Japan Council for Quality Health Care

公益財団法人日本医療機能評価機構

日本医療機能評価機構は、病院の自律的かつ継続的な医療の質改善活動を支援
するために、病院内で中心となる医療の質管理実務責任者を対象に、クオリティ
マネジャー養成セミナーを行います。
[日程]
１・２日目

３・４日目

第1回

6 月 17 日（水）・18 日（木）

8 月 20 日（木）・21 日（金）

第2回

9 月 10 日（木）・11 日（金）

10 月 30 日（金）
・31 日（土）

第3回

11 月 27 日（金）
・28 日（土） 1 月 16 日（土）・17 日（日）
※お申込みは 4 日間セットでの申し込みとなります。

[会場] 日本医療機能評価機構 9 階ホール
[対象] 病院における医療の質管理の実務責任者、
またはそれに準ずる方（それを目指す方）
※職種・職位は特に制限を設けておりません。

[定員]

各回 60 名

[参加費] 認定病院、又は受審申請済み病院
上記以外の病院

120,000 円
180,000 円

４月２日（木）１０：００～ 申し込み開始
各日程のスケジュール、講師等の詳細はホームページをご覧ください。

『 http：//www.jcqhc.or.jp/ 』
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≪クオリティ マネジャー養成のねらい≫
病院が、組織として、良質な医療を継続的に
提供するために、院内における質改善活動の中
心となる人材を育成し、病院を支援することが
ねらいです。
クオリティ マネジャーとして、組織横断的
に多職種で協働するためのリーダーシップやマ
ネジメントスキル、医療の質に関する評価・分
析を行う知識やスキル、また、病院内で質改善
活動を定着させるための教育研修方法など、4
日間の研修と継続研修等を通して継続的なスキ
ルの向上と情報提供を行っていきます。

本セミナーのねらい
 医療の質を評価し、改善するために必要な知識・スキルを身に付ける。
◆ 質改善活動の実務責任者としてリーダーシップやファシリテーションスキルを身に付ける。
◆ 効率かつ効果的に改善活動を進めるためのノウハウを学ぶ。
◆ クオリティ マネジャーとしての役割、今後の病院での質改善活動をイメージする。

≪セミナーカリキュラム≫
１日目・２日目

１日目 9：30～18：00／２日目 9：00～17：00
※時間は目安です。

 クオリティ マネジャーに期待されるもの 【講義】







医療の質と評価 【講義】
患者満足と職員満足 【講義】
リーダーシップ・ファシリテーション 【講義】
医療安全管理・感染管理 【講義・GW】
業務プロセスの改善 【講義・実習】
データ収集・分析・フィードバック 【講義・実習】

クオリティ マネジャーと
して、医療の質を評価し、改
善活動を推進するために必
要な、知識やスキルを学び
ます。

〔 課題 〕
自院のデータを用いた分析、問題点の抽出、考えられる解決策の立案など

３日目・４日目





課題の発表およびディスカッション 【GW】
情報管理・個人情報保護 【講義・GW】
プロジェクトマネジメント 【講義】
病院機能評価
クオリティ マネジャーとしてのポイント 【講義】
 病院機能評価に向けた
クオリティ マネジャーの役割 【GW】
 継続的な質改善活動の仕組みづくり 【GW】

３日目 9：30～18：00／４日目 9：00～17：00
※時間は目安です。

クオリティ マネジャーと
して、院内でどのように改
善活動を推進していくのか
を、多職種でのグループワ
ークを中心に学び、実際の
活動イメージを描きます。

※ 各回により講師、開始時間・終了時間等は異なりますので、ご注意ください。
各日程の詳細につきましては当機構ホームページにてご確認ください。

Japan Council for Quality Health Care

≪セミナー受講者の声≫

医師

その他
医療技術職

質評価について、新しいことを
知る事が出来たり、日ごろどの
ように測定したり評価したら良
いかと悩んでいた事を解消する
ことができました。

病院機能評価受審からの継続が
大事ということを理解しまし
た。今回学んだことを現場で展
開し、質向上をめざしたいと思
います。

大変有意義な４日間の講義でし
た。ＱＭとして、今後自院でど
のように活動していけば良い
か、しっかり整理して活動した
いと思います。大満足です。

普段、他病院の他職種の方々と
グループワークで討議すること
はないので、非常に勉強になり
ました。グループワークが楽し
かったです。

≪セミナー講師一覧≫

看護師

事務職員

〔五十音順：敬称略〕



梅里 良正 （日本大学医学部医療管理学 診療教授）



加藤 良平 （株式会社ケアレビュー 代表取締役）



上條 由美 （昭和大学江東豊洲病院 副院長）



小林 美亜 （千葉大学医学部附属病院地域医療連携部 特任准教授）



鈴木 紀之 （公益財団法人筑波メディカルセンター



水流 聡子 （東京大学大学院工学系研究科化学システム工学専攻（医療社会システム工学寄付講座



猶本 良夫 （川崎医科大学総合外科学 教授）



能登原 伸二 （株式会社アイ・ティ・イノベーション 取締役 専務執行役員）



橋本 廸生 （(公財)日本医療機能評価機構 執行理事）



長谷川 剛 （医療法人社団愛友会上尾中央総合病院 院長補佐・情報管理部長）



長谷川 友紀 （東邦大学医学部社会医学講座 教授）



宮澤 潤

法人事務部門長 兼 法人事務局

次長・財団事業推進室長）
特任教授））

（弁護士）

４日間のセミナー受講と課題を提出した方に

『修了証』

を発行いたします。

（修了者として登録いたします。
）

修了者４０２名
（平成 26 年度末現在）
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≪継続的な学びの場≫
クオリティ マネジャー養成セミナー修了者の皆様へ継続的な学習と情報交換（交流）の場を提
供するために、実際の医療現場で役立つ様々なプログラムを検討し、開催いたします。
平成 27 年度の研修プログラムおよび開催スケジュールは修了者に別途ご案内いたします。

【平成 26 年度 開催実績】
 継続研修：データの集計と基礎統計
データ分析（統計の基礎）について、実際にパソコンを用いて
演習を交えながら研修を行いました。

 継続研修：業務プロセス改善 （平成 24 年度、25 年度修了者のみ）
平成 26 年度より新たに追加した、
「業務プロセス改善」の講義を、
24 年度、25 年度修了者を対象に行いました。

 クオリティ マネジャーの集い
テーマ「医療の質改善活動とプロジェクトマネジメント」
基調講演：猶本

良夫 氏 （川崎医科大学総合外科学 教授）

修了者 3 名より改善活動の取り組み発表
その後、フロア全体で改善活動を進めるうえでの課題や改善策について
意見交換を行いました。

※その他、当機構で行う各種セミナーなど、病院の質改善活動と参考になる情報を適宜ご案内いたします。

≪セミナー詳細・申し込み方法≫
当機構ホームページ（http：//www.jcqhc.or.jp/）
ご確認・お申し込みください。

『イベント情報』より
↓↓詳細はこちらから↓↓

『イベント情報』
http://jcqhc.or.jp/event/

【4 月 2 日 10：00 より申し込み受付を開始いたします】
公益財団法人日本医療機能評価機構 評価事業推進部 教育研修室
クオリティ マネジャー養成セミナー 担当 中田
〒101-0061 東京都千代田区三崎町 1-4-17 東洋ビル
TEL：03-5217-2326
FAX：03-5217-2331
E-mail：kenshu@jcqhc.or.jp
HP：http://www.jcqhc.or.jp/

