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～「職員・患者中心」経営の認証システム～

「健康を強力に」支援する病院が、Ａクラスを認証
～９/７（木）の認証式にて、活動内容を報告～
公益財団法人 日本生産性本部

医療機関の『経営の質』を第三者評価するＪＨＱＣ・クオリティクラス評価委員会（５頁参照）は、7 月
24 日、以下の４病院を認証した。
今年度の「クオリティクラス認証病院」は、地域住民が健康な生活を送れるように、健康増進施設
や健診センターの充実に早くから経営として力を入れ、時代を先取りしてきた病院が、共に「Ａクラス
認証」となった。
これらの病院は、早くから経営理念に、地域住民の健康に関する将来像を描き、職員とこれらの
経営理念を共有した上で、経営革新や日々の改善を積み重ねることで、今回の「Ａクラス認証」とな
った。認証式（９月７日開催）では、こうした経営改革の取り組みについても、紹介する予定である。
■

Ａクラス認証病院

■

※組織名 五十音順

(1) 医療法人社団 いちえ会

洲本伊月病院（兵庫県洲本市）

～健診、救急から看取りまでの総合医療サービスを提供し、高い患者満足を獲得～

(2) 医療法人社団 慶友会

吉田病院（北海道旭川市）

～地域のハブ病院を目指し、健康・医療・介護のシームレスなサービス提供を推進～

(3) 社会医療法人 黎明会

北出病院（和歌山県御坊市）

～健診予防やスポーツ整形などによって、地域住民の健康を強力にサポート～

■

プロフィール認証病院

■

(1) 国家公務員共済組合連合会

横須賀共済病院（神奈川県横須賀市）

＜問い合わせ先＞ 〒150-8307 東京都渋谷区渋谷３－１－１
公益財団法人 日本生産性本部 経営品質協議会 ＪＨＱＣ担当：福村・橋本・塩見
Tel：03-3409-2641／Fax：03-3409-1167／E-Mail：jqa-info@jpc-net.jp
URL：http://www.jhqc.jp/
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添付資料１

クオリティクラス認証 認証病院 概要
■Ａクラス認証（３病院）
１．医療法人社団いちえ会
病院長：岡田 雅博（理事長

洲本伊月病院
伊月 豊度）

所在地：兵庫県洲本市桑間 428
病床数：178 床（一般：66、療養：70、回復期リハビリテーション：30、
地域包括ケア：12）
職員数：272 名
標榜科：18 科（内科、外科、整形外科、脳神経外科、泌尿器科、リハビリテーション科、
消化器内科、消化器外科、肛門外科、リウマチ科、麻酔科、放射線科、
緩和ケア外科、皮膚科、婦人科、循環器内科、呼吸器内科、糖尿病内科）
主な特徴：病院機能評価認定(Ver.6)、脳ドック(日本脳ドック学会認定施設)、人工透析施
設 等
ポイント：理念・基本方針に基づく経営推進と職員の意識改善
地域の医療ニーズに応え続ける医療サービスと独自の存在価値の確立
人材育成とワークライフバランスの実現に向けた職場環境の整備
効果的に組織力を向上させ続けるための指標と目標の整備

２．医療法人社団慶友会

吉田病院

病院長：横田 欽一（理事長 吉田 良子）
所在地：北海道旭川市４条西４丁目１－２
病床数：263 床（一般：108、緩和ケア：11、障害者施設等一般：94、地域包括ケア：50）
職員数：411 名
標榜科：14 科（内科、消化器内科、呼吸器内科、循環器内科、腎臓内科、内分泌内科、緩
和ケア内科、外科、整形外科、泌尿器科、眼科、放射線科、リハビリテー
ション科、歯科・歯科口腔外科）
主な特徴：病院機能評価認定(Ver.6)、ISO 15189 認定、人間ドック健診施設機能評価認定
(Ver.3.0)、労働衛生サービス機能評価認定、JCR 格付(｢BBB-｣／安定的)
ポイント：中期経営計画 vision2020 の策定と素早い実行
健康・医療・介護のシームレスな推進
感染を中心とした医療安全への取組み
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３．社会医療法人黎明会
病院長：尾﨑

充（理事長

北出病院
北出 貴嗣）

所在地：和歌山県御坊市湯川町財部７２８－４
病床数：182 床（一般：80、地域包括ケア：10、回復期リハビリテーション：41、
療養：51）
職員数：598 名
標榜科：25 科（内科、外科、消化器内科、消化器外科、整形外科、脳神経外科、糖尿病内
科、腎臓内科（人工透析）、乳腺外科、肛門外科、麻酔科、形成外科、放
射線科、リハビリテーション科、リウマチ科、小児科、小児アレルギー
科、循環器科内科、泌尿器科、呼吸器内科、血管外科、歯科、口腔外科、
小児歯科、矯正歯科）
主な特徴：御坊・日高地域リハビリテーション広域支援センター、災害支援病院、救急指
定医療機関、厚生労働大臣認定健康増進施設、厚生労働大臣指定運動療法施設、
次世代育成支援推進企業認定、ISO9001 登録認証、病院機能評価認定(3rdG)、
等
ポイント： 「整形外科領域とスポーツ整形」「小児科休日救急一次診療」等の特色ある医
療体制の維持・強化の仕組みが構築されている
「急性期病棟」「地域包括病床」「回復期リハビリ病棟」「医療療養型病棟」の
４機能を活かし、地域特性に応じた連携体制の構築に取り組んでいる
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■

プロフィール認証（１病院）

１．国家公務員共済組合連合会

■
横須賀共済病院

病院長：長堀 薫
所在地：神奈川県横須賀市米が浜通 1-16
病床数：747 床(一般：735、精神：12)
職員数：1,490 名
標榜科：30 科（循環器内科、消化器内科、呼吸器内科、神経内科、腎臓内科、内分泌糖尿
病内科、血液内科、小児科、精神科、外科、乳腺外科、消化器外科、脳神
経外科、心臓血管外科、呼吸器外科、整形外科、眼科、耳鼻咽喉科、泌尿
器科、形成外科、皮膚科、産婦人科、歯科口腔外科、救急科、放射線科、
リハビリ科、麻酔科、病理診断科、緩和ケア内科、外来化学療法室）
主な特徴：救命救急センター、がん診療連携拠点病院、周産期母子医療センター基幹病院、
地域医療支援病院、神奈川県災害医療拠点病院、神奈川 DMAT 指定病院、卒後臨
床研修指定病院、DPCⅡ群病院、病院機能評価認定(Ver.6)、等

以
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添付資料２

クオリティクラス認証について
１．認証審査について
クオリティクラス認証では、医療機関が体系的かつ継続的な経営の質向上に取り組み始
めたことが認められた病院を「プロフィール認証」として認証する（書類審査）。
さらに現地審査を含む審査の結果、患者満足や職員満足の実現、さらに業績の向上の達
成レベルに応じて、「Ａクラス認証」、もしくはその上位レベルに位置する「Ｓクラス認証」
組織として認証する。

２．クオリティクラス評価委員会とは
サービス産業をはじめ、あらゆる業界における生産性向上等に取り組む（公財）日本生
産性本部が、医療機関の継続的な経営の質向上を促進する会員組織として、日本版医療
MB 賞クオリティクラブ（JHQC）を 2009 年に設立。同組織内に、組織経営と医療分野
における有識者で構成される第三者評価機関「クオリティクラス評価委員会」を設置し、
病院経営の質の第三者評価・認証を行っている。

３．クオリティクラス評価委員会 委員一覧
委員長 嶋口 充輝 氏 慶應義塾大学 名誉教授
委 員 岩﨑
榮
氏 NPO 法人卒後臨床研修評価機構 専務理事
委 員 亀田 俊忠 氏 医療法人鉄蕉会 亀田総合病院 名誉理事長
委 員 北川 正恭 氏 早稲田大学 名誉教授／元 三重県知事
委 員 猿田 享男 氏 慶應義塾大学 名誉教授
委 員 高久 史麿 氏 東京大学 名誉教授／公益社団法人 地域医療振興協会 会長
委 員 高梨 智弘 氏 株式会社日本総合研究所 フェロー
委 員 増田 宏一 氏 日本公認会計士協会 相談役
委 員 森田 富治郎氏 第一生命保険相互会社 特別顧問／経営品質協議会 代表

４．これまでの「クオリティクラス認証」組織

（１）第１回（2009 年）８組織
・社会医療法人財団 慈泉会

相澤病院（長野県）

・医療法人永仁会 永仁会病院（宮城県）
・社会医療法人 敬和会

大分岡病院（大分県）

・医療法人財団 献心会

川越胃腸病院（埼玉県）

・社会医療法人 きつこう会 多根総合病院（大阪府）
・医療法人財団 松圓会 東葛クリニック病院（千葉県）
・医療法人 清和会 長田病院（福岡県）
・社会福祉法人 恩賜財団 済生会支部 福井県済生会病院（福井県）
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（２）第２回（2010 年）４組織
・医療法人 愛誠会 昭南病院（鹿児島県）
・医療法人 社団恵心会 京都武田病院（京都府）
・医療法人 社団元気会 横浜病院（神奈川県）
・医療法人 正和会 介護老人保健施設 湖東老健（秋田県）

（３）第３回（2011 年）５組織
・医療法人財団献心会 川越胃腸病院（埼玉県）
・医療法人清和会 長田病院（福岡県）
・社会福祉法人 恩賜財団 済生会支部 福井県済生会病院（福井県）
・医療法人 柏成会 青木病院（埼玉県）
・社会医療法人 黎明会
北出病院（和歌山県）

（４）第４回（2012 年）３組織
・医療法人財団 松圓会 東葛クリニック病院（千葉県）
・一般社団法人 朝倉医師会 朝倉医師会病院（福岡県）
・医療法人社団 慶友会 吉田病院（北海道）

（５）第５回（2013 年）６組織
・医療法人社団 恵心会 京都武田病院（京都府）
・医療法人 愛誠会 昭南病院（鹿児島県）
・社会医療法人 敬和会 大分岡病院（大分県）
・医療法人社団 元気会 横浜病院（神奈川県）
・医療法人 いちえ会 伊月病院（徳島県）
・医療法人 いちえ会 洲本伊月病院（兵庫県）

（６）第６回（2014 年）３組織
・社会医療法人 黎明会
・医療法人社団 慶友会
・医療法人 聖ルチア会

北出病院（和歌山県）
吉田病院（北海道）
聖ルチア病院（福岡県）

（７）第７回（2015 年）６組織
・一般社団法人 朝倉医師会 朝倉医師会病院（福岡県）
・医療法人社団 愛康会 小松ソフィア病院（石川県）
・社団法人 慈恵会 青森慈恵会病院（青森県）
・医療法人 慈圭会 八反丸リハビリテーション病院（鹿児島県）
・医療法人 誠仁会 りょうき歯科クリニック（大阪府）
・公益財団法人 湯浅報恩会 寿泉堂綜合病院（福島県）
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（８）第８回（2016 年）８組織
・医療法人愛誠会 昭南病院（鹿児島県）
・医療法人社団元気会 横浜病院（神奈川県）
・医療法人いちえ会 伊月病院（徳島県）
・医療法人聖ルチア会 聖ルチア病院（福岡県）
・社会医療法人千秋会 井野口病院（広島県）
・公益財団法人宮城厚生協会 坂総合病院（宮城県）
・公益財団法人東京都保健医療公社 豊島病院（東京都）
・国立大学法人 名古屋大学医学部付属病院（愛知県）

※認証病院

認証クラス・拠点別分類
区分

都市圏

地方

Ｓクラス認証

３

３

６

Ａクラス認証

２

１０

１２

１１

１８

２９

１６

３１

４７

プロフィール認証
計（累計）

計（累計）

※ここでいう都市圏は関東大都市圏（東京、神奈川、千葉、埼玉）
、中京大都市圏（愛知）、近畿大都市圏（大阪、京都、兵庫）を指す。
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