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受審のご案内 

 

○人間ドック健診施設機能評価は、平成 16 年に入念な準備の上で事業を開始し、平成 20

年のバージョン 2.0 の改訂から早くも 5 年が経過いたします。バージョン 2.0 の運用とと

もに約 2 年間の検討期間を経て、このたびさらなる評価基準等のバージョンアップを行い

ました。これを機に、是非受審のご検討をいただければ幸いです。 

 

○特に、従来より指定継続している二日ドックのみの指定施設においては、機能評価受審

により、一日ドックも含めた指定への円滑な移行をお勧めいたします。 

 

○また既に機能評価認定を受けた施設においては、今後の更新申請の参考にご一読くださ

い。 

 

○本手引きでご案内している「書面調査票 Ver3.0」や「評価基準 Ver3.0（＝自己評価票）」、

「訪問調査時参照書類 Ver3.0」等は、日本人間ドック学会ホームページ上に、本ファイル

とは別に見本を公開しておりますので別途ご参照ください。 

 

○受審における最初のステップは、まず“受審申請を行う”こととなります。これも別途

ファイル（受審申請用紙）をダウンロードください。（３月下旬ホームページ掲載予定） 

 

○実際に受審申請を行った施設に対しては、より詳細に内容を説明した「受審の手引き」

（簡易版ではなく、いわゆる通常版としての手引き）を送付いたします。あくまで本手引 

きは概要のご確認としてご利用ください。 
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Ver３改訂ポイント 
 

１）項目数を削減し、４領域から３領域とした。尚、第３領域は重要領域と位置付け、

事務、医師両サーベイヤーによる面接とした。 

 

第１領域  施設運営のための基本的体制   事務サーベイヤー担当 

運営方針、組織体制、財務処理、基本的管理体制、企業･健保組合･地域との関係      

第２領域 受診者の満足と安心           医師サーベイヤー担当 

受診への配慮、プライバシーへの配慮、検査管理体制、業務改善、セーフティマネージ 

メントと感染対策          

第３領域 人間ドック健診の質の確保     事務、医師サーベイヤー担当 

スタッフ体制、教育、検査実施と判定、結果説明、保健指導、フォローアップ、健診の 

精度と有用性    

    

 項目数は以下のとおりである。( )内は Ver.2 

 大項目   中項目  小項目     

第１領域  施設運営のための基本的体制     5(8)   13(21)   34(56)   

第２領域 受診者の満足と安心             5(8)   12(19)   32(40)           

第３領域 人間ドック健診の質の確保       7(6)   15(15)   38(44)     

第４領域        ―             -(6)   -(17)  -(44) 

合計  17(28)  40(72)  104(184) 

 

 

 

２）評点３と４の標準化を目的として、小項目にｓ判定（優れている）を設定し、評点

４はｓ判定を含むことを基本とした。 

受審施設はこれまでのバージョン２.０と同様に自己評価は行うものの、小項目

（a,b,c）のみ評価をし、中項目（1～5）の評点はつけない。中項目評点につ

いては、サーベイヤーが指定の小項目にのみｓ評点をつけ、それに伴い中項目

の評点を行う。尚、（小）評点ｓと（中）評点４の設定数は以下のとおりであ

る。 

 

           ｓ判定設定/小項目  評点４設定/中項目      

第 1領域     7/34 (20.6%)     4/13(30.8%) 

第２領域     4/32 (21.9%)     5/12(41.7%) 

第３領域    20/38 (52.6%)     10/15(66.6%) 

合 計     34/104(32.7%)       19/42(47.5%) 
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３）人間ドック健診の質に関わる最重要項目については、数値基準を設定した。 

●これらの数値基準は、バージョン１およびバージョン２認定施設実施実績を基に算出

しました。 

●数値基準の他にも、体制や施設の取り組み状況等を確認し総合的に判断します。よっ 

て、仮に小項目評点が数値基準ではｃであっても、必ずしも中項目評点２や認定留保

が確定するものではありません。 

 

3.4.2.1 健診当日に健診結果を説明している 

s.結果説明の実施率がほぼ 100％である。 

a.結果説明の実施率が 80％以上である。 

b.結果説明の実施率が 50％以上 80％未満である。 

c.結果説明の実施率が 50％未満である。 

 

3.6.2.2精密検査の指示率が適切である  

s.（－） 

       a.指示率はすべて 10％未満である。 

       b.指示率が 10以上 15％未満の検査がある。 

c.指示率が 15％以上の検査がある。 

 

3.6.2.3精密検査の実施率が適切である  

s.実施率は概ね 80％以上である。 

       a.実施率は概ね 60％以上 80％未満である。 

       b.実施率は概ね 50％以上 60％未満である。 

c.実施率が概ね 50％未満である。 

 

3.6.3.2追跡検査の実施率が適切である  

s.実施率は概ね 80％以上である。 

         a.実施率は概ね 50％以上 80％未満である。 

         b.実施率は概ね 20％以上 50％未満である。 

c.実施率は概ね 20％未満である。 
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人間ドック健診施設機能評価実施要綱 

はじめに 

人間ドック健診施設の水準は様々であるなか、一定の評価基準を設けた本機能評価を受

審することで、当該施設を人・物・施設・情報が有機的に運営される施設へ、また継続的

な質の改善活動を行い、それら取り組みを積極的に行える施設へと導き、もって日本国内

外の人間ドック健診施設のレベルをあげることに資するため、本機能評価の実施要綱を下

記のとおり定める。 

 

目的 

 本評価は人間ドック健診施設の評価を行い、質の改善活動を促進し、受診者が安心して

健診を受けられることを目的とし、 自己評価、および訪問調査員による実地調査の結果に

より施設認定と質の改善のための助言を行う。 

 

対象施設 

 人間ドック健診施設は一日ドックと二日ドックに分類することができるが、できる限り

共通の基準を適用する。尚、脳ドックやがんドックといった専門特化した健診は調査対象

としない。  

評価の枠組み 

 書面による評価、および訪問による評価の二段階で評価する。書面による評価は健診施

設概要および活動に関するデータの提示を求め、あわせて評価基準にもとづく自己評価を

行う。訪問による調査は書面による調査票にもとづいて、受審施設で評価基準にもとづい

て評価する。  

 

評価方法 

 評価は、領域・大項目・中項目・小項目からなる。 

領域とは、評価内容の大きな分類を示すもので、以下の３領域を設定している。 

1．施設運営のための基本的体制 

2．受診者の満足と安心 

3．人間ドック健診の質の確保 

大項目とは、各領域における評価基準の枠組みを示すものである。 

中項目とは、実際に評価を行う基準であり、「5. 極めて優れている」「4. 優れている」「3.

適切」「2. 不適切」「1. 極めて不適切」の 5 段階で評価する。 

小項目とは、中項目を評価するためのより具体的な活動・事項を示すもので、「s. 優れてい  

る」「a. 適切である」「b. 若干の課題がある」「c. 不適切である」の 4 段階で評価する。 
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但し、s 判定は全項目ではなく、原則、指定した小項目にのみ設定する。 

受審施設は自己評価として小項目に a,b,c 判定のみを記載し、中項目に評点１～５はつけ

ない。サーベイヤーのみが小項目に s 判定をつけ、それに伴い中項目に評点４をつけること

とする。 

それぞれの領域の項目数は以下の通りである。 

領 域             大項目   中項目   小項目  

1. 施設運営のための基本的体制    5        13         34 

2. 受診者の満足と安心           5         12         32 

3. 人間ドック健診の質の確保      7         15         38 

計                   17         40        104 

 

訪問調査者 

 訪問調査者をサーベイヤーと呼称する。訪問調査において、設定された評価基準にもと

づいて適切に評価できる専門の調査者を養成し、実施する。 

 

評価手順 

○書面による評価 

 書面調査票（施設概要データ）・自己評価票 

○訪問による評価 

 サーベイヤーが半日（原則 13 時～16 時）訪問して評価基準との適合度をチェックする。 

 サーベイヤーは医師、事務系の 2 名体制を原則とする。職種、地域等の組合せを考慮す

る。 

○第 3 者的委員会による最終評価 

人間ドック健診施設機能評価委員会(消費生活アドバイザー、健康保険組合連合会関係者

等受診者を含む)を開催し、書面、および訪問による評価結果に基づいて合議により総合

的に評価する。    

 

付  則 

１ この要綱は、平成 16 年 9 月 1 日から適用する。 

２ この要綱は、平成 19 年 10 月 11 日一部改正。 

３ この要綱は、平成 25 年 4 月 1 日から適用する。 
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機能評価に掛かる費用等の説明 

【費用】 

①受審料：350,000 円 

内訳 調査料  250,000 円 

認定料  100,000 円 

②更新料：300,000 円 

内訳 調査料   250,000 円 

認定更新料   50,000 円 

＊初回受審は①の費用となり、その後の更新受審は②の費用となります。 

＊上記費用については、変更する場合がございます。 

 

認定後、機能評価においては、更新まで費用は発生しません。 

※但し、健保連等との指定契約をされる場合は、人間ドック実施指定年会費として5 万円

とドック学会施設会員費2 万円が年額でかかります（平成20年4月現在）。また、全く新し

く指定を受ける場合は指定料10 万円が初回に限り発生します。 

受審料は、事務局より郵送する所定の振込用紙を使い、郵便口座にお振り込みして頂きま

す。 

 

再調査料：250,000 円 

※ 機能評価受審の結果「認定留保」となった施設が、留保事項を改善された後に再度、認 

定を得るための調査を申請することができます。その際は再調査料が発生します。但し 

事務的な確認で済む場合はこの限りではありません。 

※ 再調査を希望されない場合は、受審料のうち、認定料にあたる100,000 円を返還いた

します。（注・認定施設とはなりません） 

 

【認定】 

認定期間：5 年間の更新制（認定満期を迎える年度中に更新申請調査を受審してください） 

認定開始日は、社団法人日本病院会で承認された日とします。 

 

【その他の費用として】 

また、認定後の新築移転等があった場合は、すみやかに学会事務局へ届け出るとともに、

認定を継続するための所定の手続きにより、原則下記のいずれかの費用が発生します。 

・書面調査のみの場合： 50,000 円 

・書面調査と再訪問調査の場合：250,000 円 

＊いずれの手続きとするかは、評価部会での決議による。 
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人間ドック健診施設機能評価申請条件 
 

 人間ドック健診施設機能評価受審に際しては、以下のような一定の申請条件を設ける。 

１）健診施設設立年月日 

  健診施設設立後、（あるいは健診業務開始後）１年以上の経過を条件とする。 

 

２）人間ドック健診受診者数 

 ・人間ドック健診とは、公益社団法人日本人間ドック学会（以下「本法人」という）が定める 

  基本検査項目を実施し、受診者に対し健診当日に医師が検査結果を説明し、保健指導等、受 

診後のフォローアップを実施する健診をさす。 

  生活習慣病予防健診や労働安全衛生法にもとづく健診、特定健診などは該当しない。 

・一日ドックのみ実施、二日ドックのみ実施、両方実施、いずれの場合でも受審できる。 

 ・上記の形式の人間ドック健診受診者数が、年間 500 人以上を最低基準とする。年間とは 

原則は年度単位とするが、集計上やむをえず年度をまたがる場合も認める。 

 

３）その他． 

 ・施設長、または健診部長などの責任医師は常勤であること。責任医師は病院併設型施設であ 

っても健診専任が望ましい。但し、健診業務において責任と権限がもてる立場であるなら兼

務でもかまわない。 

 ・人間ドック認定医または人間ドック健診専門医が、常勤・非常勤を問わず最低１人いること。 

但し、新規に受審する場合はこの限りでないが５年後（更新時）には常勤で人間ドック認

定医または人間ドック健診専門医がいることを条件とする。 

・日本内科学会認定医等、内科系専門医（消化器・呼吸器・循環器等）が１人以上いること

が望ましい。 

・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）が常勤にて最低 1 人いること。 

但し、新規に受審する場合はこの限りでないが５年後（更新時）には常勤でいることを条 

件とする。 

・健診結果の説明には最低限、身体計測、血圧、血液検査、尿検査が含まれている必要があ 

る。 

  ・精密検査の指示数と実施数、および追跡検査の指示数と実施数は、受診後のフォローアップ 

の観点から、その実数を把握している必要がある。 
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連 絡 先 

人間ドック健診施設機能評価に関する問い合わせ先は次の通りです 

 

【事務局】 

102-0082 

東京都千代田区三番町9-15ホスピタルプラザ1F 

 

公益社団法人日本人間ドック学会 

人間ドック健診施設機能評価 係 

電 話 03-3265-0079 FAX 03-3265-0083 

E-mail kinouhyouka@ningen-dock.jp 

 

 

 

●平成 25年 1月 31日 作成 
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