Council for Quality Health Care

Improve
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。

評価機構のホームページよりダウンロードできます。
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公益財団法人 日本医療機能評価機構

Japan Council for Quality Health Care

病院機能評価データブック

研究成果等（公開中）http://jcqhc.or.jp/research/

病院機能評価（機能種別版）を受審
した病院のデータを集積しています。

公益財団法人 日本医療機能評価機構

Japan Council for Quality Health Care

� 当機構は、2013年、国際医療の質学会
（ISQua）が実施している国際認定プログラムに
て、現在運用中の評価項目（機能種別版評価項目
3rdG：Ver.1.0）と運営に関する組織について国
際認定されました

� 2016年には、当機構とISQuaの共催による「第
33回 ISQua国際学術総会」を東京で開催します

最近の動向（国際的な活動）

※ISQua(The International Society for Quality in Health 
Care)は、世界の医療の質向上を目的とする国際学会です。アイ
ルランド・ダブリンに本部があり、約50カ国の組織会員、個人
会員とアイルランド政府から資⾦を得て事業を実施しています。

世界保健機関（WHO）の公式関連団体として、WHOに対して
技術や政策の⾯で協⼒しています。本学会は、医療の外部評価

を⾏う世界各国の組織の評価・認定を⾏う事業のほか、医療の

質・安全の向上に関する教育研修事業を⾏っています。

国際基準に対応した病院機能評価
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公益財団法人 日本医療機能評価機構

Japan Council for Quality Health Care

各国の主な認定機関（ISQua Membership）

公益財団法人 日本医療機能評価機構

Japan Council for Quality Health Care

⽇本医療機能評価機構のロゴマークが

変わりました

2015年7月27⽇の創⽴20周年を迎えるにあたり、
当機構を国⺠や医療関係者等に幅広く知っていた
だくため、ロゴマークを新しく定めました。

※ あわせて略称も「評価機構」と定めました。
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公益財団法人 日本医療機能評価機構

Japan Council for Quality Health Care

最新の情報はホームページをご覧ください。

http://www.jcqhc.or.jp/
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病院機能評価のながれ

受  審  申  込

▼

書面審査調査票

契約書その他関係書類 送付

▼

（↓新規病院のみ）  ▼

受審病院専用サイト

クライアント証明書および

ID・パスワード発行 

（概ね 2 週間） 
申込金振込

▼

          

4 ヶ月前 

2 ヶ月前 
（1 日） 

・現況調査票

①施設基本票

▼

訪問審査受入不可能日の入力

▼

訪問審査日程連絡（電話）

▼

病院資料 郵送または Web 提出 
①病院の沿革

②部門別調査票 ②病院案内

③診療機能調査票 ③組織図

④経営調査票

・施設基準等に関する状況

④入院案内

⑤委員会組織図

Web 提出 
▼

⑥会議・委員会一覧

⑦訪問審査当日の進行表

（概ね 3 週間） 
修正が必要な場合 ▼

1.5 ヶ月前 訪問審査実施通知

1 ヶ月前 
（1 日） 

  
▼

評価料残金請求

  
（概ね 2 週間） 

契約締結・申込金請求

受審病院説明会

病院基本情報の確認・入力 

書面審査完了 評価料残金振込

▼ ▼

・自己評価調査票

Web 提出 

・現況調査票

Web 再提出 

訪  問  審  査

2 ヶ月前 
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訪  問  審  査 

▼ 

報告書案提出 

評価部会（報告書案の点検） 

▼ 

中間的な結果報告 

■ 上記工程のやりとりにつきましては、基本的に「受審病院専用サイト」にて行います。 

審査結果報告書と認定証は、現物を発送いたします。

▼ 

疑義の確認／補充的な審査の意向確認 

（評価 B 以上） （評価 C） 

評価部会 ▼ 

評価委員会 ▼ 

▼ 補充的な審査 

運営会議 

審査結果通知 ▼ 

審査結果報告書 報告書案提出 

▼

評価部会 

評価委員会 

▼

運営会議 

審査結果通知 

審査結果報告書 

概ね

6～8 週間 

概ね

2 ヶ月 

改善要望事項なし 改善要望事項あり 

▼ ▼

認定留保 条件付認定 

▼ ▼

（審査結果報告書受領後） 

 （定められた期間内）（6ヵ月以内） 

▼

再審査受審 確認審査受審 

認定更新 

5 年後 
▼
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＜訪問審査当日の進行モデル＞
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審査体制区分１　進行表（予定） 2012年9月作成

受入担当者 所属・氏名

<訪問1日目>
時間 内容
8：50～9：00
（0’10”）
9：00～9：05
（0’05”）
9：05～9：20
（0’15”）
9：20～10：20
（1’00”）
10：20～11：25
（1’05”）
11：25～11：30
（0’05”）
11：30～11：50
（0’20”）
11：50～12：00
（0’10”）
12：00～13：00
（1’00”）

午後

<事務>

A病棟ケアプロセス調査に同行
（～14：30）

<事務>

14：30～14：40
（0’10”）
移動・休憩
14：40～17：25
（2’45”）

15：10～15：25
（0’15”）

面接調査(事務)・
部署訪問

（訪問順変更可）

□外来（受診の流れ等）
□医事課
□物品倉庫（医療材料）
□備蓄倉庫（食料等）
□防災管理室/保安管理室
□休憩室
□当直室
□図書室
□診療情報管理部門
□栄養部門（給食施設）
□その他関係部署

17：25～17：30
（0’05”）

昼食・休憩

チーム別訪問・調査

<診療・看護・事務>

事前打ち合わせ

開始挨拶・メンバー紹介

病院概要説明

書類確認

1領域面接調査（1.1, 1.2, 1.3, 4.6.3, 1.4, 1.5）

休憩

13：00～13：40
（0’40”）

休憩・移動

<診療・看護>

A病棟概要確認
（●●病棟）

13：40～15：10
（1’30”） A病棟ケアプロセス調査

<診療・看護>

4領域面接調査（4.1, 4.3）

補充的な面接調査

1日目終了挨拶

B病棟概要確認

15：45～17：00
（1’15”）

B病棟ケアプロセス調査

15：25～15：45
（0’20”）

17：00～17：25
（0’25”）

外来訪問

（●●病棟）

主たる機能のみ
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審査体制区分１　進行表（予定） 2012年9月作成

<訪問2日目>
時間 内容
8：50～9：00
（0’10”）

（訪問順変更可）

□薬剤部門 ■病理部門
□臨床検査部門 ■放射線治療部門
□画像診断部門 ■輸血・血液管理部門
□地域医療連携室 ■手術・麻酔部門
□相談室 ■集中治療室
□リハビリテーション部門 ■内視鏡室
□医療機器管理部門 ■透析室
□中央滅菌材料部門 ■臨床研修部門

■医療安全管理室
■感染対策室

10：30～12：00
（1’30”）
12：00～13：00
（1’00”）

13:00

9：00～10：30
（1’30”）

□1日目に訪問できなかった事務管理サー
ベイヤー担当部署（該当時のみ）

終了挨拶

講評および意見交換

事前打ち合わせ

合議会議（サーベイヤーミーティング）および再確認（病棟および部署）

チーム別部署訪問
○各チームにて、10分程度休憩を入れる可能性があります。

<診療・看護・事務>

■＝機能を有する場合、訪問先に追加します

主たる機能のみ
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審査体制区分１　進行表（予定） 2012年9月作成

受入担当者 所属・氏名

<訪問1日目>
時間 内容
8：50～9：00
（0’10”）
9：00～9：05
（0’05”）
9：05～9：20
（0’15”）
9：20～10：20
（1’00”）
10：20～11：25
（1’05”）
11：25～11：30
（0’05”）
11：30～11：50
（0’20”）
11：50～12：00
（0’10”）
12：00～13：00
（1’00”）

13：00～13：40
（0’40”）

<事務>

A病棟ケアプロセス調査に同行
（～14：30）

<事務>

14：30～14：40
（0’10”）
移動・休憩

15：10～15：25 （訪問順変更可）

（0’15”） □外来（受診の流れ等）
□医事課

□物品倉庫（医療材料）

□備蓄倉庫（食料等）

□防災管理室/保安管理室
□休憩室
□当直室
□図書室
□診療情報管理部門
□栄養部門（給食施設）
□その他関係部署

17：25～17：30
（0’05”）

4領域面接調査（4.1, 4.3）

A病棟概要確認
（●●病棟）

午後

A病棟ケアプロセス調査
13：40～15：10
（1’30”）

チーム別訪問・調査

14：40～15：00
（0’20”）
E病棟概要確認
（●●病棟）

14：40～17：25
（2’45”）
面接調査（事務）・
部署訪問

事前打ち合わせ

開始挨拶・メンバー紹介

病院概要説明

書類確認

<副機能担当>

<診療・看護> <副機能担当>

補充的な面接調査

1領域面接調査（1.1, 1.2, 1.3, 4.6.3, 1.4, 1.5）

休憩

15：45～17：00
（1’15”）

B病棟ケアプロセス調査

（●●病棟）

17：00～17：25
（0’25”）

外来訪問

15：25～15：45
（0’20”）

<診療・看護>

1日目終了挨拶

B病棟概要確認

副機能（●●科）外来訪
問

15：00～17：00
（2’00”）
E病棟ケアプロセス調査

休憩・移動

14：30～14：40
（0’10”）
移動・休憩

A病棟ケアプロセス調査に同
行（～14：30）

<診療・看護・事務・副機能担当>

昼食・休憩

副機能あり
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審査体制区分１　進行表（予定） 2012年9月作成

<訪問2日目>
時間 内容
8：50～9：00
（0’10”）

（訪問順変更可）

□薬剤部門 ■病理部門
□臨床検査部門 ■放射線治療部門
□画像診断部門 ■輸血・血液管理部門
□地域医療連携室 ■手術・麻酔部門
□相談室 ■集中治療室
□リハビリテーション部門 ■内視鏡室
□医療機器管理部門 ■透析室
□中央滅菌材料部門 ■臨床研修部門
□副機能に関する部門 ■医療安全管理室

■感染対策室

10：30～12：00
（1’30”）
12：00～13：00
（1’00”）
13：00

終了挨拶

事前打ち合わせ

チーム別部署訪問
○各チームにて、10分程度休憩を入れる可能性があります。

合議会議（サーベイヤーミーティング）および再確認（病棟および部署）

9：00～10：30
（1’30”）

講評および意見交換

■＝機能を有する場合、訪問先に追加します

<診療・看護・事務・副機能担当>

□1日目に訪問できなかった事務管理サー
ベイヤー担当部署（該当時のみ）

副機能あり
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審査体制区分2　進行表（予定） 2013年8月改訂

受入担当者 所属・氏名

<訪問1日目>
時間 内容
8：50～9：00
（0’10”）
9：00～9：05
（0’05”）
9：05～9：20
（0’15”）
9：20～10：20
（1’00”）
10：20～11：25
（1’05”）
11：25～11：30
（0’05”）
11：30～11：50
（0’20”）
11：50～12：00
（0’10”）
12：00～13：00
（1’00”）

午後

<事務>

A病棟ケアプロセス調査に同行
（～14：30）

<事務>

14：30～14：40
（0’10”）
移動・休憩
14：40～17：25
（2’45”）

15：10～15：25
（0’15”）

面接調査(事務)・
部署訪問

（訪問順変更可）

□外来（受診の流れ等）
□医事課
□物品倉庫（医療材料）
□備蓄倉庫（食料等）
□防災管理室/保安管理室
□休憩室
□当直室
□図書室
□診療情報管理部門
□栄養部門（給食施設）
□その他関係部署

17：25～17：30
（0’05”）

<診療・看護>

休憩・移動

開始挨拶・メンバー紹介

病院概要説明

書類確認

1領域面接調査（1.1, 1.2, 1.3, 4.6.3, 1.4, 1.5）

休憩

4領域面接調査（4.1, 4.3）

補充的な面接調査

昼食・休憩

1日目終了挨拶

<診療・看護>

B病棟概要確認

17：00～17：25
（0’25”）

外来訪問

15：45～17：00
（1’15”）

B病棟ケアプロセス調査

チーム別訪問・調査

<診療・看護・事務>

15：25～15：45
（0’20”）

13：40～15：10
（1’30”）

（●●病棟）

A病棟ケアプロセス調査

事前打ち合わせ

13：00～13：40
（0’40”）

A病棟概要確認
（●●病棟）

主たる機能のみ
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審査体制区分2　進行表（予定） 2013年8月改訂

<訪問2日目>
時間 内容
8：50～9：00
（0’10”）

（訪問順変更可）

□薬剤部門 ■病理部門
□臨床検査部門 ■放射線治療部門
□画像診断部門 ■輸血・血液管理部門
□地域医療連携室 ■手術・麻酔部門
□相談室 ■集中治療室

□リハビリテーション部門 ■内視鏡室
□医療機器管理部門 ■透析室
□中央滅菌材料部門 ■臨床研修部門

■医療安全管理室
■感染対策室

12：00～13：00
（1’00”）
13：00～14：30
（1’30”）
14：30～15：30
（1’00”）
15：30

※訪問部署数等によって、予定より早く審査が終了することがありますので、ご了承ください。

事前打ち合わせ

合議会議（サーベイヤーミーティング）および再確認（病棟および部署）

チーム別部署訪問

<診療・看護・事務>

■＝機能を有する場合、訪問先に追加します

□1日目に訪問できなかった事務管理サー
ベイヤー担当部署（該当時のみ）

終了挨拶

9：00～12：00
（3’00”）

講評および意見交換

昼食・休憩

休憩（各チームにて、15分程度休憩を入れてください）

主たる機能のみ
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審査体制区分２　進行表（予定） 2013年8月改訂

受入担当者 所属・氏名

<訪問1日目>
時間 内容
8：50～9：00
（0’10”）
9：00～9：05
（0’05”）
9：05～9：20
（0’15”）
9：20～10：20
（1’00”）
10：20～11：25
（1’05”）
11：25～11：30
（0’05”）
11：30～11：50
（0’20”）
11：50～12：00
（0’10”）
12：00～13：00
（1’00”）

午後

<事務>

A病棟ケアプロセス調査に同行
（～14：30）

<事務>

14：30～14：40
（0’10”）
移動・休憩

15：10～15：25 （訪問順変更可）

（0’15”） □外来（受診の流れ等）
□医事課

□物品倉庫（医療材料）

□備蓄倉庫（食料等）

□防災管理室/保安管理室
□休憩室
□当直室
□図書室
□診療情報管理部門
□栄養部門（給食施設）
□その他関係部署

17：25～17：30
（0’05”）

13：00～13：40
（0’40”）

15：25～15：45
（0’20”）

14：30～14：40
（0’10”）
移動・休憩

14：40～15：00
（0’20”）
E病棟概要確認
（●●病棟）

A病棟ケアプロセス調査に同
行（～14：30）

15：00～17：00
（2’00”）
E病棟ケアプロセス調査

休憩・移動

A病棟ケアプロセス調査

B病棟概要確認

<診療・看護>

15：45～17：00
（1’15”）

17：00～17：25
（0’25”）

外来訪問
副機能（●●科）外来訪
問

13：40～15：10
（1’30”）

<副機能担当>

14：40～17：25
（2’45”）
面接調査（事務）・
部署訪問

チーム別訪問・調査

4領域面接調査（4.1, 4.3）

1日目終了挨拶

B病棟ケアプロセス調査

（●●病棟）

<診療・看護>

<副機能担当>

<診療・看護・事務・副機能担当>

A病棟概要確認
（●●病棟）

1領域面接調査（1.1, 1.2, 1.3, 4.6.3, 1.4, 1.5）

休憩

昼食・休憩

補充的な面接調査

事前打ち合わせ

開始挨拶・メンバー紹介

病院概要説明

書類確認

副機能あり
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審査体制区分２　進行表（予定） 2013年8月改訂

<訪問2日目>
時間 内容
8：50～9：00
（0’10”）

（訪問順変更可）

□薬剤部門 ■病理部門
□臨床検査部門 ■放射線治療部門
□画像診断部門 ■輸血・血液管理部門
□地域医療連携室 ■手術・麻酔部門
□相談室 ■集中治療室

□リハビリテーション部門 ■内視鏡室
□医療機器管理部門 ■透析室
□中央滅菌材料部門 ■臨床研修部門
□副機能に関する部門 ■医療安全管理室

■感染対策室

12：00～13：00
（1’00”）
13：00～14：30
（1’30”）
14：30～15：30
（1’00”）
15：30

※訪問部署数等によって、予定より早く審査が終了することがありますので、ご了承ください。

9：00～12：00
（3’00”）

<診療・看護・事務・副機能担当>

■＝機能を有する場合、訪問先に追加します

休憩（各チームにて、15分程度休憩を入れてください）

終了挨拶

講評および意見交換

チーム別部署訪問

□1日目に訪問できなかった事務管理サー
ベイヤー担当部署（該当時のみ）

事前打ち合わせ

昼食・休憩

合議会議（サーベイヤーミーティング）および再確認（病棟および部署）

副機能あり
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審査体制区分３　進行表（予定） 2015年8月改訂

（2015年11月1日以後の訪問審査に適用）

受入担当者 所属・氏名

<訪問1日目>
時間 内容
8：50～9：00
（0’10”）
9：00～9：05
（0’05”）
9：05～9：20
（0’15”）
9：20～10：20
（1’00”）
10：20～11：25
（1’05”）
11：25～11：30
（0’05”）
11：30～11：50
（0’20”）
11：50～12：00
（0’10”）
12：00～13：00
（1’00”）

午後

2チーム<診療・看護>

C病棟概要確認
（●●病棟）

2チーム<診療・看護> <事務>

A病棟ケアプロセス調査に同行
（～14：30）

<事務>

14：30～14：40
（0’10”）
移動・休憩

15：10～15：25
（0’15”）

休憩・移動

2チーム<診療・看護> （訪問順変更可）

D病棟概要確認 □外来（受診の流れ等）

（●●病棟） □医事課
□物品倉庫（医療材料）
□備蓄倉庫（食料等）
□防災管理室/保安管理室
□休憩室
□当直室
□図書室
□診療情報管理部門
□栄養部門（給食施設）
□その他関係部署

17：25～17：30
（0’05”）

17：00～17：25
（0’25”）

救急外来訪問 一般外来訪問

1日目終了挨拶

15：25～15：45
（0’20”）

1チーム<診療・看護>

B病棟概要確認
（●●病棟）

15：45～17：00
（1’15”）

B病棟ケアプロセス調査

13：40～15：10
（1’30”）

1チーム<診療・看護>

A病棟ケアプロセス調査 C病棟ケアプロセス調査

D病棟ケアプロセス調査

14：40～17：25
（2’45”）
面接調査（事務）・部署訪問

休憩・移動

休憩

4領域面接調査（4.1, 4.3）

補充的な面接調査

昼食・休憩

チーム別訪問・調査

13：00～13：40
（0’40”）

1チーム<診療・看護・事務>

（●●病棟）

事前打ち合わせ

開始挨拶・メンバー紹介

病院概要説明

書類確認

1領域面接調査（1.1, 1.2, 1.3, 4.6.3, 1.4, 1.5）

A病棟概要確認

主たる機能のみ
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審査体制区分３　進行表（予定） 2015年8月改訂

（2015年11月1日以後の訪問審査に適用）

<訪問2日目>
時間 内容
8：50～9：00
（0’10”）

（訪問順変更可） （訪問順変更可）

11：30～12：30
（1’00”）

（訪問順変更可） （訪問順変更可）

13：30～15：30
（2’00”）
15：30～16：30
（1’00”）
16：30

（□=必ず訪問する部署、■=機能を有する場合、訪問先に追加する部署）

 　※ご留意いただきたいこと
　　　・訪問順は、病院の動線や繁忙時間を勘案し決定してください。
　　　・午前と午後の訪問部署の変更は可能です（目安；午前6～7部署、午後2～3部署）。
  　　・原則、チームをまたいでの訪問部署の変更はできません。
　　　・1日目に訪問できなかった部署（事務管理サーベイヤー担当）を訪問する場合があります。
　　　・適時１5分程度の休憩を入れてください。

合議会議（サーベイヤーミーティング）および再確認（病棟および部署）

講評および意見交換

終了挨拶

昼食・休憩

チーム別部署訪問

■感染対策室

9：00～11：30
（2’30”）

12：30～13：30
（1’00”）

事前打ち合わせ

チーム別部署訪問

2チーム<診療・看護>1チーム<診療・看護・事務>

1チーム<診療・看護・事務>

（□=必ず訪問する部署、■=機能を有する場合、訪問先に追加する部署）

□臨床検査部門

■輸血・血液管理部門

□地域医療連携室
□相談室

■集中治療室

■病理部門
■内視鏡室

■臨床研修部門

■手術・麻酔部門 □リハビリテーション部門

□薬剤部門
□画像診断部門
□医療機器管理部門
□中央滅菌材料部門
■透析室
■放射線治療部門

2チーム<診療・看護>

■医療安全管理室

主たる機能のみ
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審査体制区分３　進行表（予定） 2015年8月改訂

（2015年11月1日以後の訪問審査に適用）

受入担当者 所属・氏名

<訪問1日目>
時間
8：50～9：00
（0’10”）
9：00～9：05
（0’05”）
9：05～9：20
（0’15”）
9：20～10：20
（1’00”）
10：20～11：25
（1’05”）
11：25～11：30
（0’05”）
11：30～11：50
（0’20”）
11：50～12：00
（0’10”）
12：00～13：00
（1’00”）

午後
2チーム

<診療・看護・副機能担当>

C病棟概要確認
（●●病棟）

2チーム<診療・看護> <事務> <副機能担当>

A病棟ケアプロセス調査
に同行（～14：30）

C病棟ケアプロセス調
査に同行（～14：30）

<事務> <副機能担当>

14：30～14：40
（0’10”）
移動・休憩

14：30～14：40
（0’10”）
移動・休憩
14：40～15：00
（0’20”）
E病棟概要確認
（●●病棟）

15：10～15：25 （訪問順変更可）

（0’15”） □外来（受診の流れ等）
2チーム<診療・看護> □医事課

D病棟概要確認 □物品倉庫（医療材料）

（●●病棟） □備蓄倉庫（食料等）

□防災管理室/保安管理室

□休憩室

□当直室

□図書室

□診療情報管理部門

□栄養部門（給食施設）

□その他関係部署

17：25～17：30
（0’05”）

副機能（●●科）
外来訪問

A病棟概要確認

1日目終了挨拶

B病棟概要確認
（●●病棟）

B病棟
ケアプロセス調査

D病棟
ケアプロセス調査

救急外来訪問

1チーム<診療・看護>

13：40～15：10
（1’30”）

1チーム<診療・看護>

A病棟
ケアプロセス調査

C病棟
ケアプロセス調査

17：00～17：25
（0’25”）

15：25～15：45
（0’20”）

一般外来訪問

15：45～17：00
（1’15”）

14：40～17：25
（2’45”）
面接調査（事務）・
部署訪問

4領域面接調査（4.1, 4.3）

補充的な面接調査

昼食・休憩

チーム別訪問・調査

15：00～17：00
（2’00”）
E病棟
ケアプロセス調査

休憩・移動 休憩・移動

13：00～13：40
（0’40”）

1チーム
<診療・看護・事務>

（●●病棟）

事前打ち合わせ

開始挨拶・メンバー紹介

病院概要説明

書類確認

1領域面接調査（1.1, 1.2, 1.3, 4.6.3, 1.4, 1.5）

休憩

副機能あり
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審査体制区分３　進行表（予定）

副機能あり

2015年8月改訂

（2015年11月1日以後の訪問審査に適用）

<訪問2日目>
時間 内容
8：50～9：00
（0’10”）

（訪問順変更可） （訪問順変更可）

11：30～12：30
（1’00”）

（訪問順変更可） （訪問順変更可）

13：30～15：30
（2’00”）
15：30～16：30
（1’00”）
16：30

合議会議（サーベイヤーミーティング）および再確認（病棟および部署）

講評および意見交換

終了挨拶

□リハビリテーション部門
■集中治療室 ■感染対策室

□副機能に関する部門
（□=必ず訪問する部署、■=機能を有する場合、訪問先に追加する部署）

昼食・休憩

12：30～13：30
（1’00”）

チーム別部署訪問

1チーム<診療・看護・事務> 2チーム<診療・看護・副機能担当>

■手術・麻酔部門

■輸血・血液管理部門 ■放射線治療部門
■臨床研修部門 ■医療安全管理室

（□=必ず訪問する部署、■=機能を有する場合、訪問先に追加する部署）

 　※ご留意いただきたいこと
　 　・訪問順は、病院の動線や繁忙時間を勘案し決定してください。
 　　・午前と午後の訪問部署の変更は可能です（目安；午前6～7部署、午後2～3部署）。
   　・原則、チームをまたいでの訪問部署の変更はできません。
　 　・1日目に訪問できなかった部署（事務管理サーベイヤー担当）を訪問する場合があります。
　 　・適時１5分程度の休憩を入れてください。

□臨床検査部門 □医療機器管理部門
■病理部門 □中央滅菌材料部門
■内視鏡室 ■透析室

事前打ち合わせ

9：00～11：30
（2’30”）

チーム別部署訪問

1チーム<診療・看護・事務> 2チーム<診療・看護・副機能担当>

□地域医療連携室 □薬剤部門
□相談室 □画像診断部門
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審査体制区分４　進行表（予定） 2015年8月改訂

（2015年11月1日以後の訪問審査に適用）

受入担当者 所属・氏名

<訪問1日目>
時間 内容
8：50～9：00
（0’10”）
9：00～9：05
（0’05”）
9：05～9：20
（0’15”）
9：20～10：20
（1’00”）
10：20～11：25
（1’05”）
11：25～11：30
（0’05”）
11：30～11：50
（0’20”）
11：50～12：00
（0’10”）
12：00～13：00
（1’00”）

午後

2チーム<診療・看護・事務>

C病棟概要確認
（●●病棟）

2チーム<診療・看護> <事務>

A病棟およびC病棟ケアプロセス調
査にそれぞれ同行
（～14：30）

<事務>

14：30～14：40
（0’10”）
移動・休憩

15：10～15：25
（0’15”）

休憩・移動

2チーム<診療・看護> （訪問順変更可）

D病棟概要確認 □外来（受診の流れ等）

（●●病棟） □医事課
□物品倉庫（医療材料）
□備蓄倉庫（食料等）
□防災管理室/保安管理室
□休憩室
□当直室
□図書室
□診療情報管理部門
□栄養部門（給食施設）
□その他関係部署

17：25～17：30
（0’05”）

13：00～13：40
（0’40”）

1チーム<診療・看護・事務>

（●●病棟）

事前打ち合わせ

開始挨拶・メンバー紹介

病院概要説明

書類確認

1領域面接調査（1.1, 1.2, 1.3, 4.6.3, 1.4, 1.5）

休憩

4領域面接調査（4.1, 4.3）

補充的な面接調査

昼食・休憩

チーム別訪問・調査

A病棟概要確認

B病棟ケアプロセス調査

13：40～15：10
（1’30”）

1チーム<診療・看護>

A病棟ケアプロセス調査 C病棟ケアプロセス調査

14：40～17：25
（2’45”）
面接調査（事務）・部署訪問

休憩・移動

D病棟ケアプロセス調査

17：00～17：25
（0’25”）

救急外来訪問 一般外来訪問

1日目終了挨拶

15：25～15：45
（0’20”）

1チーム<診療・看護>

B病棟概要確認
（●●病棟）

15：45～17：00
（1’15”）

主たる機能のみ
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審査体制区分４　進行表（予定）
主たる機能のみ

2015年8月改訂

（2015年11月1日以後の訪問審査に適用）

<訪問2日目>
時間 内容
8：50～9：00
（0’10”）

（訪問順変更可） （訪問順変更可）

11：30～12：30
（1’00”）

（訪問順変更可） （訪問順変更可）

13：30～15：30
（2’00”）
15：30～16：30
（1’00”）
16：30

事前打ち合わせ

9：00～11：30
（2’30”）

チーム別部署訪問

1チーム<診療・看護・事務> 2チーム<診療・看護・事務>

□地域医療連携室 □薬剤部門
□相談室 □画像診断部門
□臨床検査部門 □医療機器管理部門
■病理部門 □中央滅菌材料部門
■内視鏡室 ■透析室
■輸血・血液管理部門 ■放射線治療部門
■臨床研修部門 ■医療安全管理室

（□=必ず訪問する部署、■=機能を有する場合、訪問先に追加する部署）

 　※ご留意いただきたいこと
　 　・訪問順は、病院の動線や繁忙時間を勘案し決定してください。
　 　・午前と午後の訪問部署の変更は可能です（目安；午前6～7部署、午後2～3部署）。
　 　・原則、チームをまたいでの訪問部署の変更はできません。
　 　・1日目に訪問できなかった部署（事務管理サーベイヤー担当）を訪問する場合があります。
　 　・適時１5分程度の休憩を入れてください。

昼食・休憩

12：30～13：30
（1’00”）

チーム別部署訪問

1チーム<診療・看護・事務> 2チーム<診療・看護・事務>

■手術・麻酔部門

合議会議（サーベイヤーミーティング）および再確認（病棟および部署）

講評および意見交換

終了挨拶

□リハビリテーション部門
■集中治療室 ■感染対策室

（□=必ず訪問する部署、■=機能を有する場合、訪問先に追加する部署）
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審査体制区分４　進行表（予定） 2015年8月改訂

（2015年11月1日以後の訪問審査に適用）

受入担当者 所属・氏名

<訪問1日目>
時間
8：50～9：00
（0’10”）
9：00～9：05
（0’05”）
9：05～9：20
（0’15”）
9：20～10：20
（1’00”）
10：20～11：25
（1’05”）
11：25～11：30
（0’05”）
11：30～11：50
（0’20”）
11：50～12：00
（0’10”）
12：00～13：00
（1’00”）

午後
2チーム

<診療・看護・事務・副機能担当>

C病棟概要確認
（●●病棟）

2チーム<診療・看護> <事務> <副機能担当>

A病棟およびC病棟ケアプロ
セス調査にそれぞれ同行
（～14：30）

C病棟ケアプロセス
調査に同行
（～14：30）

<事務> <副機能担当>

14：30～14：40
（0’10”）
移動・休憩

14：30～14：40
（0’10”）
移動・休憩
14：40～15：00
（0’20”）
E病棟概要確認
（●●病棟）

15：10～15：25 （訪問順変更可）

（0’15”） □外来（受診の流れ等）
2チーム<診療・看護> □医事課

D病棟概要確認 □物品倉庫（医療材料）

（●●病棟） □備蓄倉庫（食料等）

□防災管理室/保安管理室

□休憩室

□当直室

□図書室

□診療情報管理部門

□栄養部門（給食施設）

□その他関係部署

17：25～17：30
（0’05”）

チーム別訪問・調査

事前打ち合わせ

開始挨拶・メンバー紹介

病院概要説明

書類確認

13：40～15：10
（1’30”）

1チーム<診療・看護>

A病棟
ケアプロセス調査

C病棟
ケアプロセス調査

14：40～17：25
（2’45”）
面接調査（事務）・
部署訪問

1領域面接調査（1.1, 1.2, 1.3, 4.6.3, 1.4, 1.5）

休憩

4領域面接調査（4.1, 4.3）

補充的な面接調査

昼食・休憩

休憩・移動 休憩・移動

15：25～15：45
（0’20”）

1チーム<診療・看護>

副機能（●●科）
外来訪問

13：00～13：40
（0’40”）

1チーム
<診療・看護・事務>

（●●病棟）
A病棟概要確認

1日目終了挨拶

B病棟概要確認
（●●病棟）

15：45～17：00
（1’15”）

B病棟
ケアプロセス調査

D病棟
ケアプロセス調査

17：00～17：25
（0’25”）

救急外来訪問 一般外来訪問

15：00～17：00
（2’00”）
E病棟
ケアプロセス調査

副機能あり
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審査体制区分４　進行表（予定）
副機能あり

2015年8月改訂

（2015年11月1日以後の訪問審査に適用）

<訪問2日目>
時間 内容
8：50～9：00
（0’10”）

（訪問順変更可） （訪問順変更可）

11：30～12：30
（1’00”）

（訪問順変更可） （訪問順変更可）

13：30～15：30
（2’00”）
15：30～16：30
（1’00”）
16：30

事前打ち合わせ

9：00～11：30
（2’30”）

チーム別部署訪問

1チーム<診療・看護・事務> 2チーム<診療・看護・事務・副機能担当>

□地域医療連携室 □薬剤部門
□相談室 □画像診断部門
□臨床検査部門 □医療機器管理部門
■病理部門 □中央滅菌材料部門
■内視鏡室 ■透析室
■輸血・血液管理部門 ■放射線治療部門
■臨床研修部門 ■医療安全管理室

（□=必ず訪問する部署、■=機能を有する場合、訪問先に追加する部署）

　 ※ご留意いただきたいこと
　　 ・訪問順は、病院の動線や繁忙時間を勘案し決定してください。
　　 ・午前と午後の訪問部署の変更は可能です（目安；午前6～7部署、午後2～3部署）。
　　 ・原則、チームをまたいでの訪問部署の変更はできません。
　　 ・1日目に訪問できなかった部署（事務管理サーベイヤー担当）を訪問する場合があります。
　　 ・適時１5分程度の休憩を入れてください。

昼食・休憩

12：30～13：30
（1’00”）

チーム別部署訪問

1チーム<診療・看護・事務> 2チーム<診療・看護・事務・副機能担当>

■手術・麻酔部門

合議会議（サーベイヤーミーティング）および再確認（病棟および部署）

講評および意見交換

終了挨拶

□リハビリテーション部門
■集中治療室 ■感染対策室

□副機能に関する部門
（□=必ず訪問する部署、■=機能を有する場合、訪問先に追加する部署）
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1/2

訪問審査でご準備いただきたい書類一覧

書類
確認

ケア
プロセス

事務領域
面接

部署
訪問

1.1.1 ○

4.1.1 ○

4.1.3 ○

4.1.2, 4.1.3等 ○

医療安全確保に関するマニュアル（患者・部位・検体などの誤認
防止、情報伝達エラー防止、薬剤の安全使用、転倒・転落予
防、医療機器の安全使用など）

1.3.1 ○

インシデント・アクシデント報告書用紙、分析結果 1.3.2 ○

実際に提出のあったインシデント・アクシデント報告書 1.3.2 ○

過去1 年に濃厚な治療を必要としたアクシデント事例（レベル3ｂ以
上）の報告（該当がある場合のみ）

1.3.2 ○

その他、患者の安全確保に向けた取り組みが確認できる資料 1.3.1, 1.3.2 ○

医療関連感染制御に関するマニュアル・指針（標準予防策、感
染経路別予防策、抗菌薬使用に関する院内指針など）

1.4.1 ○

自院の医療関連感染に関して、収集、分析、評価したデータ 1.4.2 ○

その他、医療関連感染制御に向けた取り組みが確認できる資料 1.4.1, 1.4.2 ○

症例検討会（病理学的検討会、死亡症例検討会、画像診断検
討会等）に関する記録

1.5.2 ○

患者・家族の意見や苦情を収集した記録（意見箱や患者満足度
調査などを含む）

1.5.1 ○

意見や苦情への対応・回答記録（過去6か月程度） 1.5.1 ○

院内外における学会・研究会等に関する活動記録 4.3.1 ○

臨床評価指標（クリニカル・インディケーター）に関する資料 1.5.2 ○

各種立入検査の記録と指摘事項への対応に関する記録 1.5.3 ○

その他、院内における医療の質改善に向けた活動記録 1.5, 4.3.2 ○

典
型
的
症
例

典型的症例の退院時サマリー・看護サマリー
⇒訪問病棟ではじめにご紹介いただく症例のサマリーを紙媒体でご

用意ください（訪問病棟数分）＊1。ケアプロセス調査時は、同一患
者の診療録・サマリーを訪問病棟内にご用意ください。

2.1, 2.2 ○ ○

説明と同意に関する方針（指針・手順）、フォーマット 1.1.2 ○

説明と同意に関する実際の記録 2.2＊2 ○ ○

個人情報保護規程・運用手順 1.1.5 ○

臨床研究を実施する際、院外で事例発表等を行う際の倫理規程
類（リハビリ・看護部門等を含む）

1.1.6 ○

評価項目
番号準備書類内容

感
染
制
御

会議・委員会等の配布資料、議事録（過去1 年間分）

説
明
・
同
意

個
人
情
報
保
護

医
療
安
全

使用場面

患者の権利が明文化されたもの

病院の理念・基本方針が明文化されたもの

会議・委員会等の規程

質
改
善

以下に示す書類は、訪問審査中にご準備いただきたい資料・記録類の例です。
・下記に一致する書類がなくても、同様の内容と思われる書類があれば、ご準備ください。
・支障のない限り、原本をそのままご準備ください。訪問審査のために資料を抜粋していただく必要はありません。
・複数の内容に関連する書類については、1部ご準備いただければ結構です。複写などの必要はありません。

（例：「経営分析に関する資料」が「経営会議」の資料（議事録）に含まれる場合などは、会議の記録のみご準備
いただければ結構です。）

・書類確認会場に資料をご準備いただくときは、「医療安全」、「感染制御」などのカテゴリー別に配置してください。
・各部門におけるマニュアルなどは、ケアプロセス調査および部署訪問時に適宜確認します。必要と思われる

書類・記録類がすぐに取り出せるよう、ご準備ください。
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2/2

書類
確認

ケア
プロセス

事務領域
面接

部署
訪問

評価項目
番号準備書類内容

使用場面

医師業務マニュアル（診療指針・規程・業務手順など） 1.5.2, 2.1.1等 ○

看護管理手順 2.1.1等 ○

看護基準・手順（訪問病棟の看護業務マニュアル等を含む） 2.2＊3 ○

診療記録の記載に関するマニュアル・基準 2.1.2 ○

その他部門における業務マニュアル類 3.1, 3.2 ○

職務分掌・職務規程 4.1.3 ○ ○

病院の中・長期計画 4.1.3 ○ ○

年次事業計画（過去3 年分） 4.1.3 ○ ○

文書の管理・取り扱いに関連する規則・規程類 4.1.5 ○ ○

広報活動に関する資料（広報誌など過去1年の実績） 1.2.1 ○

紹介患者の受け入れ実績（紹介・逆紹介の記録）がわかる資料 1.2.2 ○

地域連携の実績がわかる資料 1.2.2 ○

地域に向けた医療に関する教育・啓発活動の実績がわかる資料 1.2.3 ○

就業規則（服務規程）、給与規程 4.2.2 ○ ○

労働災害の手続き関係書類 4.2.3 ○

健康診断の実施状況がわかる資料（職員の職種別健康診断や
特定検診の実施と受診状況などを含む）

4.2.3 ○

予防接種の実施状況がわかる資料 4.2.3 ○

職業感染が発生した時の対応策がわかる資料 4.2.3 ○

職員の意見や要望を聴取した記録（職員満足度調査などを含む） 4.2.4 ○

院内暴力対策に関する方針、具体的な対応策がわかる資料 4.2.3 ○

病院全体の教育・研修計画と実施記録（勉強会、学会・研修会
の参加記録などを含む）

4.3.1 ○

学会や研修参加の出張に関する規程 4.3.1 ○

専門雑誌等の購入リスト 4.3.1 ○

職員の能力評価・能力開発に関する記録（目標管理、人事考課
などを含む）

4.3.2 ○

医師（歯科医師）の臨床研修プログラムと研修に関する記録 4.3.3＊4 ○

外部からの研修・実習の受け入れ状況がわかる資料と受け入れ
時の取り決めなど（実施している場合）

4.3.3＊5 ○

財務諸表（過去3 年分） 4.4.1 ○ ○

予算書 4.4.1 ○ ○

会計監査記録 4.4.1 ○

決算報告書 4.4.1 ○

経営分析の資料 4.4.1 ○

業務委託契約書 4.4.3 ○

防災マニュアル（緊急時の責任体制や連絡方法、応援体制など
を含む）

4.6.1, 4.6.2 ○

消防計画と防災訓練実施記録 4.6.1 ○

火災発生時、停電時、大規模災害発生時の対応体制 4.6.1 ○

医療事故発生時の対応手順がわかる資料 4.6.3 ○

訴訟時の対応体制、現在係争中の事例記録（該当がある場合） 4.6.3 ○

病院賠償責任保険証書 4.6.3 ○
＊1　精神科病院の場合・・・各種の入院形態や隔離・拘束などの処遇への対応について一通り確認するため、書類確認時に診療録（退院患者3名分程度）
　　　 もご用意ください（病棟訪問で使用する症例以外でも可）。また、「精神保健福祉法や行動制限などに関わるマニュアル」「精神科救急システムに関す
      る資料」「行動制限最小化委員会の議事録」「行動制限一覧の台帳」「精神保健福祉法の実地指導の報告書」「作業収益・預り金管理について
      の資料」も合わせてご提示ください。

病
院
危
機
管
理

経
営
管
理

2012/05/01 作成

組
織
運
営

人
事
・
労
務
管
理

教
育
・
研
修

地
域
連
携

＊5　一般病院2の場合・・4.3.4 2014/12/01 改訂

診
療
・
ケ
ア

＊3　一般病院1・・2.2.11、一般病院2・・2.2.9、リハビリテーション病院・・2.2.10、慢性期病院・・2.2.10、精神科病院・・2.2.13、緩和ケア病院・・2.2.11

＊2　一般病院1・・2.2.7、一般病院2・・2.2.5、リハビリテーション病院・・2.2.5、慢性期病院・・2.2.5、精神科病院・・2.2.8、緩和ケア病院・・2.2.6　　　

＊4　一般病院2の場合のみ適用　　　　
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公益財団法人日本医療機能評価機構

全国病院機能評価状況全国病院機能評価状況全国病院機能評価状況全国病院機能評価状況
平成28年6月3日

都道府県名 全病院数 申請病院数 認定数

認定病院の

割合%

申請率%

北海道 567

168 125

22.05 29.63

青森県 97

25 19

19.59 25.77

岩手県 91

32 22

24.18 35.16

宮城県 142

40 30

21.13 28.17

秋田県 71

26 20

28.17 36.62

山形県 68

28 20

29.41 41.18

福島県 127

49 33

25.98 38.58

茨城県 179

43 30

16.76 24.02

栃木県 109

34 22

20.18 31.19

群馬県 130

53 35

26.92 40.77

埼玉県 342

131 88

25.73 38.30

千葉県 284

85 58

20.42 29.93

東京都 645

253 172

26.67 39.22

神奈川県 342

131 93

27.19 38.30

新潟県 131

55 30

22.90 41.98

富山県 107

29 26

24.30 27.10

石川県 97

40 30

30.93 41.24

福井県 70

24 13

18.57 34.29

山梨県 60

22 11

18.33 36.67

長野県 131

57 49

37.40 43.51

岐阜県 102

40 27

26.47 39.22

静岡県 182

72 50

27.47 39.56

愛知県 322

121 95

29.50 37.58

三重県 101

44 25

24.75 43.56

滋賀県 58

32 22

37.93 55.17

京都府 173

70 50

28.90 40.46

大阪府 530

202 152

28.68 38.11

兵庫県 354

164 99

27.97 46.33

奈良県 77

30 22

28.57 38.96

和歌山県 86

22 15

17.44 25.58

鳥取県 45

19 15

33.33 42.22

島根県 52

24 17

32.69 46.15

岡山県 164

77 56

34.15 46.95

広島県 244

99 75

30.74 40.57

山口県 147

54 37

25.17 36.73

徳島県 113

42 33

29.20 37.17

香川県 90

33 20

22.22 36.67

愛媛県 141

47 33

23.40 33.33

高知県 130

44 29

22.31 33.85

福岡県 461

199 131

28.42 43.17

佐賀県 108

40 24

22.22 37.04

長崎県 156

51 32

20.51 32.69

熊本県 214

86 69

32.24 40.19

大分県 158

55 45

28.48 34.81

宮崎県 139

42 31

22.30 30.22

鹿児島県 254

103 69

27.17 40.55

沖縄県 94

47 29

30.85 50.00

合　計 8,485 3,184 2,228 26.26 37.53

※更新申請数は含めていない。

※各都道府県の全病院数は、「医療施設動態調査(平成27年3月末概数）」（厚生労働省）より
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