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はじめに

東京歯科大学市川総合病院は平成１３年（２００１年）に
初めて病院機能評価受審（Version３．１）１）をし，同年
４月１６日に認定されました。５年間の認定有効期間
の終了に伴い，平成１８年（２００６年）に更新受審（Ver-
esion５．０）２）をし，再審査や確認審査を受けることな
く合格を果たしました。

そして，今回平成２３年（２０１１年）３月に２回目の更
新受審，計３回目の受審（Version６．０）３）をし，極め
て良好な成績で完全無条件合格いわゆる一発合格を
果たしました。

以上の経験を踏まえて，病院機能評価とその受審
につき述べさせていただきます。

１．背 景

―日本の医療は量的整備から質的整備の段階に入
り，医療機関の客観的な評価が求められている。

戦後，我が国では“いつでも，どこでも，誰で
も”全ての国民が平等に医療を受けられることすな
わち医療の量的整備に力が注がれてきました。昭和
２３年（１９４８年）に医療法が制定されて病院の施設基準
が定められ，昭和３６年（１９６１年）に国民皆保険制度が
施行されました。

今日では上述の国民皆保険制度，フリーアクセ
ス，低個人負担という日本の医療の利点とともに一
定の量的水準を確保できたという見方が一般的で

す。そして，医療技術の進歩，国民が医療に求める
水準の高度化・多様化，患者の権利意識の高揚，パ
ターナリズムの崩壊とともに，医療の質的整備・保
証すなわちより良質な医療を国民に提供する必要性
が強調されるようになりました。

良質な医療を提供するために，医療内容の均霑化
や医療施設の機能の標準化・体系化とともに，第三
者による医療機関の客観的な評価が求められるよう
になりました。国民はどのような病院が安心して受
診できる病院なのか，正しい医療情報を求めていま
す。

２．評価とは

―評価とは基準や指標に基づき判断を下すことで
あり，評価・判定によって病院側に一層の改善作用
を，患者側により良い選択作用をもたらす。

評価とは，ある事象の価値について基準や指標に
基づき判断を下すことです。評価によって価値が定
まると，生産者や事象の提供者側すなわち病院は価
値をさらに高めようとする改善作用が，消費者や受
給者側すなわち患者はより価値の高いものを得よう
とする選択作用が生まれると言われています。

評価の手法には，数値や指標などを用いた定量的
な品質特性の測定と，基準（standard）への適合度を
測る定性的な品質特性の測定があります。前者には
後述する臨床指標（Clinical Indicator）による解析な
どがあります。
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良い評価のためには手法に妥当性（Validity）・信
頼性（Reliability）・適切性（Relevance），効率性（Ef-
ficiency）・特異性（Peculiarity）すなわち的確性・正
確さ・再現性・評価項目が目的に適っていること・
実用性・目的に合った特色が求められます４）。

３．病院機能評価

―病院機能評価とは病院における医療の質を評価
すること。

医療における評価の対象は国レベルでは医療制
度，地域レベルでは地域医療計画や地域連携，診療
行為では医療技術であり，医療施設では病院機能と
いうことになります。

病院機能評価を行う組織として平成７年（１９９５年）
に厚生労働省，日本医師会，病院関連団体，医療専
門職団体，健康保険支払い団体などの後援のもと
に，中立的な立場から第三者による客観的な病院機
能の評価を事業として行う財団法人日本医療機能評
価機構（Japan Council for Quality Health Care, JC-
QHC）が設立されました５）。

病院機能評価を行う組織には他に国際標準化機構
（International Organization for Standardization, I-
SO）や国際医療機能評価システム（Joint Commissi-
on International, JCI）があります。国際標準化機構
は昭和２２年（１９４７年）に設立され，品質管理規格 ISO
９０００シリーズが病院機能評価に転用され特に９００１：
２０００品質マネージメントシステム，１４００１環境マネ
ジメントシステムの領域で評価され，外部維持審査

（年１回）と内部審査（年２回）が行われます。国際医
療機能評価システムは平成６年（１９９４年）に設立さ
れ，部門別に受審でき医療内容そのものにより踏み
込んでいる特徴があります。

財団法人日本医療機能評価機構による評価事業の
目的（寄付行為第３条）には「本財団は，病院等の医
療施設の機能について学術的な観点から中立的な立
場で評価し，格付けでなく，その改善を支援すると
ともに，この医療機能評価に関する調査研究，普及
啓発等を行うことにより，国民の医療に対する信頼
の確保及び医療の質の向上を図ることを目的とす
る」と記載されています６）。（財団法人日本医療機能
評価機構は平成２３年（２０１１年）に公益財団法人に移行
しました。）

病院機能評価とは病院における医療の質を評価す
ることです。

４．医療の質の評価とは

―医療の質の評価とは医療のあるべき姿にどれく
らい近いかをみることであり，構造・過程・成果の
面からアプローチする。

医療の質を構成するのは，
⑴現在の医学・医療の専門的な水準に合致する医療
（質の保証 Quality Assurance）

⑵望ましい成果を生み出す可能性をできる限り高め
ていく仕組み（質の改善 Quality Improvement）

です。
医療の質の評価とは，医療のあるべき姿（Norm）

にどれくらい近いかをみることです７）。
医療の質を評価する要素は，以前は医療技術的要

素，患者が重視する人間的要素とアメニティー（快
適さ・快適な設備）と言われていました。今日では
構造（Structure）・過程（Process）・成果（Outcome）
の面から質にアプローチすることが良いと考えられ
ています８）。

構造とはどのような設備・人員で医療を行うかと
いう医療サービスの供給体制であり，施設・設備な
ど物的資源，専門家などの人材資源，院内スタッフ
の組織，教育研究機能などであり，比較的評価し易
い部分です。過程はどのようにして医療が施された
かという医療サービスそのものであり，診断・治
療，看護，患者・家族の教育あるいは医療への参加
など医療内容や医療がどのようにうまく実施されて
いるかをみることであり，主に診療・看護記録に
よって実施状況をチェックし確認されます。成果は
医療サービスの結果であり医療を受けた患者の病
状・健康状態の変化，患者・家族の満足度や教育効
果などであり，評価するための指標化が必要です４）。

以前は構造の面からの評価が重視されましたが，
最近では過程や成果からのアプローチや定量的評価
が重要となり，臨床指標（Clinical Indicator）やクリ
ティカル・パスの開発・導入がみられます。

臨床指標は客観的評価や改善状況の経時的評価を
可能にし，ベンチマーキング，患者や保険者による
医療機関の選択・選別，さらには Pay for Perform-
ance（P４P）など診療報酬の支払いにも利用されま
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す９）。
臨床指標は約２００の指標が開発されていますが１０），

病院全体としては退院後６週間以内の再入院件数
（年間退院数に占める割合），２４時間以内の再手術件
数（手術総数に占める割合），褥瘡の院内新規発生件
数（年間入院延患者数に占める割合），転倒・転落に
よる骨折や頭蓋内出血発生件数（年間入院延患者数
に占める割合），院内で発生した針刺し事故件数（病
床１００対比）などが，診療領域別では死亡率（２４時間
以内，疾患別），再入院率（３日以内・１ヶ月以内），
平均在院日数（疾患別），病床利用率（病棟別），心筋
梗塞患者の来院から経皮経管的冠動脈形成術

（PTCA）実施までの時間などがあります。
クリティカル・パスは診療の効率化・均霑化に役

立ち，患者用クリティカル・パスは患者の満足にも
資することになります。

なお，ベンチマークは本来基準・標準・水準点を
意味しますが，ベンチマーキングという言葉ととも
に施設間（ベストプラクティスや全国平均との比較）
や診療科間の比較さらに目標設定や目標と実態の比
較を意味し，Diagnostic Procedure Combination（D-
PC）のデータや臨床指標を利用して行われます。

DPC は日本の診断群分類のことですが，診断群
分類別包括評価をも意味します１１）。

５．病院機能評価

―病院機能評価は書面審査と訪問審査から成り，
（当院の場合）６２９項目が審査された。

病院機能評価は書面審査と訪問審査から成りま
す。

書面審査は病院機能の現況調査と自己評価調査か
ら成ります。現況調査は施設基本票（病床数，医師
数，患者数，職員数，就業状況，臨床指数など１８項
目）・部門別調査票（病棟，診療・看護，薬剤，臨床
検査，病理診断など２３部門）・診療機能調査票（消化
器系，呼吸器系，循環器系など２７領域の年間症例
数）・経営調査票（収益・費用の状況）から成り，病
院の活動状況等を数値データにより客観的に把握し
評価することです。自己評価調査は病院自らが評価
項目に沿って自己判定し，自己評価票を提出しま
す。

訪問審査は複数の審査員（評価調査者・サーベイ

ヤー）が病院を訪問し，評価項目に沿って情報収集
を行い，評価・判定します。書類を確認し，合同お
よび領域別面接調査，部署訪問／病棟訪問（ケアプ
ロセス）を行います。

書面審査と訪問審査により大・中・小の評価項目
につき評価がされます。

市川総合病院（５７０床）の場合，３７の部門・部署が
書面・訪問審査され，大項目５２・中項目延べ２４４・
小項目延べ６２９につき評価されました。

大項目は機能評価の対象領域の枠組みを表す項
目，中項目は直接認定の要件となり評価・判定され
る項目，小項目は各中項目を判定するための指標項
目です。中項目は小項目の結果を基に５から１まで
５段階評価されます。大項目は直接評価の対象では
ありません。合格・認定されるためには，中項目全
てが３評価以上（５～１の５段階評価）でなければな
りません。平均点ではありません。小項目は，ａ，
ｂ，ｃによって３段階評価されます。そして３評価以
上をとるためには，原則として全ての小項目がａま
たはｂ評価であることが必要です。そして，全ての
中項目が３評価以上にすなわち全ての小項目がａま
たはｂ評価になるまで繰り返し審査が続けられま
す。臨床研修指定病院，地域がん診療拠点病院や救
急指定病院はより厳しく評価されます。

６．評価・審査の重要点

―多職種の参加による業務の遂行，手順書・マ
ニュアルの整備，安全確保の体制，感染管理，薬剤
管理などが厳しく審査される。

審査の重要点は下記です
⑴多職種の職員が業務や業務を円滑に行うためのカ

ンファレンス・勉強会や委員会に参加しているか。
⑵業務手順書・マニュアルが整備されているか。

医学が進歩し複雑になり多職種が関わる今日の医
療では，阿吽の呼吸や後輩は俺の背中を見て育つと
いう感覚だけで業務を遂行することはできません。

組織で業務を行う以上，一定のルールに沿って業
務を行うことが必要であり（申し合わせ事項の作
成），申し合わせ事項を体系的に文書化し（手順書・
マニュアルの整備），手順に沿った業務の実施状況
や組織的な検討の結果などを記録しておくことが必
要です（各種議事録，カンファレンス記録などの作
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成）。
そして手順書・マニュアルはできるかぎり多職種

が参加して作成されることが望ましい（図１）。
⑶病院の理念・基本方針が明確で院内の各職場・全

職員や患者・家族に周知されているか。
⑷安全確保や対応の体制がとられているか。

職員・患者の安全，医療事故の予防や発生時の対
応，確実な情報伝達（口頭指示の伝達・実行など
も），患者・手術や検査部位・検体の誤認防止，ア
クシデント・インシデント情報の積極的な収集・分
析，などが求められます。

前述の手順書・マニュアルは業務の円滑化のため
ばかりでなく，安全確保のためにも必要です。
⑸感染管理

標準予防策・感染経路別予防策（接触・飛沫・空
気），職業感染対策，院内アウトブレーク対応，医
療廃棄物の処理手順，洗浄・滅菌業務手順が整備・
確立されている事が必要です（図２）。
⑹薬剤管理

病棟・外来・薬局における薬剤管理（図３），各種
薬剤の使用指針の整備，処方・調剤監査，注射薬や
抗癌剤の調整・混合への薬剤師の関与，薬歴管理・
服薬指導の徹底が求められます。

薬剤管理では特に麻薬（モルヒネ・ペチジンなど），
向精神薬すなわち精神安定剤・催眠鎮静剤・鎮痛剤

（ブプレノルフィン・ペンタゾシン・フルニトラゼ
パムなど），毒薬（シスプラチンなどの抗癌剤・ファ
ンギゾン・筋弛緩薬など），ハイリスク薬剤（高濃度
注射用カリウム製剤・筋弛緩剤・ジギタリス製剤，

ワルファリン・ヘパリンなど），劇薬（亜硝酸アミ
ル・アミノフィリン・インドメタシンなど），特定
生物由来製品（トロンビン・フィブリノゲンなど）の
管理が重要です。

抗菌薬の適正使用指針の整備は必須であり，各病
棟の分離菌感受性の検査や抗菌薬の使用状況も把握
する必要があります。
⑺課題の検討と継続的改善

各職場の検討会やカンファレンスが定期的に行わ
れ，課題や計画がマネージメントの基本とも言える
PDCA サイクル（Plan：計画策定・標準化－Do：計
画の実施－Check：データ収集・評価－Act：分
析・対策・計画修正）に乗り検討・実施されている
か，PDCA サイクルを回す事により継続的改善が
なされ記録されているかが問われます。

図１ 作成・整備された手順書・マニュアルなど

図２ 医療廃棄物置場のチェック（シミュレーション） 図３ 病棟における薬剤管理の審査（シミュレーション）
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⑻患者の権利
説明と同意の方針・手順が定められ，診察室・相

談室や病棟における患者のプライバシーの確保，身
体抑制（介護保険制度では原則禁止されています）の
開始および解除の基準や手順（解除のため毎日患者
の状態のチェックと検討が必要），療養病棟の受け
入れや精神病棟の隔離の方針や手順が評価の対象と
なります。
⑼職員の権利－労働環境

労働安全衛生法に基づき，定期的な衛生委員会の
開催や職員健康診断が行われている必要がありま
す。
⑽診療・看護記録の管理，点検・監査

診療・看護記録の量的監査だけでなく質的監査も
求められます。
⑾職員・職場の教育・研修

特に前記の安全管理や感染管理につき，入職時を
はじめとして定期的に教育・研修が行われているこ
とが重要です。

また，院内外の勉強会・研修会や学会に各部署の
年間計画に基づき出席・発表していることが必要で
す。

７．病院機能評価受審の準備

―業務改善委員会を中心に準備をすすめ，１０回に
わたり訪問審査のシミュレーションも行った。

平成２２年（２０１０年）５月２７日に受診申し込みをし，
その後受診病院登録票提出，現況調査票提出，１２月
２８日に自己評価調査票を提出しました。

業務改善委員会は委員長・委員３２名，陪席２名か

ら成り，平成２１年（２００９年）１０月２１日に再発足し２３年
（２０１１年）７月１３日まで月１回・計２０回開かれまし
た。訪問審査のシミュレーションは各病棟・外来・
検査部門・事務部門など全部署で，平成２２年（２０１０
年）９月１４日から平成２３年（２０１１年）２月１８日まで計
１０回行いました（図４，５）。

また，平成２２年（２０１０年）１１月２７日には院内講堂に
て「市病フォーラム２０１０“病院機能評価更新受審に
向けての取り組み～各部門の現状と対策～”」が開
催され丁度１００名の職員が参加し，改めて病院機能
評価受審の意義や課題，進捗状況を検討し合いまし
た（図６）。

８．教職員の皆さんと確認し合った事

―評価されることの積極的意義を再認識し，６２９
項目全てが合格するまで審査は繰り返し続行される
ため“今やる”という気持ちが重要である。

受審準備の過程で教職員の方々と改めて下記の事
柄を確認し合いました。
⑴受審は，日々の活動内容，活動の成果，組織，施

設・設備を再検討し，“私達が使命と誇りをもっ
て業務に励んでいるか”“私達がどの位患者さん
や御家族のお役に立っているか“を見直す良い機
会です。

⑵評価され改善に努めまた評価されることは世の習
い，人の常です。評価されることを避けていては
進歩はありません。果敢に挑戦しましょう。

⑶病院機能評価審査とは
①選抜試験でなく資格試験です。
②ピアレビュー（同僚による評価）すなわち医療関

図４ 病棟訪問審査のシミュレーション 図５ 手術室訪問審査のシミュレーション
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係者による評価です。
③病院そして医療界の自浄作用です。
④臨床研修指定病院，地域がん診療拠点病院，認

定救急病院はより厳しく審査されます。
⑤前述のごとく，審査は小項目６２９項目全てが合

格（“a”または“b”）するまで繰り返し続行され
る。しかも，１年以内に全て合格することが必
要です。だらだらやるのでなく，今やるという
気持ちが重要です。

⑥一発合格（完全無条件合格）するためには小項目
で絶対に“c”を取らないことが必要です。

⑦審査員（評価調査者・サーベイヤー）もチーム内
で相互に評価され，完壁なピアレビューが行わ
れています。審査員も当然ながら真剣です。

９．受診の結果

―６２９項目中６０８項目（９６．７％）にａ評価を受け，最
良の成績で完全無条件合格いわゆる一発合格を果た
した。

平成２３年（２０１１年）３月２日～４日に訪問審査を受
けました。

前述の如く，当病院は計６２９の小項目・２４４の中項
目につき審査されました（大項目の５２項目は直接評
価の対象ではありません）。

結果は，小項目では６０８項目（９６．７％）にａ評価，
２１項目（３．３％）にｂ評価を受けました。中項目では
残念ながら５評価はありませんでしたが，２２４項目

（９１．８％）で４評価，２０項目（８．２％）で３評価を受け，
改善要望事項・留意事項・報告書指摘事項はなく完
全無条件で，前回と同様に一発合格を果たす事がで

きました。４月１６日付けで６月３日に認定書が交付
されました（図７）。

現在，無条件合格いわゆる一発合格率は１０％と言
われています。認定病院は全国８６５０病院中２，４４０病
院（２８．２％）です（平成２４年２月３日現在）１２）。従って，
単純計算で全国の病院の３％のみが一発合格を経験
していることになります。

しかも，私達の結果は既に公表された全国の病院
のどの成績にも優るものでした。

１０．病院機能評価受審の意義・利点を改めて考
える

―具体的な評価項目を通し第三者の目を加えて教
職員全員で行う改善作業であり，職員間・部署間の
相互理解をより高める。

病院機能評価受審の現実的利益が議論される事が
あります。合格しても緩和ケア病棟入院料（１日
３７，８００円）以外保険診療で認められる経済的利益は
ないにもかかわらず，受審の準備にはそれなりの努
力や負担が強いられます。

しかし，病院機能評価は医療監査や医療監視では
なく，病院全体の機能・組織の改善のために病院と
評価機構が共同して行うプログラムと考えていま
す。受審の準備作業のなかで病院内の種々の運用を
見直し，内部の人間だけではわかりにくい問題を第
三者の目を加えて確認できます。改善のための共同
作業であり，問題点を一緒に探し解決する作業だと
解釈しています。

病院機能評価受審の利点は，①多くの分野で具体

図６ 市病フォーラム２０１０

図７ 認定証

森下：病院機能評価と受審２６２
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的な改善の目標や方向が明示・設定されており，
（とりあえず）それらに向かって邁進すれば良い事，
②病院のあるべき姿を知り，病院の現状を客観的に
把握できる機会であること，③受審を通して病院全
体や各部署・部門の活動実体が互いにわかり，職員
間・部署間の相互理解を可能にすること，④とくに
医療安全体制が厳しく審査され，危機管理の充実・
向上に役立つこと，⑤機能・組織の見直しや改善が
病院の幹部や専門部署のみの課題ではなく，具体的
で理解しやすい評価項目を通して全職員が取り組め
ること，⑥認定により患者の信頼獲得に繋がること

（広告可能），などです。

おわりに

病院機能評価更新審査に最良の結果をもって合格
しました。

今後は受審を通して得た経験を生かし各職場・各
職員が課題を出し合い病院の一層の向上に向けて活
動し続けることが重要であり，これこそが受審の真
の目的と思われます。受審は組織の健全な持続性

（Sustainability）を確保するために必要と思われま
す。

多くの教職員が進んで休日出勤し，夜遅くまであ
るいは病院に泊まり込んで準備に邁進してくださ
り，御陰で晴れやかな気持ちで病院機能評価更新受
審を締めくくることができました。教職員の御努
力・御労苦に心より感謝致します。
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