
結語です。80歳以上高齢者では、医療機関受診の有
無にかかわらず健診受診群の方が生存期間が有意に
長くなりました。健診受診群は「健康意識が高い」

「もともと健康な方が多い」といったバイアスがあ
る可能性があるものの、80歳以上高齢者においても
健診受診は意義がある可能性が示唆されました。
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三浦市における、地域開業医の検査受託及び市民の健康管理（第2報）

発　表　者 鈴木　正芳 神奈川県　三浦市立病院

共同研究者 小澤　幸弘、石渡　秀朗、佐藤　安志

　私たち三浦市立病院では、平成20年4月からの
特定健診制度をきっかけに、検査科が中心となって
市民4万7千人の健康管理を目指すシステムをス
タートさせました。
　今回は、実施されてからの4年間の結果や課題そ
して今後の目標などについて報告します。

　それでは、まず簡単に病院の説明をさせていただ
きます。
　神奈川県にある三浦市は、人口約4万7千人の3
方を海に囲まれた風光明媚で温暖な土地柄です。
　その三浦市のほぼ先端にある三浦市立病院は、病
床数136床、内亜急性期病床20床、診療科13科、
常勤医師数15人看護類別10：1の市内唯一の急性

期を担う地域の中核病院としての役割を果していま
す。

　そのような中、平成20年4月からの特定健診・
特定保健指導がスタートしましたが、三浦市では
様々な部門で問題を抱えていました。それは、まず
三浦市の行政では市民の健診受診率アップなどの健
康管理の施策が、市内の医院、診療所では、特定健
診検査結果の電子データ化、我が市立病院では苦し
い経営状況の中での自治体病院としての役割などで
す。
　そこで、それらの問題を解決する一環として、当
院では新たに市内の医院、診療所からの特定健診部
分の検体検査を受託することになりました。

神奈川県 三浦市立病院 

相模湾 

東
京
湾 

病床数＝１３６床（うち、亜急性期病床２０床） 診療科＝１３科 
医師数＝１５人 看護類別＝１０：１  
平均在院日数＝１４．０日 外来患者数＝４２５人／日 

三浦市立病院の概要 

はじめに 

 平成２０年４月から、メタボリックシンドローム 
特定健診・特定保健指導がスタートしました。 
 
                     三浦市・行政 

医院・診療所 三浦市立病院 

様々な健康施策 
   を検討 

特定健診の 
  電子データ化 

自治体病院 
 としての役割 

そこで 
  当院では・・・ 

市内における様々な 
健診検査を受託する 
という方向性が決定 

80歳以上高齢者では、医療機関受診の有無

にかかわらず健診受診群の方が生存期間が
有意に長かった 

 
健診受診群は「健康意識が高い」「もともと健
康な方が多い」というバイアスがある可能性
があるものの、80歳以上高齢者においても健
診受診は意義がある可能性が示唆された 

結語 
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　このシステムは、従来からの院内の健診、ドック
検査だけでなく新たに市内の医院、診療所からの特
定健診と市が主催する集団健診へ出張という二つの
方法により検体を集めて検査し、その結果を一元管
理化して市民の健康管理を実現するものです。

　目的は、当院総病院長の目指す『三浦ならでは
の地域医療を確立させる』という方針の基に、三
浦市全体の健康管理を実現させる、つまり『高齢
化都市における生きがいを持った健康的な市民生活
を実現させる』です。

　それを実施するための方法は二つ有り、一つ目は
市内八つの医院、診療所からの検体検査の依頼に応
じて検体を1日2回集配して検査を実施し、原則次
の日に検査結果を配布するという方法と

市内の介護福祉施設や各地域の行政センターへ技師
が出張して採血業務や心電図検査、眼底写真撮影な
どを実施して、その検体を搬送して検査をし、その
検査結果については後日三浦市役所健康づくり課の
保健師により結果説明や保健指導を行うという方法
です。

　その結果、当院に検査を依頼した医院、診療所で
は、特定健診部分の検査結果が JLAC10に対応し
た形式で電子化され、検査データの安定化が確保さ
れました。
　検査科では、当初は特定健診部分の検査のみを実
施するはずでしたが途中から通常のルーチン検査や
至急検査も実施するようになるなど、まさに三浦市
立病院だけでなく、三浦市の検査ラボ化へと進みつ
つあるのです。

その方向性とは！ 

 従来の院内の健診、ドック検査だけでなく・・・ 
          ＋ 
①市内の医院、診療所からの特定健診検査 
②市が主催する集団健診への出張健診 
  などから検体検査を受託実施し、その検査 
  データを一元管理化することにより市民の 
  健康管理を実施するというものです。 

目的 

 当院総病院長の目指す 
『 三浦ならではの地域医療を確立させる 』 
 という方針の基に、市内の検査データを集積して 
三浦市全体における健康管理を実現させる！    
      つまり・・・ 
 高齢化都市における生きがいを持った 
  健康的な市民生活を実現させる 

方法１ 検体検査受託の流れ 
（平成２０年８月～） 

   

臨床検査技師や検査助手により、検体の集配（１日２回） 

依頼検査を当院検査科で実施 

次の日に、検査結果を配布。異常値は、ＴＥＬ・ＦＡＸ報告 

市内の医院、診療所（８つの契約医療機関） 

原則 月～金曜日            検体検査の依頼 

１４：３０～１６：００ 

検査結果ができたら 

１２：００～１２：３０ 

方法２ 検体検査受託の流れ 
（平成２１年５月～） 

   

採血業務・心電図検査・眼底写真検査などを実施 

依頼検査を当院検査科で実施 

三浦市 健康づくり課 保健師による結果説明、保健指導 

市内の介護福祉施設や各地域の行政センターへ技師が出張 

８：３０～１２：００ 

数回に分けて検体を搬送 

検査結果ができたら            約１ヵ月後に             

結果１ 
・当院に依頼した市内の医院、診療所 
 ～検査結果が電子化された（ＪＬＡＣ１０対応） 
 ～基準値の統一化や検査機器、試薬の同一化による 
   検査データの安定性が確保された 
・三浦市立病院 検査科 
 ～スタート時は、医院、診療所からの特定健診の 
   検査のみを実施するはずでしたが・・・ 
 
  
 ～特定健診＋通常のルーチン検査や至急検査も 
   実施するようになった 

←平成２０年度の途中からは 
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　そして現在の3部門の関係を説明すると、市内唯
一の急性期を担う地域の中核病院として存在する三
浦市立病院には市内の開業からの検査依頼だけでな
く、検査の項目や臨床的意義などの相談を受けたり、
今年度から始まった胃がんリスク検診の結果陽性者
の内視鏡の依頼や手術の紹介などが行われています。
　今後は、更に現在実施している糖尿病教育入院の
枠を、当院で管理している市内の医院、診療所の患
者データを基に、HbA1c や GFR のデータが悪い
患者を中心に、受け入れていく体制が考えられてい
ます。

　更に現在の3部門の関係を大きな目で見ると、ま
さに3部門がスクラムを組んで市民の健康管理を
行っていて、その中心となって頑張っているのが、
検査科なのです！

　それでは次に、受託検査の人数の推移について説
明します。
　平成20年の開始時から、昨年度まで順調に増え
ていて、内訳を見ますと市内の医院、診療所からの
検査依頼は特定健診よりもルーチン検査や至急検査
が多くなっています。
　また、三浦市の特定健診対象者に該当する人数は、
約12000人。昨年度は、その内の3699人、約31%
の方々の健診データが当院で管理されています。

　そして、今後の課題としては大きく二つが存在し
ます。
　それは、受託する医療機関の数を増加させるとい
うことと、当院と各施設との間で電子化された検査
のやり取りができる体制を作ることです。
　これらが、成し遂げられた暁には『患者様中心
の保健医療・福祉環境の基となる住民カルテが構築
される』のではないのでしょうか ?

結果１の補足（現在の状況①） 
 三浦市内 医院、診療所（８つの契約医療機関） 

     三浦市立病院  
検査科、医事担当     内科、外科 

三浦市 健康づくり課 

・検査依頼 
・検査結果報告 
・検査相談 
・検査説明 

・胃がんリスク検診（ＡＢＣ検診） 
  内視鏡及び手術などの依頼 
・糖尿病患者の教育入院受け入れ 
  （準備中） 

・統一された正確な 
  健診データの提供 

・健康施策 
  の依頼 

結果１の補足（現在の状況②） 

三浦市 健康づくり課 医院・診療所 

三浦市立病院 

健康施策の提供 検査依頼 

医師会 

３部門が 
スクラムを組んで
市民の健康管理 
を行っている！ 

行政 

結果報告 
その中心が 
検査科です！ 

三浦市の検査ラボ 
まさに 

結果２ 受託検査の推移 
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0 500 1000 1500 2000

Ｈ２０年度

Ｈ２１年度

Ｈ２２年度

Ｈ２３年度

集団健診 健診以外 特定健診

＊下記数値は、検査人数 

＊注意１＝平成２０年度の期間は、８月～３月の８ヶ月間     
＊注意２＝集団健診は、平成２１年度から開始 

今後の課題 
１）受託する医療機関の数を増加させる 
   市内には２２の医療機関が存在 
            ↓ 
   現在、当院の契約医療機関数は、８施設 
２）当院と各施設との電子化された検査依頼や 
   検査結果のやり取りを行う 
 
 患者様中心の保健医療・福祉環境の基となる 
 

        住民カルテが構築される     
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　最後に、検査科が大きく携わるこの医療施策が実
施されてから4年。今後も数々の課題を克服して、
市民が安心して暮らせる医療環境を、臨床検査技師
の立場を超えて、整えていくことに貢献していきた
いと思います。

まとめ 

 検査科が大きく携わるこの医療施策が実施 
されてから４年。 
 今後も数々の課題を克服して、市民が安心して 
暮らせる医療環境を整えていきたい。 

当院で管理する 
検査データを 
基にして 

・三浦市立病院 
・三浦市医師会 
・行政（三浦市） 

市民が安心して 
暮せる 

医療環境 
３部門が協力して       提供する 

当診療所は当地区唯一の小学校である綾上小学校の
学校医として昨年までの本学会で毎年報告しており
ますように、小児生活習慣病予防検診を始め、こど
もたちの健康作りに役立てるための様々な活動を
行っています。小児生活習慣病予防検診は7年を経
過し、指導にも力を入れています。にもかかわらず

毎年の小児生活習慣病予防検診では肥満児童の割合
が多いし

要医療と判定される児童の人数も非常に多いのです。

はじめに 
当診療所は綾上小学校の学校医として小児生活習慣病
予防検診を始め様々な活動を行っている 

 月１回の朝礼時の保健指導や学校保健員会で、生活
習慣病の話や運動の重要性について繰り返し講話 

 小児生活習慣病予防検診前に授業参観で生活習慣病
予防についての授業 

 生活習慣病予防検診結果を個別に返却し、事後指導
の際食事や運動の指導 

 事後指導を受けた児童の多くは医療機関を受診 
 指導を受け、スポーツ少年団や運動部に入った児童
の多くは肥満度、血液検査結果などが改善 

 
にもかかわらず 

毎年、肥満度の高い児童は多いし 
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じゃんぐるくらぶ（小児生活習慣病予防運動教室）を開催して

発　表　者 十枝　めぐみ 香川県　綾川町国民健康保険綾上診療所

共同研究者 五嶋　典子、北川　千榮美、三村　由美子、姫田　和美、桑島　妙子、中村　律子、
佐々木　牧、真鍋　和子、広瀬　豊
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