
◎小項目判定（3段階評価）について

【判定基準の目安】

a ：適切である／ある／いる

b ：改善の余地がある／ないが必要に応じて対応できる／いないが必要に応じて対応できる

c ：適切でない／ない／いない

＊ 調査項目上、「ある」、「ない」かを問われている場合は、“a”か“c”が目安です。

＊ 通常は「ない（いない）」が必要に応じて対応できる場合は“b”の判定が目安です。

◎【参考】中項目評点（5段階評価）について

※Ver.3.0では、自己評価では中項目評点をつけず、サーベイヤーが評点をつけることとなりました。

5 ：極めて優れている　　　　　
：全国的に模範となる評価と解します。

4 ：優れている　　　　　　　　　
：優れた体制評価と解します。

3 ：適切である　　　　　　　　　：標準的な評価と解します。

　　　　　　　　　　　　　　　　　（この評点で十分良い評価であり、評価基準を満たしていることとなります。）

2 ：不適切である              
：施設側で問題点として受け止め、改善努力中等の場合の評価と解します。

1 ：極めて不適切である　　　


：取り組むべき事項にも関わらず、全く取り組んでいない、取り組む予定もない場合の評価と
　解します。

　訪問調査当日、サーベイヤーが調査する項目と同じ項目を施設で事前に評価していただきます。
これを自己評価といいます。自己評価は、施設の管理者や職員が適切な情報把握および共有をした
うえで行ってください。
　中項目ごとにコメント欄がありますが、ここには「なぜ自己評価でそのように判断したのか」と
いう根拠を簡潔に入力してください。サーベイヤーの調査資料になりますので、空欄のままでの提
出は避けて下さい。空欄がある場合は、人間ドック健診施設機能評価委員会より再提出を求めるこ
とがありますのでご了承下さい。
　自己評価票と訪問調査後の評価結果報告書とを照らし合わせ、今後の施設運営の参考にしていた
だければと思います。

　評価票（評価基準）の各内容については、実際に事業が進むと事前には予期できなかった制度上の問題点や解釈な
どの疑問点が生じてくることと思われます。それに伴い、運用後に若干の微修正等を行うことも予想されます。
予めご了承下さい。

　これらを目安として自己評価を行って下さい。
　自己評価票は、訪問調査や評価部会で重要な資料となります。コメント欄への入力も含め、適切な評価を
　お願いします。

「自己評価票」の入力方法
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【中項目はサーベイヤーが５段階で評価します。】

５：極めて優れている／極めて優れている形で存在する／極めて積極的に行われている 5

４：優れている／優れた形で存在する 4

３：適切である 3

２：適切さにやや欠ける／存在するが適切さに欠ける／消極的にしか行われていない 2

１：適切でない／存在しない／行われていない 1

NA：適用除外 NA

【小項目は３段階で評価します。】

ａ：適切である ａ

ｂ：改善の余地がある ｂ

ｃ：適切でない ｃ

NA：適用除外 NA

【注釈説明】●：一般注釈◆：病院併設型等の場合の解釈を示す注釈★：限定的な法令等に限った場合の注釈

１．施設運営のための基本的体制

1.1 運営方針が確立している

1.1.1理念、基本方針、就業規則などの運営規程類を作成している

(ｺﾒﾝﾄ)

1.1.1.1 理念、基本方針を明文化している （a･b･c･NA）

○理念は概念的なものでも良い。病院併設型の場合は、病院と同じものでも良い。
○基本方針は健診部門独自に、具体的に提示されている必要がある。
○職員・受診者への周知方法を確認する（施設内掲示、パンフレット、ホームページ、広
報誌、会議、院内LAN、採用時オリエンテーションなど）

1.1.1.2 就業規則などの運営規程類を作成している （a･b･c･NA）
○寄付行為、定款、給与規定、会議・委員会規定、職務分掌、服務規程、育児・介護休業
規定、短時間従業者への規定、36協定、時間外労働規定、再雇用制度（定年延長の確認）
などの運営規程類を確認する。
○必要に応じて、運営規程類が見直されていることを改定日などで確認する。

1.1.2職業倫理に関する体制が確立している

(ｺﾒﾝﾄ)

1.1.2.1 職業倫理規定を作成している （a･b･c･NA）
○独立した規定でなくても、就業規則などに明文化されていればよい。
○個人情報保護に関する規定が含まれているかを確認する。

施設名

施設自己評価 

チェック書類 

□理念、基本方針、就業規則などの運営規程類  

□掲示、ホームページ掲載等、職員や利用者への周知方法がわかる書類 

チェック書類 

□就業規則などの運営規程類 

チェック書類 

□職業倫理規定（個人情報保護に関する規定など） 
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1.1.2.2 職業倫理規定に反する行為について対応するしくみがある （a･b･c･NA）
○職員の相談窓口・倫理委員会などが設置されているかを確認する。
○相談窓口が職員に周知されているかを確認する。
○委員会は年1回以上の定期開催が望ましい。病院併設型の場合は、健診部門の代表者が
倫理委員会に参加し、意見を反映する体制があればよい。

1.1.3受診者の権利を尊重している

(ｺﾒﾝﾄ)

1.1.3.1 受診者の権利を明文化している （a･b･c･NA）

○受診者の知る権利、選択の自由、自己決定権、プライバシー保護、苦情の申し立てなど
が明文化されていることが必要である。
○職員・受診者への周知方法を確認する（施設内掲示、パンフレット、ホームページ、受
診者の権利に関する文書の結果表への同封、職員への教育研修など）

1.1.3.2 受診者の権利を尊重する具体的な方策を立てている （a･b･c･NA）
○具体的な方策とは、カルテの閲覧、検査結果の説明、健診内容や結果についての相談、
フィルムの貸し出しなどがあげられる。

1.1.4計画的な運営にもとづき、健全経営に努力している

(ｺﾒﾝﾄ)

1.1.4.1 中長期計画を作成している （a･b･c･NA）

○中長期計画とは、およそ3年以上の計画であり、必ずしも別々に作成されている必要は
ない。
○計画作成のための会議、各部署の意見を反映するしくみを確認する。

1.1.4.2 年度事業計画を作成している （a･b･c･NA）
○年度目標・事業計画作成のための会議、各部署の意見を反映するしくみを確認する。
○職員への周知方法を確認する。
○病院併設型の場合は、健診部門として作成していればよい。

1.1.4.3 予算書を作成している （a･b･c･NA）
○予算内容と事業計画や運営実態とが相違ないかを確認する。
○病院併設型の場合は、健診部門として作成していればよい。

1.1.4.4 年度事業報告書を作成している （a･b･c･NA）
○開示の方法を確認する（院内報、施設内LAN、ホームページ、広報誌など）
○病院併設型の場合は、健診部門として作成していればよい。

□職業倫理規定（個人情報保護に関する規定など） 

チェック書類 

□職業倫理規定に反する行為について対応するしくみを確認できる書類 

□倫理委員会等の構成メンバーや議事録 

チェック書類 

□受診者の権利に関する規定（または記載されている書類） 

チェック書類 

□受診者の権利を尊重する具体的な方策が確認できる書類 

チェック書類 

□中長期計画関連書類（具体的な活動計画や数値目標、職員へ周知方法等） 

チェック書類 

□年度目標、年度事業計画（作成のための委員会構成メンバー、議事録等） 

 ＊病院併設型の場合はその部分のみを抜き出したコピーでも可 

チェック書類 

□予算書（年度事業計画にもとづいたもの） 

 ＊病院併設等の場合はその部分のみを抜き出したコピーでも可 

チェック書類 

□年度事業報告書（年報）  
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1.1.4.5 決算報告書を作成している （a･b･c･NA）

○病院併設型の場合は、健診部門として作成していることが望ましい。

1.1.4.6 経営状況を職員に開示し、職員が一体となって健全経営に努力している （a･b･c･NA）
○運営会議などで毎月経営状況を検討しているか確認する。
○具体的な改善の実績を確認する。

1.2 組織体制が確立している

1.2.1組織図が実態に即し、業務の役割や責任を明確にしている

(ｺﾒﾝﾄ)

1.2.1.1 組織図が実態に応じて明確である （a･b･c･NA）
○部署の責任者、委員会や会議との関連が明記されていることを確認する。
○病院併設型の場合は、病院と健診部門の位置づけ、指揮命令系統などを確認する。

1.2.1.2 組織図を定期的に見直している （a･b･c･NA）

○組織図の作成日や更新日を確認する。

1.2.2会議体系が明確で機能している

(ｺﾒﾝﾄ)

1.2.2.1 健診全体の管理会議を開催している （a･b･c･NA）
○構成メンバーに、健診運営に関わっている職員（施設管理医師、各部門責任者など）が
含まれていることを確認する。
○会議内容を確認する。

1.2.2.2 健診の運営に必要な会議を開催している （a･b･c･NA）
○各部署の運営会議、精度管理・渉外・倫理・教育研修・受診者サービスに関する会議な
どをさす。
○構成メンバー・会議内容を確認する。

1.3 財務処理が適切である

1.3.1健診料金の収受が適切である

(ｺﾒﾝﾄ)

1.3.1.1 健診料金の収受が適切である （a･b･c･NA）

○担当者を確認する。

チェック書類 
□健全経営への取り組みが確認できる書類 

チェック書類 

□決算報告書 

チェック書類 

□組織図 

□職員数一覧（原則最新のもので作成日時明記）    

□委員会一覧（メンバー、開催日時の記載を確認する） 

チェック書類 

□健診全体の管理会議構成メンバー、会合議事録 

チェック書類 

□健診の運営に必要な会議構成メンバー、会合議事録 

チェック書類 

□受付収受担当者を確認できる書類（組織図・職員名簿など） 

□手順書 
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1.3.1.2 収納業務が適切である （a･b･c･NA）
○担当者を確認する。
○日次や月次の収納処理、未収金などを確認する。

1.3.2会計処理が適切である

(ｺﾒﾝﾄ)

1.3.2.1 会計処理が適切である （a･b･c･NA）
○担当者を確認する。
○損益計算書、予算や前年度対比など月次や年次の会計処理内容を確認する。

1.3.2.2 管理会議などにおいて会計報告をしている （a･b･c･NA）

○月次や年次の会計報告状況、検討内容を確認する。

1.4 基本的管理体制が確立している

1.4.1情報システムの管理体制が確立している

(ｺﾒﾝﾄ)

1.4.1.1 情報システムの管理マニュアルを作成している （a･b･c･NA）
○健診データを取り扱う職員、情報機器担当者、情報システム担当者を確認する。
○職員への周知方法を確認する（教育研修、採用時オリエンテーションなど）
○病院併設型の場合は、病院と一体のマニュアルを作成していればよい。

1.4.1.2 個人情報の管理が適切である （s･a･b･c･NA）
○情報機器へのアクセス制限や履歴を確認する。
○個別パスワードの設定や定期的な変更を確認する。
○データの保管場所、サーバー室への入退室記録などを確認する。
○プライバシーマークが取得されていれば高く評価する。

1.4.1.3 情報機器のトラブル発生時の対応が確立している （a･b･c･NA）
○職員への周知方法を確認する（教育研修、採用時オリエンテーションなど）
○病院内併設型の場合は、病院と一体のマニュアルを作成していればよい。

1.4.2委託業務の管理体制が確立している

(ｺﾒﾝﾄ)

1.4.2.1 委託業者の選定が適切である （a･b･c･NA）

□手順書 

チェック書類 

□収納業務担当者を確認できる書類（組織図・職員名簿など） 

□手順書 

チェック書類 

□会計処理担当者を確認できる書類（組織図・職員名簿など） 

チェック書類 

□会計報告に関する会議等の議事録（損益計算書、月次や年次等会計処理関連書類） 

チェック書類 
□情報システムの管理マニュアル 
□健診データを取り扱う職員、情報機器担当者、情報システム担当者が確認できる書類 
 （組織図・職員名簿など） 
□職員への周知方法が確認できる書類（教育研修記録など） 
 ＊病院併設の場合はその部分のみを抜き出したコピーでも可 

チェック書類 

□個人情報保護に関する規定および教育・研修の管理記録 

□データ保管場所、アクセス制限等個人情報の管理体制が確認できる書類  

チェック書類 

□情報機器のトラブル対応マニュアル（および記録）  

□職員への周知方法が確認できる書類（教育研修記録など） 

 ＊病院併設の場合はその部分のみを抜き出したコピーでも可 
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○委託業務：食事、宿泊、廃棄物、清掃、健診システム管理（リモートメインテナンス、
データ）などが考えられる。（1444、1445、2141と関連）
○選定基準を確認する（委託業務の内容、価格、質の比較など）
○契約内容に不備がないか確認する（契約金額、賠償責任、事故発生時の対応など）
○委託業務は健診の流れを考慮しているか確認する。

1.4.2.2 委託業務の内容を定期的に評価している （s･a･b･c･NA）

○施設内で業務内容を評価するしくみがあるか確認する。

1.4.3薬剤や診療材料の在庫の管理体制が確立している

(ｺﾒﾝﾄ)

1.4.3.1 薬剤や診療材料の在庫管理が適切である （a･b･c･NA）

○以下を確認する。
　・１日あたりの受診者数をもとにした適正在庫量
　・在庫確認の方法と記録
　・年1回以上の棚卸
　・不良在庫を少なくする工夫
　・有効期限切れへの対応

1.4.3.2 薬剤や診療材料の発注と検収が適切である （a･b･c･NA）

○発注と検収が異なる担当者で実施されているなど、内部牽制の体制についても確認す
る。

1.4.4安全衛生管理体制など関係法令を遵守している

(ｺﾒﾝﾄ)

1.4.4.1 安全衛生管理体制が確立している （a･b･c･NA）
○職員が常時50人以上の施設：衛生管理者と産業医の選任、安全衛生委員会の開催を確認
する。
○常時10人以上50人未満の施設：安全衛生推進者の選任を確認する。
○安全衛生委員会は月1回以上の開催、検討内容、職員への議事録の公開などを確認す
る。
○病院併設型の場合は、健診部門の代表者が委員会に参加し、意見を反映する体制があれ

1.4.4.2 職員の健康管理に取り組んでいる （a･b･c･NA）
○定期健診以外の取り組みも確認する（採用時健診や電離放射線検診の実施、就業の可否
やフォローアップなどの事後処置、特定保健指導、禁煙指導、メンタルヘルス対策など）

1.4.4.3 火災や震災に対する対策が確立している （a･b･c･NA）
○消防法にもとづく防火管理者選任、消防計画、防火避難訓練、消防設備点検、震災など
の大災害への対策が明文化されていることを確認する。
○病院併設型の場合は、病院と一体の対策でもよい。

チェック書類 

□委託業務（業者）の選定基準が確認できる書類 

□業務委託契約書  

チェック書類 

□委託業務、契約内容を評価・検討した記録    

□委託業者による業務従事者への教育・研修の記録  

チェック書類 

□薬剤や診療材料の在庫管理台帳 

チェック書類 

□薬剤や診療材料の発注・検収の手順書 

チェック書類 

□法令にもとづく安全衛生管理体制が確認できる書類（議事録等） 

 ＊病院併設の場合はその部分のみを抜き出したコピーでも可 

チェック書類 

□職員の健康診断の記録 

チェック書類 

□防火避難訓練の記録 

6/19サンプル（HP掲載用）



1.4.4.4 感染性、および産業廃棄物を適切に処理している （a･b･c･NA）
○保管容器・保管場所へのバイオハザードマークの表示を確認する。
○廃棄物の分別や保管状況、最終処理の記録などを確認する。
○病院併設型の場合は、病院と一体でマニュアルを作成していればよい。

1.4.4.5 個人情報に関する書類を適切に処理している （a･b･c･NA）
○個人情報に関する書類：カルテ、検査記録用紙、心電図、眼底写真、Ｘ線フィルム、健
康調査票、健診結果表など
○専門業者に処理を委託している場合は、処理記録を確認する。

1.5 企業、健保組合、地域との関係が適切である

1.5.1企業、健保組合、地域との関係が適切である

(ｺﾒﾝﾄ)

1.5.1.1 企業や健保組合との契約を適切に締結している （a･b･c･NA）
○契約書の内容、契約数を確認する。
○必要に応じて契約書類が見直されているか確認する。
○病院併設型の場合は、担当者は健診部門の専任者でなくてもよい。

1.5.1.2 企業、健保組合、地域住民などに対して、人間ドック健診や健康に関する情
報を提供している

（a･b･c･NA）

○情報提供の内容：人間ドック健診の検査内容・料金、健診の重要性、健康情報など
○パンフレットや広報誌の発行、ホームページ、セミナー開催などを確認する。

チェック書類 

□感染性、および産業廃棄物処理マニュアル、処理記録 

□マニフェスト（産業廃棄物管理票） 

 ＊病院併設の場合はその部分のみを抜き出したコピーでも可 

チェック書類 

□個人情報関連書類の廃棄処理マニュアル、処理記録 

チェック書類 

□契約に関する担当者を確認できる書類（組織図・職員名簿など） 

□健保連等との契約書類 

チェック書類 

□企業、健保組合へフィードバックしたデータ内容 等 

□地域住民などに対する、人間ドック健診や健康に関する情報提供 等 
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２．受診者の満足と安心

2.1 受診者が快適に受診できるように配慮している

2.1.1受診に際して利便性に配慮している

(ｺﾒﾝﾄ)

2.1.1.1 受診者が受診しやすいように配慮している （a･b･c･NA）
○日祭日オープン、受付や終了時間の柔軟な対応、乳がん・子宮がん検診の毎日実施、検
査に応じた女性技師の対応、レディースディの実施など受診者の要望に応じた運営を確認
する。
○受診者の要望を把握するしくみを確認する。
○2.4.1.1と関連

2.1.1.2 受診者にとってわかりやすい受診案内書や健康調査票を作成している （a･b･c･NA）
○事前に送付する案内書の記載内容を確認する（前日･当日･健診後の注意事項、オプショ
ン検査項目や申し込み方法、問い合わせ方法など）

2.1.2受付や検査開始時の対応が適切である

(ｺﾒﾝﾄ)

2.1.2.1 受付手順を定めたマニュアルを作成している （a･b･c･NA）
○誰が対応しても同様の対応ができるしくみが確立されているかを確認する。
○担当者へのマニュアルの周知を確認する。
○時間差受付、何列の受付で何名の受診者に対応しているか、当日のオプションの申し込
み方法などを確認する。

2.1.2.2 受付時の質問に対する対応のしかたを定めている （a･b･c･NA）
○誰が対応しても同様の対応ができるしくみが確立されているかを確認する。
○担当者へのマニュアルの周知を確認する。
○よくある質問への対応などを確認する。

2.1.2.3 検査開始時に検査の内容や注意点などを説明している （a･b･c･NA）
○誰が対応しても同様の対応ができるしくみが確立されているかを確認する。
○担当者へのマニュアルの周知を確認する。
○説明内容を確認する（検査順序、検査内容、注意点、終了時間など）

2.1.3受診者が安心して検査を受けられるように配慮している

(ｺﾒﾝﾄ)

チェック書類 

□受診者の利便性に関する書類 

チェック書類 

□受診案内書や健康調査票（前日当日の検査予定や内容を受診者に伝える書面） 

チェック書類 

□受付担当者、対応マニュアル（手順書等） 

チェック書類 

□受付時の質問に対する対応マニュアル（Q&A集など） 

チェック書類 

□検査開始時の説明マニュアル 

□検査開始時の質問に対する対応マニュアル 
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2.1.3.1 検査の案内マニュアルを作成している （a･b･c･NA）
○誰が対応しても同様の対応ができるしくみが確立されているかを確認する。
○担当者へのマニュアルの周知を確認する。
○コーディネーターの配置、受診者の体調不良時の対応などを確認する。

2.1.3.2 検査時の質問に対する対応のしかたを定めている （a･b･c･NA）
○誰が対応しても同様の対応ができるしくみが確立されているかを確認する。
○担当者へのマニュアルの周知を確認する。
○検査順序や検査内容、異常値、オプション検査などへの質問に対する対応方法を確認す
る。

2.1.3.3 診察や検査の担当者が明確である （a･b･c･NA）
○診察室・検査室ごとの担当者の表示が困難な場合は、責任体制を明確にするなど何らか
の対応を確認する。

2.1.3.4 受診者の既往歴、治療歴、アレルギー歴などの情報を把握している （a･b･c･NA）
○前回受診時のチェック内容、健康調査票、健診当日の問診などで把握した情報を共有し
ているかを確認する。
○現在の治療状況、採血時の血管迷走神経反射の既往、アルコールかぶれなどについても
情報共有しているかを確認する。
○次年度の情報として役立てているかを確認する。

2.1.3.5 検査の待ち時間や受診者の体調に応じて、検査を柔軟に実施している （a･b･c･NA）
○以下などを確認する。
　・コーディネーターの配置など進行状況に応じた柔軟な対応
　・受診者が体調不良の時に休ませる場所の確保
　・受診者と患者が一緒に長時間の検査待ちをしていないか
　・病院併設型の場合は、可能な限り一般の患者と会わないような空間的、時間的な配慮

2.1.4快適な施設環境に配慮している

(ｺﾒﾝﾄ)

2.1.4.1 快適で安全な施設環境を確保している （a･b･c･NA）
○以下を確認する。
　・受診者が多い時間帯でも座る場所を十分に確保しているか。
　・空調等の管理（室温・湿度などの季節ごとの設定、コントローラの設定に加え実測し
て
　　いるか、空調の個別調整など）
　・清掃が行き届いているか（臭気、委託の場合も職員によりチェックされているか）
　・その他配慮（静けさ、絵画や観葉植物などのインテリア、案内表示や掲示物など）
○食事を提供している場合は、食事をする場所も含まれる。
○二日ドックの宿泊場所も含まれる。宿泊場所の巡回、夜間の連絡体制、急変時の対応な

2.1.4.2 待ち時間への配慮が適切である （a･b･c･NA）
○健康情報に関するTVやDVDの放映、栄養指導教室の開催などを確認する。
○食事時間、食事の提供の仕方も確認する。

2.1.4.3 施設の禁煙が徹底している （a･b･c･NA）
○健診施設（部門）としての管理が及ぶ範囲を確認する。
○禁煙指導や禁煙外来の実績、地域社会への禁煙啓発活動なども確認する。
○書面調査票３-５を参照する。

2.2 受診者のプライバシーに配慮している

2.2.1検査や結果説明時のプライバシーに配慮している

(ｺﾒﾝﾄ)

2.2.1.1 名前を呼ぶことを希望しない受診者への対応を定めている （a･b･c･NA）

チェック書類 

□検査の進行等に関する対応マニュアル 

チェック書類 

□検査時の質問に対する対応マニュアル 

チェック書類 

□診察や検査の担当者の表示、名札に関する書類 ＊施設内調査と関連 

チェック書類 

□施設環境が確認できる書類（健診施設見取り図）＊施設内調査と関連 

□施設環境（空調等）に関する管理基準 
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○呼び出しは名前、番号いずれも可であるが、受診者の要望に対応できるしくみを確認す
る。

2.2.1.2 検査室や指導室は個別に仕切られ、外から見えたり、声が聞こえたりしない （a･b･c･NA）
○検査値などが他の受診者に見えないよう配慮されていることを確認する。
○完全個室が困難な場合は、可能な限り配慮されていることを確認する。
○病院併設型の場合は、一般患者と区別し、受診者への配慮があることが望ましい。

2.2.1.3 検体が人目につかないように配慮している （a･b･c･NA）

2.2.2

(ｺﾒﾝﾄ)

2.2.2.1 検査結果の取り扱いについての規定を定めている （a･b･c･NA）

2.2.2.2 検査結果の問い合わせ対して対応するしくみを定めている （a･b･c･NA）

○電話などでの問い合わせに際し、受診者本人と確認する方法などを確認する。

2.3 検査の管理体制が確立している

2.3.1検体検査の管理体制が確立している

(ｺﾒﾝﾄ)

2.3.1.1 検体検査の業務マニュアルを作成している （a･b･c･NA）
○検体検査は外部委託も含め、健診当日に医師が結果説明できるように、迅速に対処しな
ければならない。
○異常値やパニック値の再検が行われているか、トラブル発生時対応マニュアルを確認す
る。
○常勤の臨床検査技師が確保されていない場合や外部委託（外注方式、ＦＭＳ方式、ブラ
ンチラボなど）の場合も、管理責任者が明確にされているかを確認する。
○委託検査については、検体受領以前の取り決め、検体搬送時の管理、パニック値の報告
体制などについても確認する。
○病院併設型の場合は、マニュアルを病院で作成していてもよいが、健診部門内で周知さ
れているかを確認する。

2.3.1.2 内部精度管理を実施している （a･b･c･NA）
○精度管理の実施状況、結果についての評価やコメントの記録、施設管理者への定期的報
告などを確認する。

2.3.1.3 外部の精度管理サーベイに参加し、その結果を改善に役立てている （a･b･c･NA）
○外部の精度管理サーベイは、日本医師会、日本臨床衛生検査技師会、全国労働衛生団体
連合会および同等のレベルとする。
○外部委託検査であっても、精度管理成績の定期的確認、結果の報告を受け、精度管理に
ついて検討していることを確認する。
○書面調査票３-２との整合性を確認する。

2.3.2

(ｺﾒﾝﾄ)

検査結果の説明や取り扱いに際し、プライバシーに配慮している

生理機能検査、超音波検査、放射線検査の管理体制が確立している

チェック書類 

□受診者の呼び出し方法に関する書類 

チェック書類 

□検査結果の取扱いに関する守秘義務等の規定 

チェック書類 

□検査結果の問い合わせマニュアル 

チェック書類 

□検体検査の業務マニュアル（規定） 

□検査精度に関する問題対処法に関するマニュアル 

チェック書類 

□内部精度管理記録 

チェック書類 

□外部精度管理サーベイ記録（評点表など） 
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2.3.2.1 生理機能検査、超音波検査、放射線検査の業務マニュアルを作成している （a･b･c･NA）

○一定レベルの技能と経験を有する技師を確保しているか、定期点検の実施状況を確認す
る。
○病院併設型の場合は、マニュアルを病院で作成していてもよいが、健診部門内で周知さ
れているかを確認する。

2.3.2.2 検査機器にトラブルが発生した際の対応が確立している （a･b･c･NA）
○担当者や連絡体制を確認する。
○対応マニュアルに受診者への対応も含まれていることを確認する。

2.4 業務改善に取り組んでいる

2.4.1受診者からの意見を反映する体制が確立している

(ｺﾒﾝﾄ)

2.4.1.1 受診者からの意見や要望を把握している （a･b･c･NA）
○以下を確認する。
　・担当者（部署）
　・アンケートや投書の回収方法、回収率
　・アンケート調査は常時実施か期間限定か　など

2.4.1.2 受診者からの意見や要望に対応するしくみがあり、改善活動に役立てている （a･b･c･NA）

○意見や要望にはクレームや苦情なども含まれる。

2.4.2業務改善に継続的に取り組んでいる

(ｺﾒﾝﾄ)

2.4.2.1 業務改善に継続的に取り組んでいる （a･b･c･NA）

2.4.2.2 前回の機能評価受審時の指摘事項を改善している （a･b･c･NA）

○前回の機能評価受審資料を参照し、指摘された課題などについて改善の状況を確認す
る。

2.5 セーフティーマネージメントと感染対策の体制が確立している

2.5.1セーフティーマネージメントの体制が確立している

(ｺﾒﾝﾄ)

チェック書類 

□生理機能検査、超音波検査、放射線検査の業務マニュアル（定期点検実施も確認） 

チェック書類 

□検査機器トラブル発生時対応マニュアル（および記録） 

チェック書類 

□受診者の意見、要望等の調査記録 

チェック書類 

□受診者の意見、要望等に対する過去1年間程度の改善活動の履歴 

チェック書類 

□健診業務の過去1年間程度の改善の実績、次年度に改善が評価された資料 

チェック書類 

□前回の機能評価受審時の指摘事項に対する改善活動の履歴 
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2.5.1.1 セーフティーマネージメントのマニュアルを作成している （a･b･c･NA）

○担当者、事故発生時の対応などを確認する。
○病院併設型の場合は、病院と一体でマニュアルを作成していればよい。

2.5.1.2 事故やインシデントを報告するしくみがあり、再発防止に取り組んでいる （a･b･c･NA）

○医師を含めた全職員からのインシデント・アクシデントレポートをファイリングし、統
計や分析などをおこなっていることを確認する。

2.5.1.3 受診者の急変に対応するしくみがある （a･b･c･NA）
○以下などを確認し総合的に判断する。
　・内視鏡室等必要な場所への救急カートの配置
　・受診者の急変時に他の医師の応援がすぐに得られるしくみ（緊急時コール）
　・AED、トイレのナースコールの設置
　・緊急時の対応訓練
　・職員のBSLやACLSの受講　など

2.5.2感染対策の体制が確立している

(ｺﾒﾝﾄ)

2.5.2.1 感染防止対策マニュアルを作成している （a･b･c･NA）
○以下をマニュアルに沿って実施していることを確認する。
　・内視鏡の消毒、内視鏡洗浄機のメインテナンス
　・リキャップやディスポ製品の複数回使用
　・熱発または咳のある受診者への対応基準　など
○病院併設型の場合は、病院と一体でマニュアルを作成していてもよい。

2.5.2.2 職員への感染防止に努めている （a･b･c･NA）
○採血時や検体取扱い時の手袋使用などの標準予防策の実施状況を確認する。
○インフルエンザ、必要な職員に対するB型肝炎ワチクンなど職員への予防接種の実施状
況についても確認する。

３．人間ドック健診の質の確保

3.1 スタッフの体制が整っている

3.1.1医師の体制が整っている

(ｺﾒﾝﾄ)

3.1.1.1 医師数が適切である （a･b･c･NA）
○一人あたりの診察や結果説明の実施数、担当業務内容、病院併設の場合は兼務内容など
を確認し、地域性なども考慮しなら総合的に判断する。
○健診結果の説明の実施率が低い、診察や結果説明の待ち時間が長いなどがあれば、受診
者数にあった適切な医師数ではない。
○書面調査票２-１、４-２を参照する。

チェック書類 

□セーフティーマネージメントマニュアル 

チェック書類 

□インシデント・アクシデントレポート 

チェック書類 

□受診者の急変時対応マニュアル 

チェック書類 

□感染防止対策マニュアル 

□内視鏡の消毒マニュアル 

チェック書類 

□感染防止対策マニュアル（職員への内容） 
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3.1.1.2 人間ドック認定医、もしくは人間ドック健診専門医が業務に従事している （a･b･c･NA）
○認定証、勤務体制などで実際の健診業務に従事していることを確認する。
○更新施設は人間ドック認定医が最低１人いることを必須とするが、更新切れ、資格取得
者の退職などの事情を考慮する。
○書面調査票２-２を参照する。

3.1.1.3 専門医や認定医が業務に従事している （a･b･c･NA）

○認定内科医、総合内科専門医、糖尿病専門医、循環器専門医、消化器病専門医、消化器
内視鏡専門医、消化器がん検診認定医、呼吸器専門医、放射線科専門医、婦人科専門医、
乳腺専門医、検診マンモグラフィ読影認定医などをさす。
○施設規模、病院併設、地域性などを考慮し、総合的に判断する。
○書面調査票２-２を参照する。

3.1.2

(ｺﾒﾝﾄ)

3.1.2.1 看護職、管理栄養士、臨床検査技師、診療放射線技師などの医療職の職員数
が適切である

（a･b･c･NA）

○一人あたりの保健指導や検査の実施数、担当業務内容、病院併設の場合は兼務内容など
を確認し、地域性なども考慮しながら総合的に判断する。
○検査などの待ち時間が長いようであれば、受診者数にあった適切な医療職数ではない。
○書面調査票２-１を参照する。

3.1.2.2 看護職、管理栄養士、臨床検査技師、診療放射線技師などの医療職が必要な
専門資格を取得している

（a･b･c･NA）

○超音波検査士、胃がん検診専門技師、検診マンモグラフィ撮影診療放射線技師、視能訓
練士、糖尿病指導士をさす。
○特定保健指導実施施設においては、人間ドック健診情報管理指導士（人間ドックアドバ
イザー）の資格を取得した保健師、管理栄養士、あるいは人間ドック健診食生活改善指導
士（人間ドック食生活アドバイザー）の資格を取得した看護師がいることが望ましい。
○認定証、勤務体制の書類等で実際の健診に従事していることを確認する。
○書面調査票２-１を参照する。

3.1.3事務職員の体制が整っている

(ｺﾒﾝﾄ)

3.1.3.1 事務職員の数が適切である （a･b･c･NA）
○ここでいう事務職員とは、受付・渉外・経理・情報処理・広報などの事務職をさす。
○施設規模、担当業務内容、病院併設の場合は兼務内容などを確認し、地域性なども考慮
しなら総合的に判断する。
○受付や会計などの待ち時間が長いようであれば、受診者数にあった適切な事務職数では
ない。
○書面調査票２-１を参照する。

看護職、管理栄養士、臨床検査技師、診療放射線技師などの医療職の体制が
整っている

チェック書類 

□学会等認定医・専門医一覧 

チェック書類 

□学会等認定医・専門医一覧 

チェック書類 
□学会等認定医・専門医一覧 
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3.2 スタッフに対する教育体制が確立している

3.2.1全職員に対する教育体制が確立している

(ｺﾒﾝﾄ)

3.2.1.1 全職員に対する共通した教育を実施している （a･b･c･NA）
○受診者の権利、倫理関係、接遇、安全管理、感染管理、プライバシーなど幅広い内容を
盛り込んでいることを確認する。
○不参加者への周知、採用時オリエンテーションとしての教育内容も確認する。
○書面調査票３-８を参照する。

3.2.1.2 全職種が学会や研修会に参加できるしくみが確立している （a･b･c･NA）

○全職種の参加状況、参加報告、研修に関する規程、勤務体制の配慮などを確認する。

3.2.2各職種に対する専門的教育体制が確立している

(ｺﾒﾝﾄ)

3.2.2.1 医師に対する専門的教育を実施している （a･b･c･NA）
○専門的教育とは、最新の医学知識、画像の読影など人間ドックに従事する医師として必
要な教育をさす。
○病院併設型の場合は、健診部門対象のプログラムが含まれていることを確認する。

3.2.2.2 看護職、管理栄養士、臨床検査技師、診療放射線技師などの医療職に対する
専門的教育を実施している

（a･b･c･NA）

○専門的教育とは、最新の医学知識、保健指導方法、検査方法など人間ドックに従事する
医療職として必要な教育をさす。
○病院併設型の場合は、健診部門対象のプログラムが含まれていることを確認する。

3.2.2.3 事務職に対する専門的教育を実施している （a･b･c･NA）
○専門的教育とは医療知識、接遇、プライバシー保護など人間ドックに従事する事務職と
して必要な教育をさす。
○病院併設型の場合は、健診部門対象のプログラムが含まれていることを確認する。

3.3 検査の実施と判定が適切である

3.3.1検査項目が適切である

(ｺﾒﾝﾄ)

チェック書類 

□全職員に対する教育プログラム・年間教育計画 

□実施記録・参加者記録 

チェック書類 

□学会、研修会、講習会等参加記録 

□参加旅費規程 

チェック書類 

□医師に対する専門的教育プログラムの開催記録・参加記録（施設内・外） 

 （実施記録、研修報告書など） 

チェック書類 
□医師以外の医療職に対する専門的教育プログラムの開催記録・参加記録（施設内・外） 
 （実施記録、研修報告書など） 

チェック書類 

□事務職に対する専門的教育プログラムの開催記録・参加記録（施設内・外） 

 （実施記録、研修報告書など） 
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3.3.1.1 日本人間ドック学会が提示する基本検査項目とオプション項目を適切に実施
している

（a･b･c･NA）

○日本人間ドック学会が提示する基本検査項目とオプション検査項目を適切に実施してい
るかを確認する（オプション項目はすべて実施している必要はない）
○健康調査票に特定健診質問票が含まれているか、内科診察などの備考内容、子宮がん検
診は医師（婦人科医）が実施しているかなどを確認する。

3.3.1.2 任意検査項目を定期的に見直している （a･b･c･NA）
○任意検査項目とは、日本人間ドック学会が提示する基本検査項目とオプション検査項目
以外の検査項目をさす。
○検討内容、料金設定が適切かなどを確認する。

3.3.2検査結果を適切に判定している

(ｺﾒﾝﾄ)

3.3.2.1 画像は放射線科医、または専門的知識を有する医師が読影している （a･b･c･NA）
○二重読影や読影カンファレンスを実施しているかを確認する。
○上部消化管X線検査、胸部X線検査、マンモグラフィの要精検指示率が一般的な数値から
かけ離れていないかを確認する。
○書面調査票２-１、２-２、４-４を参照する。

3.3.2.2 心電図は循環器医、または専門的知識を有する医師が判定している （a･b･c･NA）
○心電図の要精検指示率が一般的な数値からかけ離れていないかを確認する。
○書面調査票２-１、２-２、４-４を参照する。

3.3.2.3 眼底写真は眼科医、または専門的知識を有する医師が読影している （a･b･c･NA）
○眼底検査の要精検指示率が一般的な数値からかけ離れていないかを確認する。
○書面調査票２-１、２-２、４-４を参照する。

3.3.2.4
検査結果の判定基準は、日本人間ドック学会が策定する判定区分に概ね準拠
している

（a･b･c･NA）

○人間ドック判定･指導ガイドライン作成委員会の策定した判定区分（2012年4月1日改
定）、画像検査判定区分（2014年4月作成予定）を参照する。

3.4 健診当日に健診結果を説明している

3.4.1健診結果を適切に管理している

(ｺﾒﾝﾄ)

3.4.1.1 過去の健診結果を適切に管理している （a･b･c･NA）
○医療法にもとづく保存期間は、カルテ（健康調査票、健診結果など）が電子媒体も含め
５年、画像が３年である。
○医療情報システムの安全管理に関するガイドラインの遵守を確認する。

チェック書類 

□健診項目一覧、オプション検査項目一覧 

チェック書類 

□任意検査項目一覧 

□定期的な見直しの実施・検討内容が確認できる書類（議事録等） 

チェック書類 

□ Ｘ線検査の判定を確認できる書類 

チェック書類 
□心電図の検査の判定を確認できる書類 

チェック書類 

□眼底検査の判定を確認できる書類 

チェック書類 

□検査結果の判断基準 

チェック書類 

□過去の健診結果の管理状況が確認できる書類 *または施設内にて確認 
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3.4.1.2 過去の画像を簡便に参照できるシステムがある （a･b･c･NA）

○画像ファイリングシステム、画像の保管方法などを確認する。
○比較読影や判定に活用しているかを確認する。

3.4.1.3 結果説明時や健診結果表に、過去の健診結果をわかりやく提示している （a･b･c･NA）

○健診結果表は、過去3年間程度の健診結果の提示を標準とする。

3.4.2健診当日に健診結果を説明している

(ｺﾒﾝﾄ)

3.4.2.1 健診当日に健診結果を説明している （a･b･c･NA）
○身体計測、血圧、血液検査（血液学、生化学）、尿検査については説明必須とする。
○結果説明の開始時間や終了時間、医師１人あたりの実施者数、平均説明時間などを確認
する。
○事情により後日に結果説明をしていても差し支えないが、その場合の実施方法や実施者
数を確認する。
○書面調査票４-２を参照する。

3.5 健診結果にもとづき保健指導を実施している

3.5.1専門スタッフが保健指導を実施している

(ｺﾒﾝﾄ)

3.5.1.1 健診結果にもとづき保健指導を実施している （a･b･c･NA）
○以下のような人間ドック健診に必要な保健指導が実施されているかを確認する。
　・健診結果にもとづいた生活習慣の改善指導
　・精密検査や治療や経過観察の受診勧奨
　・健康増進へのアドバイス、健康に関する情報提供　など
○保健看護職の勤務実態、保健指導実施率、指導マニュアルなどから総合的に判断する。
○書面調査票２-１、４-３を参照する。

3.5.1.2 必要に応じて栄養指導を実施している （a･b･c･NA）
○管理栄養士の勤務実態、栄養指導実施率、指導マニュアル、食事が栄養指導や健康教育
の一環として提供されているかなどから総合的に判断する。
○書面調査票２-１、３-４、４-３を参照する。

3.5.1.3 必要に応じて運動指導を実施している （a･b･c･NA）
○健康運動指導士以外でも運動に関する専門資格をもつスタッフであればよい。
○運動指導員の勤務実態、運動指導実施率、指導マニュアル、運動指導のための施設やス
ペースなどから総合的に判断する。
○書面調査票２-1、４-３を参照する。

□過去の健診結果の管理状況が確認できる書類 *または施設内にて確認 

チェック書類 

□画像ファイリングシステム、保管方法が確認できる書類 *または施設内にて確認 

チェック書類 

□健診結果表 *または施設内にて確認 

チェック書類 

□保健看護職の勤務実態、指導マニュアル、指導記録 

チェック書類 

□管理栄養士の勤務実態、指導マニュアル、食事が栄養指導記録 

チェック書類 

□運動指導員の勤務実態、指導マニュアル、運動指導記録 
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3.6 健診受診後のフォローアップを実施している

3.6.1健診結果に関する質問や相談に対応する体制が確立している

(ｺﾒﾝﾄ)

3.6.1.1 健診結果に関する質問や相談に対応するマニュアルがある （a･b･c･NA）
○以下を確認する。
　・電話、メール、来院など複数の対応する手段
　・対応時間の設定
　・質問内容に応じた対応部署
　・対応のしくみをホームページや結果報告書の中で広報しているか　など

3.6.1.2 受診者からの質問や相談を改善に役立てている （a･b･c･NA）
○誰が、いつ、どのような質問にどのように答えたかなどの記録、特に多い質問について
の改善事例を確認する。

3.6.2精密検査や治療が必要な受診者に対するフォローアップが適切である

(ｺﾒﾝﾄ)

3.6.2.1 精密検査や治療が必要な受診者に対するフォローアップの体制が確立してい
る

（a･b･c･NA）

○以下を確認する。
　・担当者
　・紹介状の発行や返信状況
　・精密検査の結果の把握
　・精密検査未受診者に対する受診勧奨
　・治療などで至急に医療機関の受診が必要な場合に対応するしくみ　など

3.6.2.2 がん発見などを目的とした精密検査の指示率が適切である （a･b･c･NA）

○書面調査票４-４における上部消化管（X線）、便潜血、胸部X線、腹部超音波、眼底、
心電図の指示率について判断する。上部消化管（内視鏡）、マンモグラフィの指示率につ
いては参考程度にとどめる。
○指示率が一般的な数値からかけ離れている場合は、その要因を確認する。
○機能評価委員会の集計する受審施設における精密検査指示率を参照する。

3.6.2.3 がん発見などを目的とした精密検査の実施率が適切である （a･b･c･NA）
○書面調査票４-４における上部消化管（X線）、便潜血、胸部X線、腹部超音波、眼底、
心電図の実施率について判定する。上部消化管（内視鏡）、マンモグラフィの実施率につ
いては参考程度にとどめる。
○機能評価委員会の集計する受審施設における精密検査の実施率を参照する。

チェック書類 

□健診結果に関する質問・相談への対応マニュアル（Q&A等） 

チェック書類 

□受診者からの質問・相談への対応記録、改善事例 

チェック書類 

□要精密検査指示者に対するフォローアップマニュアル 

□フォローアップ実績状況が確認できる書類、連携医療機関等との情報交換の記録 

チェック書類 

□書面調査票４－４、実態が確認できる書類 

チェック書類 

□書面調査票４－４、実態が確認できる書類 
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3.6.2.4 精密検査や治療の結果を管理し、活用している （a･b･c･NA）
○以下などを確認する。
　・精密検査や治療の結果の記録
　・次回受診時における活用の状況
　・発見がん症例が精度管理や人間ドック健診の有用性の検討にどのように活用されてい
るか　　　　　など

3.6.3追跡検査が必要な受診者に対するフォローアップが適切である

(ｺﾒﾝﾄ)

3.6.3.1 追跡検査が必要な受診者に対するフォローアップの体制が確立している （a･b･c･NA）
○追跡検査が必要な受診者とは、1カ月後、3カ月後、6カ月後など1年未満に再検査が必要
な受診者をさす。
○以下を確認する。
　・担当者
　・紹介状の発行や返信状況
　・再検査の結果の把握
　・再検査未受診者に対する受診勧奨　など

3.6.3.2 生活習慣病の追跡検査の実施率が適切である （a･b･c･NA）
○書面調査票４-５における血圧、糖尿病関連（空腹時血糖、HbA1c）、脂質関連（総コレ
ステロール、LDLコレステロール、HDLコレステロール）の実施率について判定する。全体
の実施率については参考程度にとどめる。
○追跡検査の指示率はデータを集積し、今後基準を作成するが、平均的な数値からかけ離
れている場合は、判定基準などの要因を確認する。
○機能評価委員会の集計する受審施設における追跡検査の指示率と実施率を参照する。

3.6.3.3 追跡検査や治療の結果を管理し、活用している （a･b･c･NA）
○以下を確認する。
　・追跡検査結果の記録
　・次回受診時における活用状況
　・症例が保健指導の評価や人間ドック健診の有用性の検討にどのように活用されている
か　　など

3.6.4紹介医療機関やかかりつけ医と連携している

(ｺﾒﾝﾄ)

3.6.4.1 精密検査や追跡検査が必要な受診者に対して、紹介医療機関を適切に決めて
いる

（a･b･c･NA）

○以下を確認する。
　・紹介医療機関の専門性や特色などの選定基準
　・紹介記録
　・自施設だけでなく必要に応じて他施設にも紹介していること　など

チェック書類 

□追跡検査が必要な受診者に対するフォローアップマニュアル 

□フォローアップ実績状況が確認できる書類 

チェック書類 

□書面調査票４－５、実態が確認できる書類 

チェック書類 

□追跡検査や治療の結果の管理、活用記録が確認できる書類 

 （コンピューター、記録用紙、統計資料、事業報告書、発表演題や論文など） 

チェック書類 

□紹介医療機関やかかりつけ医（連携医療機関）名簿・リスト 

チェック書類 

□精密検査や治療の結果の管理、活用記録が確認できる書類 

 （コンピューター、記録用紙、統計資料、事業報告書、発表演題や論文など） 
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3.6.4.2 紹介医療機関やかかりつけ医と情報交換をしている （a･b･c･NA）
○紹介医療機関やかかりつけ医に対する、結果の問い合わせや治療状況の確認などの実
例、医療機関への訪問、活動報告の送付、セミナーの実施状況などを確認する。

3.7 健診の精度や有用性について検討している

3.7.1健診結果を分析し、健診の精度や有用性について検討している

(ｺﾒﾝﾄ)

3.7.1.1 健診結果を分析し、健診の精度について検討している （a･b･c･NA）
○検査異常者数、総合判定の比率、要精密検査指示率、精密検査受診率、がん発見者率な
どが経年的に集計されているかを確認する。
○検討の結果、質の改善に取り組んだ事例についても議事録などで確認する。

3.7.1.2 日本人間ドック学会などが実施する調査研究に参加している （a･b･c･NA）
○日本人間ドック学会が実施する全国集計調査、日本人の臨床検査基準値に関する調査研
究、がん症例調査の参加状況、他学会の調査研究や地域活動などを確認する。

3.7.1.3 人間ドック健診の有用性について学会などで発表している （a･b･c･NA）
○過去３年間について、日本人間ドック学会学術大会や他学会で発表した演題抄録や論
文、セミナーなどでの講演を確認する。
○書面調査票４-６を参照する。

チェック書類 

□紹介医療機関やかかりつけ医（連携医療機関）等との情報交換の記録 

チェック書類 

□健診の有用性評価のための研究関連書類 

チェック書類 
□日本人間ドック学会などが実施する調査研究の参加関連書類 

チェック書類 

□学会等での発表記録 
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