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1. JIS X 8341-3:2016 に基づく試験結果 

① 目標とする適合レベルおよび対応度 

JIS 規格(日本工業規格)「高齢者・障害者等配慮設計指針-情報通信における機器、ソフトウェア及びサービ

ス- 第 3 部:ウェブコンテンツ」(JIS X 8341-3:2016)のレベル A に準拠およびレベル AAに準拠 

② 達成した適合レベルおよび対応度 

JIS 規格(日本工業規格)「高齢者・障害者等配慮設計指針-情報通信における機器、ソフトウェア及びサービ

ス- 第 3 部:ウェブコンテンツ」(JIS X 8341-3:2016)のレベル A に準拠およびレベル AAに準拠 

 

③ ウェブページ一式の範囲 

https://www.tmhp.jp/ドメイン配下においてコンテンツマネジメントシステム（CMS）機能を用いたウェブ

ページ 

 

下記項目については、対象外とする。 

・PDF などの添付ファイル 

・インライン表示する外部サービス動画ファイル（地図情報や動画・音声コンテンツ） 

・特設サイト 

・Twitter、Facebook、YouTube、Instagramなど第三者が提供するサービスを使用しているコン

テンツ及びそれに付随するコンテンツ 

 

 

④ ウェブページの選択方法 

https://www.tmhp.jp/配下の対象ページ50 ページとする。 

 

⑤ 試験を行ったページのURL リスト 

 
 

ID タイトル ページ 

1 TOP https://www.tmhp.jp/index.html 

2 リンク集 https://www.tmhp.jp/kikou/link.html  

3 業務方法書 https://www.tmhp.jp/kikou/about/manual.html  

4 病院経営本部情報公開ポータル https://www.tmhp.jp/kikou/about/disclosures/portal.html  

5 
都立病院における「不妊治療相談」につ

いて 

https://www.tmhp.jp/kikou/about/gyoumu/infertility_treatment.ht

ml 

6 地域医療連携とは  
https://www.tmhp.jp/kikou/about/gyoumu/community/activities/

about.html 

7 
都立・公社病院における新型コロナウイ

ルス感染症 入院患者数について 

https://www.tmhp.jp/kikou/about/gyoumu/desaster/covid-

19/admission.html 

http://www.pacifico.co.jp/ドメイン配下においてコンテンツマネジメントシステム
https://www.tmhp.jp/index.html
https://www.tmhp.jp/kikou/link.html
https://www.tmhp.jp/kikou/about/manual.html
https://www.tmhp.jp/kikou/about/disclosures/portal.html
https://www.tmhp.jp/kikou/about/gyoumu/infertility_treatment.html
https://www.tmhp.jp/kikou/about/gyoumu/infertility_treatment.html
https://www.tmhp.jp/kikou/about/gyoumu/community/activities/about.html
https://www.tmhp.jp/kikou/about/gyoumu/community/activities/about.html
https://www.tmhp.jp/kikou/about/gyoumu/desaster/covid-19/admission.html
https://www.tmhp.jp/kikou/about/gyoumu/desaster/covid-19/admission.html


8 都立病院機構が提供する主な医療 
https://www.tmhp.jp/kikou/about/gyoumu/keizoku_teikyou/main

_medical_care.html 

9 患者の権利章典 https://www.tmhp.jp/kikou/about/patient-right/patient.html 

10 
都立病院の「コロナ後遺症相談窓口」に

ついて 

https://www.tmhp.jp/kikou/about/gyoumu/desaster/covid-

19/support.html 

11 

（3 月 29 日報道発表）Tokyo ヘルスケア

サポーター養成講座~自宅で受講できる

健康づくり講座~（2021 年 03 月 17 日） 

https://www.tmhp.jp/kikou/disclosure/archive/event/2020/2814_

20210317.html 

12 ESCO（エスコ）事業 https://www.tmhp.jp/kikou/disclosure/archive/other/esco.html  

13 

東京医師アカデミー・復職支援プログラ

ム～育児等で離職した医師の活躍を支援

します～（2018 年 09 月 12 日） 

https://www.tmhp.jp/kikou/disclosure/archive/press/2018/2027_

20180912.html 

14 

都立駒込病院が「がんゲノム医療連携病

院」に指定されました（2018 年 10 月 02

日） 

https://www.tmhp.jp/kikou/disclosure/archive/press/2019/2029_

20181002.html 

15 「都立病院改革会議」報告について 
https://www.tmhp.jp/kikou/disclosure/archive/report/kaikakukan

ren/kaikakukaigihoukoku.html  

16 お問い合わせ先 https://www.tmhp.jp/kikou/bid_contract/to_business/inquiry.html 

17 
Tokyo ヘルスケアサポーター養成講座の

開催（2019 年 07 月 25 日） 

https://www.tmhp.jp/kikou/disclosure/archive/event/2019/2167_

20190725.html 

18 公金支出情報 
https://www.tmhp.jp/kikou/disclosure/archive/other/public_mon

ey.html 

19 迅速かつ柔軟な病院運営に向けて 
https://www.tmhp.jp/kikou/disclosure/archive/plan/management

.html 

20 
「都立病院新改革実行プラン 2018」の事

業体系 

https://www.tmhp.jp/kikou/disclosure/archive/plan/strategy/syst

em.html 

21 

都立病院経営委員会（平成 26 年度第 2

回）の開催について（終了しました）

（2015 年 03 月 12 日） 

https://www.tmhp.jp/kikou/disclosure/archive/press/2014/140_2

0150312.html 

22 

都立・公社病院における「不妊治療相

談」の開始について（2022 年 04 月 04

日） 

https://www.tmhp.jp/kikou/disclosure/archive/press/archive_pre

ss_2022/3374_20220404.html 

23 都立病院改革会議 
https://www.tmhp.jp/kikou/disclosure/archive/report/kaikakukan

ren/byoukaku.html 

24 
都立病院における末期医療の在り方につ

いて 

https://www.tmhp.jp/kikou/disclosure/archive/report/rinri/20010

219.html 

25 

第 1 回首都災害医療センター（仮称）基

本構想検討委員会（平成 28 年 8 月 31 日

開催） 

https://www.tmhp.jp/kikou/disclosure/archive/report/saigai/2016

0831.html 

26 
がん・感染症医療センター（仮称）の整

備について 

https://www.tmhp.jp/kikou/disclosure/archive/report/saihen/ko

magome_doc/20051128.html 

27 平成 25 年度 事業概要 
https://www.tmhp.jp/kikou/disclosure/archive/summary/2013.ht

ml 

28 公益財団法人東京都保健医療公社だより 
https://www.tmhp.jp/kikou/disclosure/archive_hmt/magazine.ht

ml 

https://www.tmhp.jp/kikou/about/gyoumu/keizoku_teikyou/main_medical_care.html
https://www.tmhp.jp/kikou/about/gyoumu/keizoku_teikyou/main_medical_care.html
https://www.tmhp.jp/kikou/about/gyoumu/desaster/covid-19/support.html
https://www.tmhp.jp/kikou/about/gyoumu/desaster/covid-19/support.html
https://www.tmhp.jp/kikou/disclosure/archive/event/2020/2814_20210317.html
https://www.tmhp.jp/kikou/disclosure/archive/event/2020/2814_20210317.html
https://www.tmhp.jp/kikou/disclosure/archive/other/esco.html
https://www.tmhp.jp/kikou/disclosure/archive/press/2018/2027_20180912.html
https://www.tmhp.jp/kikou/disclosure/archive/press/2018/2027_20180912.html
https://www.tmhp.jp/kikou/disclosure/archive/press/2019/2029_20181002.html
https://www.tmhp.jp/kikou/disclosure/archive/press/2019/2029_20181002.html
https://www.tmhp.jp/kikou/disclosure/archive/report/kaikakukanren/kaikakukaigihoukoku.html
https://www.tmhp.jp/kikou/disclosure/archive/report/kaikakukanren/kaikakukaigihoukoku.html
https://www.tmhp.jp/kikou/disclosure/archive/event/2019/2167_20190725.html
https://www.tmhp.jp/kikou/disclosure/archive/event/2019/2167_20190725.html
https://www.tmhp.jp/kikou/disclosure/archive/other/public_money.html
https://www.tmhp.jp/kikou/disclosure/archive/other/public_money.html
https://www.tmhp.jp/kikou/disclosure/archive/plan/management.html
https://www.tmhp.jp/kikou/disclosure/archive/plan/management.html
https://www.tmhp.jp/kikou/disclosure/archive/plan/strategy/system.html
https://www.tmhp.jp/kikou/disclosure/archive/plan/strategy/system.html
https://www.tmhp.jp/kikou/disclosure/archive/press/2014/140_20150312.html
https://www.tmhp.jp/kikou/disclosure/archive/press/2014/140_20150312.html
https://www.tmhp.jp/kikou/disclosure/archive/press/archive_press_2022/3374_20220404.html
https://www.tmhp.jp/kikou/disclosure/archive/press/archive_press_2022/3374_20220404.html
https://www.tmhp.jp/kikou/disclosure/archive/report/kaikakukanren/byoukaku.html
https://www.tmhp.jp/kikou/disclosure/archive/report/kaikakukanren/byoukaku.html
https://www.tmhp.jp/kikou/disclosure/archive/report/rinri/20010219.html
https://www.tmhp.jp/kikou/disclosure/archive/report/rinri/20010219.html
https://www.tmhp.jp/kikou/disclosure/archive/report/saihen/komagome_doc/20051128.html
https://www.tmhp.jp/kikou/disclosure/archive/report/saihen/komagome_doc/20051128.html
https://www.tmhp.jp/kikou/disclosure/archive/summary/2013.html
https://www.tmhp.jp/kikou/disclosure/archive/summary/2013.html
https://www.tmhp.jp/kikou/disclosure/archive_hmt/magazine.html
https://www.tmhp.jp/kikou/disclosure/archive_hmt/magazine.html


29 

診療費のお支払いに電子マネー等をご利

用できるようになりました（2018 年 08

月 16 日） 

https://www.tmhp.jp/kikou/disclosure/archive_hmt/press/2018/n

otice20180816-01.html 

30 
医療の質向上のための取組（QI：Quality 

Improvement） 
https://www.tmhp.jp/kikou/disclosure/clinical/qi.html 

31 機構について https://www.tmhp.jp/kikou/about/index.html  

32 令和２年度病院会計 決算概要について 
https://www.tmhp.jp/kikou/disclosure/financial/corporate/kessa

n.html 

33 東京都立墨東病院 
https://www.tmhp.jp/kikou/index/hospital/information/bokutoh.h

tml 

34 東京都立駒込病院 
https://www.tmhp.jp/kikou/index/hospital/information/komagom

e.html 

35 リハビリテーション部門 
https://www.tmhp.jp/kikou/index/section/comedical/rehabilitatio

n.html 

36 腎臓病の食事 
https://www.tmhp.jp/kikou/index/section/comedical/eiyou/meal/

jinzoubyou.html 

37 
メタボリックシンドローム（代謝異常症

候群）とは 

https://www.tmhp.jp/kikou/index/section/comedical/eiyou/meal/

shishitsuijou/metabolic.html 

38 患者さんによりそう放射線科 
https://www.tmhp.jp/kikou/index/section/comedical/houshasen/

patient.html 

39 学会発表等を紹介します 
https://www.tmhp.jp/kikou/index/section/comedical/kensa/kens

a04.html 

40 先輩職員からのメッセージ（松沢病院） 
https://www.tmhp.jp/kikou/index/section/comedical/kensa/mess

age/matsuzawa.html 

41 病院見学・インターンシップ・臨地実習 https://www.tmhp.jp/kikou/index/section/nursing/internship.html 

42 個人情報の取扱いについて https://www.tmhp.jp/kikou/privacy/policy.html  

43 機構について https://www.tmhp.jp/kikou/recruit/doctor/conditions.html  

44 看護職員募集案内 
https://www.tmhp.jp/kikou/recruit/nurse-

midwife/information.html 

45 レベルⅠ（基礎コース） 
https://www.tmhp.jp/kikou/recruit/nurse-

midwife/kango_academy/course/level1.html  

46 再就職のための支援研修 
https://www.tmhp.jp/kikou/recruit/nurse-

midwife/kango_academy/retraining/reentry.html 

47 
語学研修（資格取得支援及びその他研

修） 

https://www.tmhp.jp/kikou/recruit/nurse-

midwife/kango_academy/support/language.html 

48 語学研修（体験談） 
https://www.tmhp.jp/kikou/recruit/nurse-

midwife/kango_academy/voice/language.html  

49 

令和５年４月採用向け「地方独立行政法

人 東京都立病院機構 看護職員募集案

内」を掲載しました 

https://www.tmhp.jp/kikou/recruit/nurse-

midwife/news/3141_20211222.html 

50 勤務条件・福利厚生（事務職員） https://www.tmhp.jp/kikou/recruit/office-work/conditions.html 

https://www.tmhp.jp/kikou/about/index.html
https://www.tmhp.jp/kikou/disclosure/financial/corporate/kessan.html
https://www.tmhp.jp/kikou/disclosure/financial/corporate/kessan.html
https://www.tmhp.jp/kikou/index/section/comedical/rehabilitation.html
https://www.tmhp.jp/kikou/index/section/comedical/rehabilitation.html
https://www.tmhp.jp/kikou/index/section/comedical/eiyou/meal/shishitsuijou/metabolic.html
https://www.tmhp.jp/kikou/index/section/comedical/eiyou/meal/shishitsuijou/metabolic.html
https://www.tmhp.jp/kikou/index/section/comedical/houshasen/patient.html
https://www.tmhp.jp/kikou/index/section/comedical/houshasen/patient.html
https://www.tmhp.jp/kikou/index/section/comedical/kensa/kensa04.html
https://www.tmhp.jp/kikou/index/section/comedical/kensa/kensa04.html
https://www.tmhp.jp/kikou/privacy/policy.html
https://www.tmhp.jp/kikou/recruit/doctor/conditions.html
https://www.tmhp.jp/kikou/recruit/nurse-midwife/kango_academy/course/level1.html
https://www.tmhp.jp/kikou/recruit/nurse-midwife/kango_academy/course/level1.html
https://www.tmhp.jp/kikou/recruit/nurse-midwife/kango_academy/voice/language.html
https://www.tmhp.jp/kikou/recruit/nurse-midwife/kango_academy/voice/language.html
https://www.tmhp.jp/kikou/recruit/nurse-midwife/news/3141_20211222.html
https://www.tmhp.jp/kikou/recruit/nurse-midwife/news/3141_20211222.html
https://www.tmhp.jp/kikou/recruit/office-work/conditions.html


 

 

 

 

 

⑥ 依存したウェブコンテンツ技術 

HTML5、CSS3.0、Javascript 

 

 

⑦ 達成基準チェックリスト 

 

細分箇条 達成基準 等級 適用 適合 

1.1.1 非テキストコンテンツの達成基準 A 適用 適合 

1.2.1 音声だけ及び映像だけ（収録済み）の達成基準 A - - 

1.2.2 キャプション（収録済み）の達成基準 A - - 

1.2.3 
音声解説又はメディアに対する代替コンテンツ

（収録済み）の達成基準 
A - - 

1.2.4 キャプション（ライブ）の達成基準 AA - - 

1.2.5 音声解説（収録済み）の達成基準 AA - - 

1.3.1 情報及び関係性の達成基準 A 適用 適合 

1.3.2 意味のある順序の達成基準 A 適用 適合 

1.3.3 感覚的な特徴の達成基準 A 適用 適合 

1.4.1 色の使用の達成基準 A 適用 適合 

1.4.2 音声の制御の達成基準 A 適用 適合 

1.4.3 コントラスト（最低限レベル）の達成基準 AA 適用 適合 

1.4.4 テキストのサイズ変更の達成基準 AA 適用 適合 

1.4.5 文字画像の達成基準 AA 適用 適合 

2.1.1 キーボードの達成基準 A 適用 適合 

2.1.2 キーボードトラップなしの達成基準 A 適用 適合 

2.2.1 タイミング調整可能の達成基準 A - - 

2.2.2 一時停止,停止及び非表示の達成基準 A - - 

2.3.1 3 回の閃光又は閾値以下の達成基準 A - - 

2.4.1 ブロックスキップの達成基準 A 適用 適合 

2.4.2 ページタイトルの達成基準 A 適用 適合 

2.4.3 フォーカス順序の達成基準 A 適用 適合 

2.4.4 リンクの目的（コンテキスト内）の達成基準 A 適用 適合 

2.4.5 複数の手段の達成基準 AA 適用 適合 

2.4.6 見出し及びラベルの達成基準 AA 適用 適合 



2.4.7 フォーカスの可視化の達成基準 AA 適用 適合 

3.1.1 ページの言語の達成基準 A 適用 適合 

3.1.2 一部分の言語の達成基準 AA 適用 適合 

3.2.1 フォーカス時の達成基準 A 適用 適合 

3.2.2 入力時の達成基準 A 適用 適合 

3.2.3 一貫したナビゲーションの達成基準 AA 適用 適合 

3.2.4 一貫した識別性の達成基準 AA 適用 適合 

3.3.1 エラーの特定の達成基準 A 適用 適合 

3.3.2 ラベル又は説明の達成基準 A 適用 適合 

3.3.3 エラー修正の提案の達成基準 AA 適用 適合 

3.3.4 エラー回避（法的,金融及びデータ）の達成基準 AA 適用 適合 

4.1.1 構文解析の達成基準 A 適用 適合 

4.1.2 
名前（name）,役割（role）及び値（value）の達

成基準 
A 適用 適合 

 

 

 

⑧ 試験実施期間 

2022 年07 月08 日～2022 年07 月10 日 

 

 

⑨ 試験に使用したチェックツールの名称及びバージョン 

miChecker Version: 2.0.1 


