全日病発第 125 号
平成 30 年 6 月 21 日
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第 23 回機能評価受審支援セミナー（東京会場）の開催について
テーマ：評価項目改定（3rdG:Ver.2.0）の概要説明と受審対策
平素より当協会の活動につきましてご支援とご協力を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、公益財団法人日本医療機能評価機構では、平成 30 年 4 月より新たな病院機能評価の枠組み
と評価項目（機能種別版：3rdG:Ver.2.0）にて運用が開始されました。
。
【診療・看護 合同領域】
第Ⅰ部として「評価項目改定（3rdG:Ver.2.0）の概要」をテーマに公益財団法人 日本医療機
能評価機構

執行理事の長谷川 友紀先生よりご説明いただいた後、第Ⅱ部として講師と病院と

で抱えている問題点や今後の課題等について、ケアプロセス調査の形式に則って意見交換・情報
共有していただく構成となっております。
また、参加病院には事前にアンケートをお送りし、お答えいただきます。多くの病院で問題と
なっている課題について意見交換を行っていただきます。前回（第 22 回：松山会場）でも同様の
取り組みを行ったところ、
「意見交換の中で具体的なアドバイスがもらえた」
、
「他病院の取り組み
が参考になった」と参加者より好評を得ております。
【事務管理領域】
第Ⅰ部として「評価項目改定（3rdG:Ver.2.0）の概要」をテーマに公益財団法人 日本医療機
能評価機構

執行理事の橋本 廸生先生よりご説明いただいた後、第Ⅱ部では①初回受審病院お

よび受審検討病院向けの「病院機能評価の意義と受審心得」
、②更新病院向けの「実践的受審対策
と評価項目（3rdG:Ver.2.0）の特徴」に分かれて説明を行いますので希望されるクラスを選択し
てください。また、第Ⅲ部最後の評価項目の解説では参加者からの要望のあった項目を優先して
解説します。解説を希望される項目がありましたら参加申込書にご記載をお願いいたします。
なお、講師は各領域とも全員 当協会 病院機能評価委員会の委員であり、日本医療機能評価機構の
サーベイヤーとしての経験を有しております。
つきましては下記の通り開催いたしますので、各病院におかれましては、是非ともご参加いただき
たくご案内申し上げます。

記
１．主 催

公益社団法人 全日本病院協会

２．共 催

公益財団法人 日本医療機能評価機構

３．開催日

平成 30 年 10 月 5 日（金）12：30～16：00

４．会 場

※注

各領域で受付場所、会場が異なりますのでご注意ください。

【診療・看護 合同領域】
公益社団法人 全日本病院協会 会議室
東京都千代田区神田猿楽町 2-8-8 住友不動産猿楽町ビル 7 階
JR 総武線・都営三田線「水道橋」駅下車 徒歩４分
TEL：03-5283-7441 FAX：03-5283-7444
【事務管理領域】
公益財団法人 日本医療機能評価機構 会議室
東京都千代田区神田三崎町 1-4-17 東洋ビル 9F
JR 総武線・都営三田線「水道橋」駅下車 徒歩 2 分
TEL：03-5217-2326 FAX：03-5217-2327
５．プログラム（予定）
【診療・看護 合同領域】
第Ⅰ部 12:30～13:20 講義「評価項目改定（3rdG:Ver.2.0）の概要」
長谷川 友紀（公益財団法人 日本医療機能評価機構 執行理事）
第Ⅱ部 13:30～16:00 事前課題についての意見交換
（ケアプロセス調査の形式に則ります。
）
【事務管理領域】
第Ⅰ部 12:30～13:20 講義「評価項目改定（3rdG:Ver.2.0）の概要」
橋本 廸生（公益財団法人 日本医療機能評価機構 執行理事）
第Ⅱ部 13:30～14:30

①初回受審病院および受審検討病院クラス
「病院機能評価の意義と受審心得」
②更新病院向けクラス
「実践的受審対策と評価項目（3rdG:Ver.2.0）の特徴」

第Ⅲ部 14:40～16:00 評価項目解説（参加者から要望のあった項目を優先して解説）
６．講 師（講師は全員 当協会 病院機能評価委員会の委員であり日本医療機能評価機構のサーベイヤ
ーとしての経験を有しております）

[診療領域]

長谷川 友紀、木村 厚、美原

[看護領域]

市川 幾恵、岩渕 泰子、木村 由起子

[事務管理領域]

鈴木 紀之、中嶋 照夫、朝見 浩一

７．参加対象

盤、土屋 繁之、山本 真

病院機能評価を受審・更新申請、または受審を検討されている病院の管理者、
責任者、担当職員など

８．募集人数

[診療・看護合同領域] 60 名 [事務管理領域] 60 名

９．参加費

１名につき 会 員病院 本体価格 ８,０００円（税込 ８,６４０円）
非会員病院 本体価格１２,０００円（税込１２,９６０円）

10．申込方法

※別紙申込書に必要事項をご記入のうえＦＡＸにてお申し込み下さい。
※申込書受付後、事務局より参加費お振込み依頼をＦＡＸにてご送付いたしま
す。内容をご確認のうえ、参加費を指定期日までにお振込みください。申込
書をＦＡＸ送信後、3 日（土日祝除く）たっても返信がない場合は、全日病事
務局までお電話にてご連絡ください。

11．締切日

平成 30 年 8 月 31 日（金）

12．その他

※「診療・看護合同領域」を受講される方には後日、事前課題をお送りします。本
回答に基づいて当日のプログラム・資料等を決定いたしますので、必ず期限ま
でにご回答をお願いいたします。
※宿泊、交通につきましては各自ご手配願います。
※参加申込の際にお送りいただいた個人情報は適切に処理し、本セミナーの目的
以外には使用いたしません。
公益社団法人

全日本病院協会 事務局

担当：吉田、中込、松村

〒101-8378 東京都千代田区神田猿楽町 2-8-8 住友不動産猿楽町ビル 7F
TEL：03-5283-7441

FAX：03-5283-7444

E-mail

nakagome@ajha.or.jp

会場案内図
第 23 回機能評価受審支援セミナー（東京会場）
日

時 平成 30 年 10 月 5 日（金）12:30～16:00
※注

「診療・看護」、「事務管理」で会場が異なりますのでご注意ください。

【診療・看護 合同領域

会場】
●名称
公益社団法人
全日本病院協会

会議室

●住所
東京都千代田区神田猿楽町
2-8-8
住友不動産猿楽町ビル７Ｆ
TEL:03-5283-7441

●アクセス
JR 総武線・都営三田線
「水道橋」駅下車
徒歩４分

【事務管理領域

会場】
●名称
公益財団法人
日本医療機能評価機構
会議室
●住所
東京都千代田区神田三崎町
1-4-17

東洋ビル 9F

TEL：03-5217-2326(直通)

●アクセス
JR 総武線・都営三田線
「水道橋」駅下車
徒歩 2 分

公益社団法人

全日本病院協会 事務局

担当：吉田、中込、松村

〒101-8378 東京都千代田区神田猿楽町 2-8-8 住友不動産猿楽町ビル 7F
TEL：03-5283-7441

FAX：03-5283-7444

E-mail

nakagome@ajha.or.jp

FAX 番号：03-5283-7444（申込締切日：8 月 31 日）

第 23 回機能評価受審支援セミナー（東京会場）申込書
平成 30 年 10 月 5 日（金）
※「診療・看護」
、
「事務管理」で会場が異なりますのでご注意ください。
※下記事項をご記入のうえ、ＦＡＸにてお申し込みください
（いずれかにチェック）

□ 新規受審

施設名

□ 更新受審
□ 受審検討中

〒

－
都道

住 所

府県

ＴＥＬ

ＦＡＸ

氏

名

受講希望領域
・希望領域一つに✔をご記入ください
・事務管理の方は受講を希望されるクラス（①、②）
に✔をご記入ください。
□診療・看護
事務管理 □①初回受審病院、受審検討病院クラス
□②更新病院向けクラス
□診療・看護
事務管理 □①初回受審病院、受審検討病院クラス
□②更新病院向けクラス
□診療・看護
事務管理 □①初回受審病院、受審検討病院クラス
□②更新病院向けクラス

所属部署／役職

参

加

者

所属部署／役職
事務連絡担当者

氏名
メールアドレス

※ご質問のある方は、下記にご記入いただくか、セミナー当日に配付する質問用紙にご記入ください。質疑応答等の時間に回
答いたします。
診療・看護

ご質問内容

事務管理
評価項目（3桁番号）
例：４．１．１

キーワード
例：病院理念の周知について

【連絡事項】
※受講希望領域は先着順のため、ご希望に添えない場合がございますのでご了承ください。
※申込書受付後、事務局より参加費お振込み依頼をＦＡＸにてご送付いたします。内容をご確認の
うえ、参加費を指定期日までにお振込みください。申込書をＦＡＸ送信後、3 日（土日祝除く）
たっても返信がない場合は、全日病事務局までお電話にてご連絡ください。
※ご質問欄が足りない場合、別紙をつけて送付いただいてもかまいません。
公益社団法人

全日本病院協会 事務局

担当：吉田、中込、松村

〒101-8378 東京都千代田区神田猿楽町 2-8-8 住友不動産猿楽町ビル 7F
TEL：03-5283-7441

FAX：03-5283-7444

E-mail

nakagome@ajha.or.jp

