
「サーベイヤー派遣【1名】」

現場で重要な項目や自己評価で明らかになった課題について
アドバイスや相談に応じます。

本プログラムの詳細情報は、HPをご確認ください。
https://www.jq-hyouka.jcqhc.or.jp/support/menu/



利用の目安

（例）受審準備に活用する場合：受審の１年～6ヶ月前

現状を把握するために活用する場合：受審の１年～6ヶ月前

最終の確認をする場合：受審の4ヶ月～2ヶ月前

サーベイヤー派遣1名について

概要：サーベイヤーの各領域から1名を選択し、概ね5時間で病院
を訪問し、特定の活動や課題への助言を重視した支援を行います。
用途：受審準備、現状把握、最終確認

サーベイヤー派遣【１名】診療

選択方法

診療/病棟概要確認・ケアプロセス調査・部署訪問（病院全体）

看護/看護に特化した病棟概要確認・ケアプロセス調査・部署訪問

薬剤医療安全/医療安全ラウンド・面接調査②・部署訪問

事務管理/主に事務方の面接調査・部署訪問・受審準備

上記の各領域の中から1名を選択していただきます。

※看護１名での支援は実施していないため、看護を希望される

場合は、診療・看護の２名体制となります。

時間 内容

13:00～13:30
(0’30”)

医療安全管理部門の部署訪問・移動

13:35～14:15
(0’40”)

医療安全ラウンド 北5階病棟

14:15～14:30
(0’15”) 休憩・移動

14:30～15:45
(1’15”)

ケアプロセス調査

15:45～15:55
(0’10”) 休憩・移動

15:55～17:00
(1’05”)
05”部署間移動

部署訪問(2部署)・移動
薬剤部門・画像診断部門
※変更可能

17:05～17:35
(0’30”)

カルテレビュー・移動

17:40～18:00
(0’20”)

質疑応答・アドバイス内容総括

18：00 終了

医療安全ラウンドを実施するモデル

病棟概要確認を実施するモデル
時間 内容

13:00～13:40
(0’40”)

病棟概要確認・移動 東3階病棟

13:45～15:00
(1’15”)

ケアプロセス調査

15:00～15:15
(0’15”) 休憩・移動

15:15～16:55
(1’40”)
05”部署間移動×2

部署訪問(3部署)・移動
薬剤部門・画像診断部門・化学療法部門
※変更可能

17:00～17:35
(0’35”)

カルテレビュー・移動

17:40～18:00
(0’20”)

質疑応答・アドバイス内容総括

18：00 終了

診療半日進行モデル（例)
※開催時間は病院の希望によって、流動的になります。



利用の目安

（例）受審準備に活用する場合：受審の１年～6ヶ月前

現状を把握するために活用する場合：受審の１年～6ヶ月前

最終の確認をする場合：受審の4ヶ月～2ヶ月前

サーベイヤー派遣１名について

概要：サーベイヤーの各領域から１名を選択し、概ね5時間で病院
を訪問し、特定の活動や課題への助言を重視した支援を行います。
用途：受審準備、現状把握、最終確認

サーベイヤー派遣【1名】診療・看護

選択方法

診療/病棟概要確認・ケアプロセス調査・部署訪問（病院全体）

看護/看護に特化した病棟概要確認・ケアプロセス調査・部署訪問

薬剤医療安全/医療安全ラウンド・面接調査②・部署訪問

事務管理/主に事務方の面接調査・部署訪問・受審準備

上記の各領域の中から１名（看護除く）を選択していただきます。

※看護１名での支援は実施していないため、看護を希望される

場合は、診療・看護の２名体制となります。

時間

内容

診療 看護

13:00～13:30
(0’30”)

医療安全管理部門の部署訪問・移動

13:35～14:15
(0’40”)

医療安全ラウンド
1病棟 3階北病棟

病棟概要確認
1病棟 5階病棟

14:15～14:30
(0’15”) 休憩・移動

14:30～15:45
(1’15”)

ケアプロセス調査 病棟概要確認の病棟より1症例

15:45～15:55
(0’10”) 休憩・移動

15:55～16:25
(0’30”)
05”部署間移動 部署訪問・移動

薬剤部門・画像診断部門
※変更可能

部署訪問
中央滅菌材料部門
※変更可能

16:30～17:00
(0’30”)

面接調査④・移動
看護部門の面談

17:05～17:35
(0’30”)

カルテレビュー・移動

17:40～18:00
(0’20”)

質疑応答・アドバイス内容総括

18：00 終了

診療/看護 半日進行モデル（例)
※開催時間は病院の希望によって、流動的になります。



利用の目安

（例）受審準備に活用する場合：受審の１年～6ヶ月前

現状を把握するために活用する場合：受審の１年～6ヶ月前

最終の確認をする場合：受審の4ヶ月～2ヶ月前

サーベイヤー派遣１名について

概要：サーベイヤーの各領域から1名を選択し、概ね5時間で病院
を訪問し、特定の活動や課題への助言を重視した支援を行います。
用途：受審準備、現状把握、最終確認

サーベイヤー派遣【1名】薬剤・医療安全
薬剤医療安全 半日進行モデル（例）
※開催時間は病院の希望によって、流動的になります。

選択方法

診療/病棟概要確認・ケアプロセス調査・部署訪問（病院全体）

看護/看護に特化した病棟概要確認・ケアプロセス調査・部署訪問

薬剤医療安全/医療安全ラウンド・面接調査②・部署訪問

事務管理/主に事務方の面接調査・部署訪問・受審準備

上記の各領域の中から1名を選択していただきます。

※看護１名での支援は実施していないため、看護を希望される

場合は、診療・看護の２名体制となります。

時間 内容

13:00～13:30
(0’30”)

面接調査② 準備：組織図、規約、議事録、審査事例（1例）

13:35～14:05
(0’30”)

部署訪問 医療安全管理部門

14:10～14:40
(0’30”) 部署訪問 感染対策室

14:40～14:55
(0’15”)

休憩（移動含む）

14:55～15:55
(0’60”) 医療安全ラウンド 2箇所

16:00～16:30
(0’30”)

部署訪問 薬剤部門

16:35～17:05
(0’30”)

部署訪問 化学療法部門

17:10～17:40
(0’30”)

部署訪問 放射線科 ＊変更可 1部署

17:45～18:00
(0’15”)

総括・質疑応答



利用の目安

（例）受審準備に活用する場合：受審の１年～6ヶ月前

現状を把握するために活用する場合：受審の１年～6ヶ月前

最終の確認をする場合：受審の4ヶ月～2ヶ月前

サーベイヤー派遣１名について

概要：サーベイヤーの各領域から1名を選択し、概ね5時間で病院
を訪問し、特定の活動や課題への助言を重視した支援を行います。
用途：受審準備、現状把握、最終確認

サーベイヤー派遣【1名】事務管理
事務管理 半日進行モデル（例）
※開催時間は病院の希望によって、流動的になります。

選択方法

診療/病棟概要確認・ケアプロセス調査・部署訪問（病院全体）

看護/看護に特化した病棟概要確認・ケアプロセス調査・部署訪問

薬剤医療安全/医療安全ラウンド・面接調査②・部署訪問

事務管理/主に事務方の面接調査・部署訪問・受審準備

上記の各領域の中から1名を選択していただきます。

※看護１名での支援は実施していないため、看護を希望される

場合は、診療・看護の２名体制となります。

時間 内容

13:00～14:30

(1’30”)
面接調査(主に4領域)

14:30～14:40

(0’10”)
書類確認、受審準備に向けたアドバイス・移動

14:45～15:15

(0’30”)

テーマ別調査①（患者・家族からの相談への対応）

＊相談室へ訪問後、面接調査

＊病院指定の1～2例について確認を実施

目安：相談室10分、面接15～20分

15:15～15:25

(0’10”)
休憩・移動

15:25～15:55

(0’30”)

テーマ別調査②（患者の声を病院組織に反映させる仕組み）

必要資料：本審査に準ずる ・移動

16:00～16:30

(0’30”)

テーマ別調査③（データに基づく病院経営戦略）

必要資料：本審査に準ずる

16:30～16:40

(0’10”)
休憩・移動

16:40～17:40

(1’00”)

部署間移動含む

部署訪問(3部署程度／1部署15～20分目安)・移動

＊病院指定 外来・栄養・相談室

時間に余裕があれば追加（現場での相談）

17:45～18:00

(0’15”)
質疑応答・アドバイス内容総括

18：00 終了



「サーベイヤー派遣【2名】」

現場で重要な項目や自己評価で明らかになった課題について
アドバイスや相談に応じます。

本プログラムの詳細情報は、HPをご確認ください。
https://www.jq-hyouka.jcqhc.or.jp/support/menu/



利用の目安

（例）受審準備に活用する場合：受審の１年～6ヶ月前

現状を把握するために活用する場合：受審の１年～6ヶ月前

最終の確認をする場合：受審の4ヶ月～2ヶ月前

サーベイヤー派遣２名について

概要：サーベイヤーの各領域から2名を選択し、概ね8時間で病院
を訪問し、特定の活動や課題への助言を重視した支援を行います。
用途：受審準備、現状把握、最終確認

サーベイヤー派遣【２名】

午後 診療 薬剤医療安全

13:00～16:40

(3’40”）

13：00～13：30(0’30”)

病棟概要確認（外科病棟）

1病棟 5階東病棟

13：00～14：45(1’45”)

医療安全ラウンド 5病棟

6階北病棟 4階北病棟 3階北病棟

産科病棟 小児科病棟 ※固定13：35～15：05(1’30”)

ケアプロセス調査の試行

＊病棟概要確認で選択した病棟から

外科系症例1症例をご準備下さい

14：50～15：20(0’30”)

部署訪問 MEセンター

15：15～15：45(0’30”)

部署訪問 この中から1部署選択下さい。

・画像診断部門 ・病理部門

・集中治療室 ・手術室

15：30～16：00(0’30”)

部署訪問 薬剤部門

15：50～16：35(0’45”)

カルテレビュー

16：05～16：35(0’30”)

部署訪問 外来化学療法部門

16:40～17:00

(0’20”）

総括および意見交換・終了

午前 診療 薬剤医療安全

8:30～9：00

(0’30”）

挨拶、当日の進行・説明病院の組織運営についての説明・質疑応答

9:10～10:15

(1’00”)
部署訪問 医療安全管理部門・部署訪問 感染対策室

10:20～11:20

(1’00”)

面接調査②

「高難度新規医療技術および未承認新規医薬品」、「人を対象とする医学系研究」

11:30～12:00

(0’30”)

11：30～12：00(0’30”)

部署訪問 この中から1部署選択下さい。

・画像診断部門 ・病理部門

・集中治療室 ・手術室

11：30～12：00(0’30”)

部署訪問 輸血・血液製剤部門

診療/薬剤医療安全 進行モデル（例)
※開催時間は病院の希望によって、流動的になります。

20%

60%

20%

2ヶ月前 3ヶ月前 4ヶ月前

利用月実績



「サーベイヤー派遣【3名】」

現場で重要な項目や自己評価で明らかになった課題について
アドバイスや相談に応じます。

本プログラムの詳細情報は、HPをご確認ください。
https://www.jq-hyouka.jcqhc.or.jp/support/menu/



利用の目安

（例）受審準備に活用する場合：受審の１年～6ヶ月前

現状を把握するために活用する場合：受審の１年～6ヶ月前

最終の確認をする場合：受審の4ヶ月～2ヶ月前

サーベイヤー派遣3名について

概要：サーベイヤーの各領域から3名を選択し、概ね8時間で病院
を訪問し、特定の活動や課題への助言を重視した支援を行います。
用途：受審準備、現状把握、最終確認

サーベイヤー派遣【3名】
診療/看護/薬剤医療安全 進行モデル（例)
※開催時間は病院の希望によって、流動的になります。

午前 内容

8:30～9:45

(1’15”）

挨拶、当日の進行説明・病院の組織運営についての説明・質疑応答

面接調査＊1.1（1.1.5除く）、1.5（1.5.4除く） ＊時間に余裕がある場合は、1.3、1.4の取り決め等に関して確認を行います。

10:00～12:00 診療 看護 薬剤医療安全

(2’00”) 10：00～10：30(0’30”)

医療安全管理部門の部署訪問

10：00～10：40(0’40”)

病棟概要確認 1病棟 5階西病棟

10：00～10：30(0’30”)

医療安全管理部門の部署訪問

10：35～11：25(0’50”)

面接調査②

高難度新規医療技術および未承認新規医薬

品について1例ずつ

＊人を対象とする医学系 研究は除く

10：45～11：25(0’40”)

面接調査④

看護部門の面接

10：35～11：25(0’50”)

面接調査②

高難度新規医療技術および未承認新規医薬品に

ついて1例ずつ

＊人を対象とする医学系研究は除く

11：30～12：00(0’30”)

部署訪問①（以下例）

・画像診断部門

＊1部署を確認します。変更可能

11：30～12：00(0’30”)

テーマ別調査①

11：30～12：00(0’30”)

部署訪問②

・薬剤部門＊1部署を確認します。

午後 診療 看護 薬剤医療安全

13:00～16:05

(3’05”）

13：00～13：40(0’40”)

病棟概要確認（外科病棟）

1病棟 5階東病棟

13：00～14：45(1’45”)

医療安全ラウンド

3病棟～5病棟

6階北病棟

4階北病棟

3階北病棟

7階北病棟（予備）

小児科or産科（予備）

＊ICUは対象外

13：45～15：15(1’30”)

ケアプロセス調査の試行

＊病棟概要確認で選択した病棟から外科系症例1症例ご準備下さい

15：20～16：05(0’45”)

カルテレビュー

実施方法の説明含む 14：55～15：25(0’30”)

部署訪問③

・感染対策室

15：35～16：05(0’30”)

部署訪問④

・外来化学療法部門

16:05～16:25

(0’20”）

サーベイヤー合議・移動

16:25～17:00

(0’35”）

幹部面談について＋総括および意見交換

12%

62%

13%

13%

3ヶ月前 4ヶ月前 5ヶ月前 6ヶ月前

利用月実績



利用の目安

（例）受審準備に活用する場合：受審の１年～6ヶ月前

現状を把握するために活用する場合：受審の１年～6ヶ月前

最終の確認をする場合：受審の4ヶ月～2ヶ月前

サーベイヤー派遣3名について

概要：サーベイヤーの各領域から3名を選択し、概ね8時間で病院
を訪問し、特定の活動や課題への助言を重視した支援を行います。
用途：受審準備、現状把握、最終確認

サーベイヤー派遣【3名】
診療/看護/事務管理 進行モデル（例)
※開催時間は病院の希望によって、流動的になります。

午前 内容

8:30～8:35

(0’05”）

①挨拶、当日の進行説明

8:35～8:55

(0’20”）

②病院の組織運営についての説明

8:55～9:00

(0’05”)

③質疑応答

9:00～10:00

(1’00”)

④面接調査

＊1.1、1.2、1.5（1.5.4を除く）4.1

10:00～10:15

(0’15”)

休憩・移動

10:15～12:05 診療 看護 事務管理

(1’45”) 10：15～10：45（0’30”）

⑤医療安全管理部門の部署訪問

10：15～12：00(1’45”)

⑨4領域の面接調査

書類確認アドバイス10：50～12：00(1’10”)

⑥部署訪問①（以下例）

・薬剤部門

・画像診断部門

＊2部署を確認します。

変更可能／目安30分1部署

時間があれば1部署追加

10：50～11：20(0’30”)

⑦部署訪問② ＊変更可能

・中央滅菌材料部門

11：25～12：00(0’35”)

⑧看護部門の面接

面接調査④

午後 診療 看護 事務管理

13:00～16:30

(3’30”）

13：00～13：40(0’40”)

⑩医療安全ラウンド

1病棟 3階北病棟

13：00～13：40(0’40”)

⑪病棟概要確認（外科病棟）

1病棟 5階東病棟

13：00～14：30(1’30”)

⑭部署訪問 （6部署程度）

＊希望により変更可能（以下例）

時間に余裕があれば追加（要相談）

1.外来（案内、環境、受診の流れ等

2.防災管理室/保安管理室

3.診療情報管理室

4.栄養部門

5.備蓄倉庫

6.相談室 ※固定

13：45～15：15(1’30”)

⑫ケアプロセス調査の試行

＊病棟概要確認で選択した病棟から外科系症例を1症例ご準備下さい

14：30～14：45

(0’15”)休憩・移動

14：45～15：15(0’30”)

⑮テーマ別調査①

15：15～15：30(0’15”)

休憩・移動

15：15～15：45(0’30”)

⑯テーマ別調査②

15：30～16：15(0’45”)

⑬カルテレビュー

15：45～16：15(0’30”)

⑰テーマ別調査③

16:15～16:30

(0’15”）

⑱サーベイヤー合議・移動

16:30～17:00

(0’30”）

⑲総括および意見交換

50%

25%

25%

4ヶ月前 5ヶ月前 6ヶ月前

利用月実績



「サーベイヤー派遣【4名】」

現場で重要な項目や自己評価で明らかになった課題について
アドバイスや相談に応じます。

本プログラムの詳細情報は、HPをご確認ください。
https://www.jq-hyouka.jcqhc.or.jp/support/menu/



利用の目安

（例）受審準備に活用する場合：受審の１年～6ヶ月前

現状を把握するために活用する場合：受審の１年～6ヶ月前

最終の確認をする場合：受審の4ヶ月～2ヶ月前

サーベイヤー派遣4名について

概要：サーベイヤーの各領域から4名を選択し、概ね8時間で病院
を訪問し、特定の活動や課題への助言を重視した支援を行います。
用途：受審準備、現状把握、最終確認

サーベイヤー派遣【4名】

午前 内容

8:30～10:00

(1’30”）

挨拶、当日の進行説明・病院の組織運営についての説明・質疑応答・面接調査＊1.1、1.2、1.5（1.5.4除く）

10:15～12:00 診療 看護 薬剤医療安全 事務管理

(1’45”) 10：15～10：45(0’30”)

医療安全管理部門の

部署訪問

10：15～10：50(0’35”)

病棟概要確認

1病棟 5階西病棟

10：15～10：45(0’30”)

医療安全管理部門の

部署訪問

10：15～11：25(1’10”)

部署訪問（4部署程度）

＊希望により変更可能（以下例）

時間に余裕があれば追加（要相談）

1.外来（案内、環境、受診の

流れ等

2.防災管理室/保安管理室

3.診療情報管理室

4.相談室 ※固定

10：50～11：25(0’35”)

面接調査②

高難度新規医療技術および未承認新規医薬

品について1例ずつ

＊人を対象とする医学系 研究は除く

10：55～11：25(0’30”)

面接調査④

看護部門の面接

10：50～11：25(0’35”)

面接調査②

高難度新規医療技術および未承認新規医薬

品について1例ずつ

＊人を対象とする医学系 研究は除く

11：30～12：00(0’30”)

部署訪問①（以下例）

・画像診断部門

＊1部署を確認します。変更可能

11：30～12：00(0’30”)

テーマ別調査①

11：30～12：00(0’30”)

部署訪問②

・薬剤部門

＊1部署を確認します。

11：30～12：00(0’30”)

テーマ別調査①

午後 診療 看護 薬剤医療安全 事務管理

13:00～16:05

(3’05”）

13：00～13：40(0’40”)

病棟概要確認（外科病棟）

1病棟 5階東病棟

13：00～14：45(1’45”)

医療安全ラウンド

3病棟～5病棟

6階北病棟

4階北病棟

3階北病棟

7階北病棟（予備）

小児科or産科（予備）

＊ICUは対象外

13：00～14：50(1’50”)

4領域の面接調査

書類確認アドバイス

13：45～15：15(1’30”)

ケアプロセス調査の試行

＊病棟概要確認で選択した病棟から外科系症例1症例ご準備下さい

14：50～15：00(0’10”)

休憩・移動

15：20～16：05(0’45”)

カルテレビュー

実施方法の説明含む

14：55～15：25(0’30”)

部署訪問③

・感染対策室

15：00～15：30(0’30”)

テーマ別調査②

15：35～16：05(0’30”)

部署訪問④

・外来化学療法部門

15：35～16：05(0’30”)

テーマ別調査③

16:05～16:25

(0’20”）

サーベイヤー合議・移動

16:25～17:00

(0’35”）

幹部面談について＋総括および意見交換

診療/看護/薬剤医療安全/事務管理 進行モデル（例)
※開催時間は病院の希望によって、流動的になります。

25%

62%

13%

3ヶ月前 4ヶ月前 5ヶ月前

利用月実績


