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主機能と副機能とは？ 
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病院機能評価 3rdG：Ver.2.0の7つの受審種別 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• 病院として主軸となる医療機能を主機能として受審します。 

• 複数の機能がある場合、病院が自ら希望する場合、副機能として
受審します（一般２＋精神科、など）。 
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病院の種別 種別の説明 

一般病院１ 地域のかかりつけ病院 

一般病院２ 中核病院、基幹病院 

一般病院３ 特定機能病院、大学病院本院 

リハビリテーション病院 回復期リハビリテーション病院 

慢性期病院 療養病棟を中心とした病院 

精神科病院 精神科病院 

緩和ケア病院 緩和ケア病棟を持つ病院 
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どの病棟で受審するか？ 

• 主機能として対象となっている病床から、病院を代表する
病棟を選択します。 

• 複数の診療科を持つ場合、外科系と内科系を1か所ずつ
選ぶことになります。単科や特化している場合は、偏った
選択をしても構いません。 

• ICUやHCUなど重症系病棟は、受審病棟として選択せず、
ケアプロセスの一連の流れ中で重症患者の管理の実践
をカルテで紹介します。 

• 重症系病棟は、部署訪問のうちの集中治療機能として、
調査を受けます。 

• 2番目に受審する病棟は、医療機能評価機構が審査の
一週間前（5営業日前）に指定します（一般３を除く）。 
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• AとCの病棟は、病院が自
ら指定して審査をうける病
棟となります。 

• BとDの病棟は、審査の1
週間前に、医療機能評価
機構から、どの病棟にする
かを指定されます。 

• 直前まで、どの病棟が審
査対象となるか分からな
いため、候補となりえる一
般病棟は、それぞれ審査
に対応するカルテの準備
をすることになります。 
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審査体制区分３および４の場合 
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A 

B 

C 
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区分３、４



				主機能のみ シュ キノウ																		副機能あり フク キノウ



						1日目 ニチ メ										2日目 ニチ メ								1日目 ニチ メ												2日目 ニチ メ

				9時 ジ		事前打ち合わせ ジゼン ウ ア								9時 ジ		部署訪問 ブショ ホウモン		部署訪問 ブショ ホウモン				9時 ジ		事前打ち合わせ ジゼン ウ ア										9時 ジ		部署訪問 ブショ ホウモン		部署訪問 ブショ ホウモン

						病院概要説明 ビョウイン ガイヨウ セツメイ																		病院概要説明 ビョウイン ガイヨウ セツメイ

				10時 ジ		書類確認 ショルイ カクニン								10時 ジ								10時 ジ		書類確認 ショルイ カクニン										10時 ジ



				11時 ジ		1領域面接調査 リョウイキ メンセツ チョウサ								11時 ジ								11時 ジ		1領域面接調査 リョウイキ メンセツ チョウサ										11時 ジ

																昼食 チュウショク																				昼食 チュウショク

				12時 ジ		4領域面接調査 リョウイキ メンセツ チョウサ								12時 ジ								12時 ジ		4領域面接調査 リョウイキ メンセツ チョウサ										12時 ジ

						昼食 チュウショク										部署訪問 ブショ ホウモン		部署訪問 ブショ ホウモン						昼食 チュウショク												部署訪問 ブショ ホウモン		部署訪問 ブショ ホウモン

				13時 ジ										13時 ジ								13時 ジ												13時 ジ

						概要確認 ガイヨウカクニン		概要確認 ガイヨウカクニン								サーベイヤーミーティング
再確認（病棟および部署） サイカクニン ビョウトウ ブショ								概要確認 ガイヨウ カクニン		概要確認 ガイヨウ カクニン										サーベイヤーミーティング
再確認（病棟および部署） サイカクニン ビョウトウ ブショ

				14時 ジ		ケアプロ
セス調査 チョウサ		ケアプロ
セス調査 チョウサ		同行 ドウコウ				14時 ジ								14時 ジ		ケアプロセス		ケアプロセス		同行 ドウコウ		概要確認 ガイヨウカクニン				14時 ジ



				15時 ジ						事務面接 ジム メンセツ				15時 ジ								15時 ジ						事務
面接 ジム メンセツ		ケアプロセス				15時 ジ

																講評および意見交換 コウヒョウ イケン コウカン																				講評および意見交換 コウヒョウ イケン コウカン

				16時 ジ		概要確認 ガイヨウカクニン		概要確認 ガイヨウカクニン		部署訪問 ブショ ホウモン				16時 ジ								16時 ジ		概要確認 ガイヨウ カクニン		概要確認 ガイヨウ カクニン		部署
訪問 ブショ ホウモン						16時 ジ

						ケアプロ
セス調査 チョウサ		ケアプロ
セス調査 チョウサ																ケアプロセス		ケアプロセス

				17時 ジ																		17時 ジ								外来 ガイライ

						救急外来 キュウキュウガイライ		一般外来 イッパン ガイライ																救急外来 キュウキュウガイライ		一般外来 イッパン ガイライ				補充 ホジュウ
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