
人間ドック受審の手引き_CS6.indd   1 18/04/13   18:49

簡易版



  目   次  

●受審の手引き【簡易版】について…………………………………  1

●人間ドック健診施設機能評価委員会理念 …………………… 2 

●人間ドック健診施設機能評価実施要綱 ……………………… 3 

●ドック健診施設機能評価 Ver.4.0申請条件……………………   6 

●審査の流れ……………………………………………………… 7 

●ご意見・ご感想のお願い………………………………………… 8 



1

受 審 の 手 引 き 【 簡 易 版 】 に つ い て

　本書は、人間ドック健診施設機能評価受審申請に関する手続き、書類作成、訪問調査時の準備

等が記載されている「受審の手引き」から一部抜受審の手引き【簡易版】です。

　正式に受審申請頂きましたら、受審の手引き（正式版）をお送りします。

　

　なお、機能評価受審に際しては、「申請条件」を設けておりますので、次頁の申請条件を再度

ご確認の上、自己評価書類等の準備を進めてください。

　条件を満たさない場合、判断に迷う事例等がある場合は、日本人間ドック学会事務局までお問

い合わせください。

　人間ドック健診施設機能評価の受審が施設の業務見直しに役立つことを願っております。

本書中の各略称は以下の通りとします。
•人間ドック健診施設機能評価……………機能評価
•人間ドック健診施設機能評価委員会……機能評価委員会
•日本人間ドック学会事務局………………学会事務局
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１．予防医療の実践と確立を目指す
　疾病治療とは異なる予防医療の実践を通じて、保健・医療における人間ドック健診の役割を確立
する

　1）生活習慣を重視した健康診査と安全で効果的ながん検診の実施
　2）日常診療を支え地域医療への貢献を目指す

２．人間ドック健診施設の育成と受診対象者への啓発を図る
　予防医療の重要性に鑑み施設と受診者への働き掛けを強化する
　
　1）…人間ドック健診施設の質向上と認定施設の増大
　2）…受診対象者への人間ドック健診の理解推進と受診拡大
　　　

（平成28年8月25日　制定）

人間ドック健診施設機能評価委員会理念
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１．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人間ドック健診施設機能評
価（以下「機能評価」）を受審することで、人・物・設備・情報が機能的に運営される施設へと発展し、
もって日本国内外の人間ドック健診施設のレベル向上に資するため、実施要綱を下記のとおり定める。

２．目的
　機能評価は、第三者的な立場で組織全体の運営管理および提供される健診サービスについて評価を
行う。また、体系的な審査により、自施設の優れている点や改善すべき問題点が評点と評価所見によ
り具体的に示され、現状を客観的に把握することができる。このことにより、機能評価は、健診施設
の継続的な改善活動を積極的に行える施設へと導き、ひいては施設の質の向上を図ることを目的とする。

３．受審対象施設
　機能評価受審対象施設は、学会が推奨する人間ドック基本検査項目を一定人数実施する健診施設
とする。

４．評価項目
　機能評価の評価項目は、国民が安全で安心な人間ドック健診が受けられるよう、国の制度や社会の
変化に応じて数年（概ね５年）ごとに改定される。平成30年１月以降の申請は機能評価Ver.4.0が適
用される。機能評価Ver.4.0では、３つの領域から構成される評価項目を用いて、健診施設の組織、
運営管理および提供される健診サービスについて評価する。

５．評価対象領域
　機能評価Ver.4.0では、各領域における評価基準の枠組みとなる大項目、評価の対象となる中項目、
また、その下に中項目を評価するための視点（評価の考え方）と、評価の際に参考とする要素（評価
の要素）を記載している。さらに各評価の要素の判断基準を注釈として掲載している。

　評価対象領域は以下の通りである。
　　第１領域：理念達成に向けた組織運営
　　第２領域：受診者中心の良質な健診の実践
　　第３領域：継続的な質改善の取り組み

人間ドック健診施設機能評価実施要綱
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６．機能評価Ver.4.0評価の定義
　中項目は以下４段階で評価する。
　　　　「	A+	：秀でている／施設の特徴を活かした新しい取り組み」
　　　　「	A	：適切に行われている」
　　　　「	 B	：一定の水準に達しているが、改善の余地がある」
　　　　「	C	：不可／一定の水準に達していない」

　評価の要素は以下４段階（NA除く）で評価する。
　　　　「	 s	 ：秀でている／施設の特徴を活かした新しい取り組み」
　　　　「	 a	：適切に行われている」
　　　　「	 b	：一定の水準に達しているが、改善の余地がある」
　　　　「	 c	：不可／一定の水準に達していない」
　　　　「	NA	：適用除外」※一部の項目のみ適応

　　　● 訪問調査者（サーベイヤー）は、訪問調査時の状況から、中項目および評価の要素の評価を行う。

　　　● 受審施設は、自己評価として評価の要素判定を行い、中項目の評価は行わない。

　　　●〔領域〕〔評価の考え方〕にはそれぞれ評点はつけない。

　　　●〔評価の考え方〕の視点で各項目を確認し〔評価の要素〕の評価を総合的に判断し中項目評価をつける。

　それぞれの領域の項目数は次の通りである。
領　域 大項目 中項目	 評価の要素

第１領域：理念達成に向けた組織運営 5 18 41
第２領域：受診者中心の良質な健診の実践 5 14 39
第３領域：継続的な質改善の取り組み 4 12 16

計 14 44 96

評価項目の構成

〔評価の要素〕と〔注釈〕
中項目を評価の際に参考とする要素

〔評価の考え方〕
中項目を評価するための視点

〔中項目ｘ . ｘ . ｘ〕
評価の対象となる項目

〔コメント〕
訪問時の状況や判断理由（詳細に）

〔大項目ｘ . ｘ〕
各領域における評価基準の枠組み
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７．訪問調査者（サーベイヤー）
　訪問調査者（以下「サーベイヤー」）は、医師サーベイヤーと事務系サーベイヤーで構成され、原
則２名がペアとなって施設を訪問し、調査を行う。
　適切な訪問調査を行うために、公益社団法人　日本人間ドック学会（以下「本学会」）人間ドック
健診施設機能評価委員会（以下「機能評価委員会」）では、サーベイヤー就任の条件として、一定の
資格要件と所定の研修修了を課し、別に内規を定める。

８．認定審査（人間ドック健診施設機能評価委員会）
　認定審査を行うために、機能評価委員会を開催する（外部委員を含む）。書面、およびサーベイヤー
からの訪問調査報告に基づいて機能評価委員会委員の合議により総合的に審査する。

９．審査手順
　機能評価受審の申し込みから認定までの流れは以下の通りである。申請から、認定取得までは概ね
８～12カ月程度を要する（補充審査などにより延長になる場合はその限りではない）。
　１．受審申請（エントリー）
　２．受審準備（施設内整備等）
　３．審査書類の事前提出
　４．書面調査
　５．訪問調査
　６．機能評価委員会による最終評価（毎月１回開催）
　７．審査結果通知

10．審査および認定料
　（1）人間ドック健診施設機能評価Ver.4.0の受審および認定にかかる費用は以下の通りとする。
　　　⃝新規受審料　350,000円　　　内訳：調査料　250,000円　　　認定料　100,000円
　　　⃝更新受審料　300,000円　　　内訳：調査料　250,000円　　　認定料　…50,000円
　（2）その他審査費用は以下の通りとする。
　　　⃝再調査（補充審査）　
　　　　①簡易再調査料（補充審査）：無料
　　　　②訪問再調査料　　　　　　：250,000円
　　　⃝移転審査：50,000円　※詳細はp21「認定施設の変更に関する運用内規」を参照
　（3）その他審査費用は以下の通りとする。
　　　⃝健保連等との人間ドック指定契約（任意）

認定取得後、健保連等との人間ドック指定契約をされる場合は、指定年会費として別途お
手続きおよび費用が必要となる。　

付　　則
この内規は、平成29年４月１日から適用する。
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人間ドック健診施設機能評価Ver.4.0の申請条件は、以下の通りとする。

　１）人間ドック健診を１年以上実施していること

　２）年間500人以上の受診者がいること

　３）常勤の健診管理医師がいること

　４）人間ドック健診施設機能評価実施要綱、機能評価委員会理念の趣旨等を十分理解していること

ここでいう人間ドック健診とは、以下の通りである。
　① 本学会が推奨する基本検査項目を実施していること
　② 健診当日に医師による検査結果の説明体制があること
　③ 健診結果に基づく適切な指導、受診後のフォローアップ体制および実績があること
　　 ＊結果説明には、血液検査結果、尿検査結果を含むこと。
　　　 画像結果についても説明を行うことが望ましい。
　　 ＊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。

人間ドック認定医または人間ドック健診専門医が常勤にて１人以上在籍すること。
但し、新規に受審する場合はこの限りでない。
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１人以上在籍することが望ま
しい。

人間ドック健診施設機能評価Ver.4.0申請条件
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審査の流れ

（申請から3カ月を目安にご提出ください） 

（書類提出②から最短2カ月後） 

⑨機能評価委員会審議結果通知

※以下、任意手続き

⑪人間ドック実施指定

※ 期間はあくまでも目安であり、混雑状況により上記よりお待たせする場合があります。 
なお⑦において、機能評価委員会より追加確認、改善要望事項等が指示される場合があり、それらの
改善確認が完了後に⑧に進みます。 

※ 各工程の詳細については次頁以降をご確認ください。 

提出された「事前提出書類」の内容確認が
完了次第、訪問調査日程を調整します。 
内容に不備などがある場合、再提出をお願
いする場合があります。 

※訪問調査日までに受審料をご入金ください。

サーベイヤーによる訪問調査 

機能評価委員会による認定審査 
改善要望事項への対応 

受審申請書の受理後、「受審の手引き」（本書）を含む 
「機能評価受審受付書類一式」を受審施設宛に送付 

（認定証、報告書発行⑩から最短1カ月）

⑩認定証、報告書の発行 （訪問調査⑥から最短2カ月）

⑧日本病院会理事会承認

⑦機能評価委員会審議

⑥訪問調査の実施

⑤訪問調査日の決定・通知・受審料の振込

④事前書類審査結果の通知

③書類の事前審査

②事前提出書類一式の提出

①受審申請書の提出

※ ①②⑥ は、受審施設様側の対応・ご協力が必要な内容となります。 
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ご意見・ご感想のお願い

　人間ドック健診施設機能評価は、入念な準備の上で事業を開始するとともに、

Ver.2.0、Ver.3.0と評価基準等のバージョンアップを行ってまいりました。

　しかし、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評価票の解

釈などの疑問点が生じてくることと思われます。

　不明な点、お気づきになった点等がございましたら、学会事務局へご連絡ください。

施設の方からの指摘事項を活かし、より良い評価基準へレベルアップしていく所存です

ので、是非ともご協力をお願いします。

　ご意見、ご感想はメール・ＦＡＸ等でもかまいません。

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】
〒102-0075　東京都千代田区三番町9-15　ホスピタルプラザ1階
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委員会
電　話　03-3265-0079　　FAX　03-3265-0083
E-mail　kinouhyouka@ningen-dock.jp

平成20年４月１日　　作成
平成22年11月27日　一部改訂
平成25年３月21日　一部改訂
平成30年１月11日　一部改訂
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