
【結論】　血液検査との相関をもとに検討を行った
ことにより、RA 診断だけでなく、寛解期の経過観
察や治療方針を決める際にも有用であることを再確
認することができた。
　当院ではガイドラインを尊重しつつ、臨床の要望
に沿って観察部位を絞ることで検査の導入が容易に
可能となり、患者、医師とのコミュニケーションを
重視した検査を行うことができている。
　今後、さらなる技術と精度の向上を目指して、検
査を行っていきたい。

り、患者、医師とのコミュニケーション
を重視した検査を行うことができてい
る。 
 今後、さらなる技術と精度の向上を
目指して、検査を行っていきたい。 
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地域医療に求められる当院検査科の役割

発　表　者 中田　奈美 高知県　佐川町立高北国民健康保険病院

共同研究者 安中　由香、新田　律、谷岡　史、川上　雅史

当院は高知県中西部にあり、高知市から国道33号
線を松山方面へ50分ほど行ったところにあります。
病床数108床一日平均外来患者数は約180人です。

詳細は資料をご覧ください。

【目的】当院は平成5年度以降赤字経営が続き、公
立病院としてのあり方と経営改善が急務の課題と
なっていました。
この課題解消のため、平成16年度から病院の経営
改革をスタートさせ、検査科もその役割を見直しま
した。

地域医療に求められる
当院検査科の役割 

高知県 
佐川町立高北国民健康保険病院   
         臨床検査科 
 
○中田 奈美  安中 由香 
  新田 律   谷岡 史 
    
  川上 雅史 （臨床検査担当医） 

佐川町立高北国民健康保険病院の概要 

佐川町 

（1）場所：高知県高岡郡佐川町甲1687番地 

（2）病床数：108床 

 一般病床50床（うち亜急性期10床） 

 医療型療養病床48床、結核病床10床 

（3）診療科目 

 内科、整形外科、産婦人科、外科、小児科、 

 循環器内科、糖尿病内科、消化器内科、呼吸器内科、 

 放射線科、脳神経外科、リハビリテーション科 

（4）1日平均外来患者数：約180人 

（5）附属施設 

 黒岩診療所、尾川診療所 

 居宅介護支援事業所「こうほく」 
 介護老人保健施設「希望」 
 デイケアセンター「さくら荘」 
 デイサービスセンター「斗賀野荘」 

（6）その他の機能 

 救急告示病院、救護病院、地域包括医療・ケア認定施設、人工透析、人間ドック、
訪問看護室、継続看護・地域連携・医療福祉相談室 

【目的】 

 当院は平成5年度以降赤字経営が続き、公立
病院としてのあり方と経営改善が急務の課題
となっていた。 

 この課題解消のため、平成16年度から病院の
経営改革をスタートさせ、検査科もその役割を
見直した。 
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当時の業務内容を簡単に示します。
検査科は臨床検査技師4名で、これは現在も変わり
ません。

【方法】目標に「充実した専門性の発揮と開かれた
検査科」をあげました。
実際に、ここに示すような内容に取り組みました。

まず、医師不足が生じておりましたので超音波検査
を検査科でも実施することを考えました。
より専門性を高めるために超音波検査士認定を受け
ることを考え受験資格が得られるまでに3年間かか

りますので、他施設にて研修を受けたり、院内にて
医師の指導を受けたりしました。

超音波検査の件数です。
医師数や常勤医がいなくなるなど状況が変わってい
ますので簡単に比較できませんが、以前はこの数を
すべて医師が対応していましたしまた以前より検査
数は増えています。

次に健診数を増加させることを考えました。
そのために、健診を受ける住民のことを考えますと
行政と連携した健診を進めるべきだということにな
りました。
当時、行政と接点がありませんでしたので健康づく
り委員会（現在は健康づくり連絡会）を立ち上げ月
1回程度会議を開き連携をとるようにしました。

平成17年度までの検査科業務内容                      

 尿・血液・生化学等の一般検査 

 細胞診 

 生理検査（心電図・脳波・呼吸機能検査） 

 検査科勤務： 

   臨床検査技師 正職員4名 現在も変わらず 

【方法】 
目標 

「充実した専門性の発揮と開かれた検査科」 

方法 

1）医師不足 

2）健診数を増やしたい。 

3）地域住民との接する場を作りたい。 

4）佐川町は糖尿病患者が多い。 

検査科にて、超音波検査を実施する。 ⇒ 

行政と連携をとりながら健診業務をすすめる。 ⇒ 

糖尿病患者の指導に携わる。 

糖尿病療養指導士の認定を受ける。 

⇒ 

健康測定や健診を盛り込んだ啓発活動を実施する。 ⇒ 

方法1） 超音波検査を検査科で実施 

 Ｈ14.5～Ｈ15.3 火・木 午前 国立高知病院 研修（腹部） 

 Ｈ18.5～Ｈ18.10 火・木 午前 国立高知病院 研修（腹部） 

 Ｈ19.2 日本超音波検査認定士（腹部） 認定を受ける 

 Ｈ20.2 日本超音波検査認定士（健診） 認定を受ける 

 Ｈ22.2～Ｈ22.4 火・木 午後 高知大学病院 研修（心臓） 

 Ｈ23.6～Ｈ23.12 月2回   高知大学病院 症例見学（心臓） 

 

 現在は年間1354件（腹部 1004 心臓 239 血管 47 表在 111） 

                             ＊平成23年度＊ 

超音波検査件数 

20
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腹部

合計-

500

1,000
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2,000

年度

件数

件数

超音波検査　件数

腹部

その他

心臓

合計

超音波検査件数

-

500

1,000

1,500
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年度

件
数

合計

部門別件数 

総数 

認定士をとり 
超音波検査を検査

科にて始める 
外科の常勤が

いなくなる。 

方法2） 行政と連携した健診業務 

佐川町健康福祉課 

高北病院（健康増進局） 

健康づくり委員会設置 

月1回会議を持ち、健診事業（特定健診・保健指導等）について
話し合う。 

臨床検査科 

参加 

町民課（国保係） 
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また住民との接点を持つために、1年に1回、健診
フェアを実施しました。
血糖や骨密度の測定を始め、特定健診などをしまし
た。
当院医師の講演や、たのしいイベントも内容として
盛り込みました。

そして、糖尿病患者の多いことに目を向け糖尿病指
導士の認定を受け、血糖自己測定器の指導・相談を
始めました。
また糖尿病教室の開始に伴ってスタッフとして協力
しました。
佐川町では、平成23年度の特定健診で68.8% の方
が HbA1c の異常値を示しています。（男性64.8%、
女性71.9%）これからも、活躍の場があるのではな
いかと思われます。

【結果】

1）腹部・健診超音波認定士を取得（2名）現在はそ
の他に血管・心臓超音波検査を施行

2）院内に健康増進局が設置され健診業務に携わる
3）院外健康づくり委員会の立ち上げと活動
4）啓発活動として、健康測定を組み込んだ健康フェ

アを実施（1年に1回）
5）地域包括医療ケア認定専門職を取得（1名）
6）糖尿病療養指導士を取得（1名）
7）健康食品管理士の資格（1名）を生かして NST に

参加
8）精度保証施設認証を受ける

【結論】地域医療に求められる検査科とは、私たち
にどのような働きができるかを考えた結果
臨床検査技師として、「専門性を高め業務拡大」を
図りました。
国保病院の職員として「地域住民の健康維持・増
進と地域住民のニーズにあった医療の提供」に取
り組みました。
これからも、地域に必要とされる臨床検査科であり

方法3） 健康フェアの開催 

特定健診の出前実施 

早ね早起きあさごはんの啓発 

お年寄りによる 

マジックショーの開催 

もちつき 

スタッフ 

方法4） 糖尿病の患者指導に加わる。    
    糖尿病療養指導士の認定を受ける。 

 平成14年5月 

    日本糖尿病療養指導士の認定を受ける。 

    血糖自己測定器の指導・相談を始める。 

 

 平成20年4月   

    糖尿病教室開始 

    スタッフとして協力 

【結果】 

 1）腹部・健診超音波認定士を取得（2名） 

   現在はその他に血管・心臓超音波検査を施行 

 2）院内に健康増進局が設置され健診業務に携わる 

 3）院外健康づくり委員会の立ち上げと活動 

 4）啓発活動として、健康測定を組み込んだ健康フェアを   

      実施（1年に1回） 

 5）地域包括医療ケア認定専門職を取得（1名） 

 6）糖尿病療養指導士を取得（1名） 

 7）健康食品管理士の資格（1名）を生かしてNSTに参加 

 8）精度保証施設認証を受ける 

『専門性を高め業務拡大』を図った。 

『地域住民の健康維持・増進と地域住民のニーズに 

 あった医療の提供』に取り組んだ。 

 

これからも、地域に必要とされる臨床検査科でありたい。   

   
 

  病院の経営の面では、経営改革がスタートした平成16年度から昨年度 

  （平成23年度）までの8年間で、6度の純損益黒字を計上し、平成19年度 

  からは5年連続の黒字経営となっている。 

【結論】 
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たいと思います。
病院の経営の面では、経営改革がスタートした平成
16年度から昨年度（平成23年度）までの8年間で6

度の純損益黒字を計上し、平成19年度からは5年
連続の黒字経営となっています。

はじめに抄録訂正をお願いいたします。方法の対象
数を、295名→289名へ、年齢の23歳から65歳ま
での平均43歳は平成23年ですので、平成20年にお
いて20歳から60歳の平均40歳に訂正をおねがい
します。

【目的】

当ドック健診センターでは人間ドック健診施設機能
評価を受け、第三者評価による地域での信頼性の一
助とすることを考えています。その中で健診実績を

もとに、統計処理された結果を示し、地域へ還元を
することが求められています。今回どのような範囲
で健診受診企業担当者への保健情報の報告をおこ
なったらよいか検討をするため、まずはどのような
事が必要なのかを考えたてみたかった。
これらの事を身近な病院職員の検査結果から指標を
得るためえ、事例検討及び考察をしてみることとし
ました。

【背景の確認】

職員健診結果を利用した 
統計報告への活用 

（脂質検査の経年比較検討を通して） 

組合立諏訪中央病院 
ドック健診センター 

今井眞澄、宮原千佳、両角さゆり、 
箕輪文枝、吉澤徹 

 
 
 
 

目的 
• 人間ドック健診施設機能評価を受け、第三者
評価による、地域での信頼性の一助とする為、
健診実績をもとに、統計処理されたデータを
示し、地域への還元をする。 

• 健診受診企業への保健情報の報告の仕方 
 について検討をする。 
 
病院職員の検査結果からどのようなことが考え
られるのか、事例検討及び考察をする。 

健診背景の確認（昨年度の判定内容） 

• 当健診センターでの脂質代謝に関しての状況 
• ＴＣ／ＨＤＬ－Ｃ／ＬＤＬ－Ｃ／ＴＧ 
• 4項目を同時測定できた 
• 男性２１９８名（平均年齢５１．５歳） 
• 女性１５９１名（平均年齢５１．９歳） 

 
• 約３割に脂質代謝異常を認め生活習慣に対し
ての保健指導が必要 

昨年度健診受診者判定状況 

555, 
25% 

424, 
20% 728, 

33% 

334, 
15% 

157, 
7% 

男性 

異常なし 正常高値 経過観察 
治療・精査 治療中 

508, 
32% 

380, 
24% 

437, 
27% 

172, 
11% 

94, 6% 女性 

異常なし 正常高値 経過観察 
治療・精査 治療中 
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職員健診結果を利用した統計報告への活用
（脂質検査の経年的比較検討を通して）

発　表　者 今井　眞澄 長野県　組合立諏訪中央病院　ドック健診センター

共同研究者 宮原　千佳、両角　さゆり、箕輪　文枝、吉澤　徹
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