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第 26 回機能評価受審支援セミナー（東京会場）の開催について 
 

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。 

今回のセミナーでは、以下のとおり「診療・看護合同領域」「事務管理領域」の２領域に分かれて

実施いたします。 

【診療・看護 合同領域】 

ケアプロセス調査の形式に則って、病院と講師とで抱えている問題点や今後の課題等について、

意見交換・情報共有していただく構成となっております。 

参加病院には事前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。これまでの参加者からは、「他病院での取り組み

や、機能評価を受審するポイントなどが理解できました」、「サーベイヤーが何を狙いにしている

かつかめた」と好評を得ております。 
  

【事務管理領域】 

事務管理領域は２部構成となっており、受審のポイントを解説いたします。 

第Ⅰ部では、評価項目について解説いたします。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。第Ⅱ部では、事前課題から見えてきた問題点への対応につい

て、質疑応答を含めた意見交換をいたします。 
   

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   2020年 2月 15日（土）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】 

  12:30～16:00 事前アンケート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 12:30～14:30 評価項目の解説 

 第Ⅱ部 14:30～16:00 事前課題から見えてきた問題点への対応 

６．講 師（講師は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]    木村 厚、長谷川 友紀、美原 盤、土屋 繁之、山本 真 

 [看護領域]    市川 幾恵、岩渕 泰子、木村 由起子 

 [事務管理領域]  佐合 茂樹、中嶋 照夫、朝見 浩一、鈴木 紀之 

７．参加対象  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  ８,８００円（税抜価格 ８,０００円） 

非会員病院 １３,２００円（税抜価格１２,０００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   2020年 1月 24日（金） 

12．その他   ※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 

〒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 

E-mail kinouhyouka@ajha.or.jp 



 

第 26 回機能評価受審支援セミナー（東京会場） 
 

日 時 2020 年 2月 15日（土）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】 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

【事務管理領域 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 

公益社団法人 全日本病院協会 事務局 担当：吉田 

〒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  kinouhyouka@ajha.or.jp 

 

●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  

 



 
 

 

 
 
  
※下記事項をご記入のうえ、ＦＡＸにてお申し込みください  

施設名  
（いずれかにチェック） 

□新規受審  □更新受審 

□受審検討中 

機能種別 
（更新受審の施設のみチェック） 

□一般１  □一般２  □一般３ 

□リハ   □慢性期  □精神   □緩和ケア 
病床数 床 

住所 

〒   － 

     都 道 

     府 県 

TEL  FAX  

 

参加者 氏名 所属部署・役職 受講希望領域（※希望領域に☑してください） 

  □診療・看護合同    □事務管理 

  □診療・看護合同   □事務管理 

  □診療・看護合同   □事務管理 

 

事務連絡担当者 氏名 所属部署・役職 事前課題等送付用 E-mail 

   

 
※ご質問がある方は、下記にご記入ください。セミナーの質疑応答等の時間に回答いたします。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。 
 

【診療・看護 合同領域】 

ご質問内容 

 

 

 
 

【事務管理領域】 ※解説を希望される項目がありましたら、ご記入ください。 

評価項目（３桁番号） キーワード 

例：4.1.1 

 

 

 

例：病院理念の周知について 

 

【連絡事項】 
 ※複数名でお申込みの場合は、ご参加人数を調整させていただく場合がございますのでご了承くだ

さい。 
※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。 

 

FAX 番号：03-5283-7444（申込締切日：1 月 17 日） 

第 26 回機能評価受審支援セミナー（東京会場）申込書 
2020年 2月 15日（土） 

公益社団法人 全日本病院協会 事務局 担当：吉田 

〒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 

E-mail kinouhyouka@ajha.or.jp 


