
全日病発 第 262号 

2021 年 1月 14日 

各  位 

公益社団法人 全日本病院協会 

会 長 猪口 雄二 

医療の質向上委員会 

委員長 永井 庸次 

 

医療の質指標の再構築について 研修会 

～厚生労働省、（公財）日本医療機能評価機構の試み～ 

開催のご案内（WEB参加も可） 

 

平素は、本会事業活動につきまして、ご理解・ご協力を賜り厚く御礼申しあげます。 

さて、当協会医療の質向上委員会では、医療の透明性、質の確保において、臨床指標を用いた評価

が重要と考えており、2002年より有志の参加病院より主要 24疾患に関する臨床指標と、病院全体の

指標（転倒・転落、入院後発症感染症、抑制）を収集、分析、公表する「旧 診療アウトカム評価事

業（「医療の質の評価・公表等推進事業」を、2013 年 4 月より「医療の質の評価・公表等推進事業」

に移行）」を実施してまいりました。その中で、例年「医療の質の評価・公表等推進事業」講演会を

開催し、その成果を公表・検討してまいりましたが、昨年からは厚労省による医療の質の評価・公表

等推進事業廃止に伴い、「診療アウトカム評価事業」講演会を開催しております。 

厚労省の補助金事業廃止の背景は、各病院団体独自の質指標の策定・公表では、全国的な規模の質

評価事業に至らないのではという思いがあったと想定されます。そのためか、今後の医療の質評価・

公表活動を見据えて、厚労省は（公）日本医療機能評価機構に厚労省補助金事業「医療の質向上のた

めの体制整備事業」を委託し、2020年から同機構は同事業を開始しております。 

そこで、本委員会は、今年度、例年の「診療アウトカム評価事業」講演会を変更し、（公）日本医

療機能評価機構で中心的に活動しておられる担当理事、QI標準化部会長、QI活用支援部会長の諸先

生に、医療の質向上に資する体制整備を含め具体的な質指標などに関しまして、現在、さらに今後の

活動内容のご講演をいただくことにしました。 

もちろん、従来から診療アウトカム評価事業で活用中の MEDI-TARGET に関する概要も講演内容（ニ

ッセイ情報テクノロジー）にありますので、新たに全日病診療アウトカム評価事業に参加ご希望の

会員病院様には奮ってご参加いただければ幸いです。 

なお、新型コロナウィルス感染症の経緯に鑑み、開催方式をハイブリッド方式（Zoom ウェビナー

による Web 参加・会場参加いずれも可）での開催といたします。 

会員の皆様方におかれましては、関係職員のご参加につきまして、ご高配のほど宜しくお願い申

し上げます。 

記 

１．主 催：（公社）全日本病院協会 

２．日 時：2021年 2月 11日（木祝）13：00～15：30 

３．参加料：会 員 3,300円／人（税込）、非会員 5,500円／人（税込） 

４．定 員：100名 



５．会場：①WEB（Zoomウェビナー） 

②全日本病院協会 大会議室 

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 

６．プログラム（予定・一部変更の可能性あり）： 

No. 時間 プログラム 担当 

1 13:00～13:05 開会挨拶・趣旨説明 

（公社）全日本病院協会 常任理事 

医療の質向上委員会 委員長 

永井 庸次 

2 13:05～13:25 

【講演 仮】 

（公社）全日本病院協会 

・診療アウトカム評価事業 

・DPC分析事業（MEDI-TARGET） 

（公社）全日本病院協会 常任理事 

医療の質向上委員会 委員長 

永井 庸次 

3 13:25～13:45 

【講演 仮】 

医療の質向上のための体制整備事業

（厚生労働省補助事業） 

・事業概要について 

（公財）日本医療機能評価機構 

理事 

亀田 俊忠 

4 13:45～14:15 

【講演 仮】 

医療の質向上のための体制整備事業 

・臨床指標（QI）の活用支援について 

（公財）日本医療機能評価機構 

QI 活用支援部会 部会長 

国立病院機構 東京医療センター 

臨床研修科 医長 

尾藤 誠司 

5 14:15～14:25 休憩  

6 14:25～14:55 

【講演 仮】 

医療の質向上のための体制整備事業 

・臨床指標（QI）の標準化について 

（公財）日本医療機能評価機構 

QI標準化部会 部会長 

昭和大学大学院 保健医療学研究科 

講師 

的場 匡亮 

7 14:55～15:10 質疑応答  

8 15:10～15:30 
【講演】 

 MEDI-TARGET 概要説明 

ニッセイ情報テクノロジー㈱ 

 

9 15:30 閉会挨拶  

 

７．申込方法： 

≪WEB で申込みの場合≫ 

①全日本病院協会ホームページ(https://www.ajha.or.jp/)より 

「教育研修」を選択し、本研修の申込み画面をお開きください。 

※スマートフォンをお持ちの方は右記 QR コードよりアクセス 

可能です。 

お申込み用 QR コード 

 

 

 

 
※お手持ちのスマートフォン等で

読み取ると直接申込フォームへア

クセスできます。 

アクセスQRコード 



※すでに定員に達している場合お申込みいただけない場合がございます。 

②研修申込み画面より必要事項を入力し、受講者情報を送信してください。 

※送信後、ご登録頂いたメールアドレスへ自動返信メールが届きます。 

③申込受理後、ご登録のメールアドレスへ振込先等を記載した申込確認メールが届きま 

す。送付された案内をご確認のうえ、参加費を指定期日までにお振込ください。 

≪WEB 以外での申込みの場合≫ 

①WEB 以外でお申込みの場合は FAX での申込となります。別紙申込書に必要事項をご記 

入のうえ FAX 03-5283-7444 にてお申し込み下さい（必ずメールアドレスの記載をお 

願いします）。 

②申込書の情報を事務局で WEB システムに入力後、ご登録のメールアドレスへ到着確認 

メールをお送りします。 

③申込受理後、ご登録のメールアドレスへ振込先等を記載した申込確認メールが届きま 

す。送付された案内をご確認のうえ、参加費を指定期日までにお振込ください。 

（送信日より 3 営業日経過いたしましても返信が無い場合、大変お手数ございますが、 

下記お問い合わせ先までご連絡ください。） 

８．締切日：2021年 2月 5日（金）（定員に達し次第、締切となります） 

９．取り消し等：登録情報や参加者の変更、キャンセルにつきましては、下記お問合せの 

メールアドレスまでご連絡ください。 

※ご入金後の参加費の返金はいたしませんのでご了承ください。資料の発 

送をもってかえさせていただきます。 

10．問合せ先：(公社)全日本病院協会事務局 （吉田・向井） 

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：dpc@ajha.or.jp 

11．オンライン研修会お申し込み時の注意 

【必要環境】 

・安定したインターネット接続できるパソコン・タブレット・スマートフォン。 

・インターネット接続は通信や電波状態が安定する「有線 LAN」をお勧めします。 

【参加に関する注意事項】 

・Web 会議システム（Zoom ウェビナー）を使用します。 

・参加お申し込み後に当日の入室 URL等をお送りいたします。 

【Zoom について】 

・研修会参加前に Zoom のバージョンアップデートを済ませておいてください。 

【参加にあたってのお願い】 

・今後の研修会の改善資料とするため、研修会は録画致しますのでご了承ください。 

 

12．そ の 他：ご宿泊、交通につきましては各自ご手配願います。 

        参加者の個人情報は、適切に処理し、本講習会の目的以外には使用しません。 

  



●会場地図 

 

 

 

 

 

 

●会場 

公益社団法人 全日本病院協会 

大会議室 

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 7F 

TEL 03-5283-7441 

●電車をご利用の場合 

JR総武線・都営三田線「水道橋」駅 

下車 徒歩 4分 

 
アクセスQRコード 



ＦＡＸ ０３－５２８３－７４４４ 

 

＜ 別紙 ＞ ※WEB での申込が不可能な場合のみこちらの用紙をご利用ください 

 

医療の質指標の再構築について 研修会 

～厚生労働省、（公財）日本医療機能評価機構の試み～ 

参 加 申 込 書 

＜申込締切 2月 5日（金）＞ 

※楷書にて正確にご記入ください 

病院名 
 

住 所 

〒    － 

ＴＥＬ （     ）     － 

ＦＡＸ （     ）     － 

ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ 

※必須 

 

 

※記載なしの場合は無効になります。 

参加方法 

 

WEB参加  ・  会場参加 
※いずれかに○をお願いします。 

参加者 

氏 名（フリガナ） 職種 所属部署・役職 

   

 

【申込書送付先・問合せ先】 

公益社団法人全日本病院協会事務局 （吉田・向井） 

E-mail：dpc@ajha.or.jp 

 

※１施設より複数名申込の場合には本紙をコピーするか、当協会ホームページより申込書 

をダウンロードしてください。 

※事務局にてご申込内容確認後、メールにて「研修会参加確定の連絡・参加費振り込みの 

お願い」をお送りいたしますので、送信された案内をご確認のうえ、参加費を指定期日 

までにお振込ください。なお、参加申し込み後、１週間たっても研修会参加確定の連絡・ 

参加費振り込みのお願い」のメールが届かない場合は、上記問合せ先に記載されている 

メールアドレスまでご連絡ください。 

※参加料のご入金確認をもって、参加申込手続き完了とさせていただきます。 

 


