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テーマ名                                 東京都がん検診センター 

検査科通信の作成 
サークル名  ミカちゃんに叱られる！ボーっと見てんじゃねーよ！ 
メンバー名  検査科   

                          ◎○永野 友佳里  押本 綾子 
                            黒川 実愛   黒木 裕 
                            窪田 知美   酒井 忍 
                            庄野 幸恵   山浦 英一 
                            伊藤 美佳   山村 彰彦 
１ テーマ選定理由 
 検査科の待合スペースにある検査説明の掲示物とラミネートされたパンフレットの内容は同じである。さらに、

待合スペースの掲示コーナーは限られているため多くの情報を掲示することができない。また、掲示物を見て検

査情報に興味を持っても、持ち帰り用のパンフレットがない状況であった。そのため、受診者が待ち時間を有効

に利用し検査についてより理解を深めて、かつ帰宅後に自分の実施した検査について家族と情報を共有できるよ

うに、当センターで実施している検査の説明とさまざまな検査情報を組み込んだ「検査科通信」を作成し、患者

サービスの向上につなげていきたいと考え本テーマを選定した。 
2 現状と問題点 

現在、待合スペースにある掲示物とパンフレットは以下の 4 点である。 
① ピロリ検査について 
② 乳腺超音波検査について 
③ 腹部超音波について 
④ 採血を受けられる方へ 
検査科待合だけでは受診者に十分な検査情報を提供するスペースが足りない。そのため受診者に検査前に知っ

ておいて欲しい検査情報が十分に提供できておらず、検査実施時の不安につながっていると考えられた。 
３ 改善策 

以前の業務改善運動で、受診者に検査前に見てもらいたい情報は壁へ掲示し、掲示に載らない詳細な情報は冊

子へまとめた。今回の改善前のアンケートにおいて、待ち時間に掲示物を見た方は 65％（132/204 人）、パンフ

レットを持ち帰りたいと 76％（155/204 人）が回答していて、掲示物のほかに手元で読め、持ち帰り可能なパン

フレット「検査科通信」の必要性を確認した。それをもとに要望内容である検査情報と、臨床検査に関する最新

のトピックスや検査科職員独自の視点から選んだトピックスのミニコラムを含めた検査科通信を4種類作成した。

ミニコラム部分は約 3 か月を目途に更新予定を行った。検査科通信の作成後、検査科入口の壁に貼り自由に持ち

帰れるようにしたが、改善後アンケートの意見に検査科通信の置いてある場所がわからないとの記載があり、ア

ンケートと共に検査科通信を渡すようにした。さらに、各号をわかりやすく設置してほしいという意見もあり、

検査科通信用のスタンドを購入し、検査科通信の場所と各号の違いが明確にわかるように設置した。 
４ 結果 

改善後のアンケートで、検査前に掲示物や検査科通信を見て検査内容を理解したうえで検査を実施したと答え

た受診者は 95％（256/268 人）であった。検査科通信を持ち帰ると答えた方が半数以上を占めた。待ち時間に十

分読むことができた方や所内で読めれば良いとの回答もあり、カラー印刷でラミネートした検査科通信を各通信

の前面に置いた。今後は、検査科通信の近くにミニコラム用のご意見箱を設置し、受診者の意見に耳を傾けなが

ら、より良い検査情報を提供していきたい。また、このミニコラムを含む通信作成が他部署にも広がり、所のホ

ームページに掲載できる日がくるよう調整したいと考える。 
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テーマ名                                  東京都がん検診センター 

 検査科通信の作成 
サークル名  ミカちゃんに叱られる！ボーっと見てんじゃねーよ！ 
メンバー名  検査科   

                ◎○永野 友佳里 押本 綾子 
                            黒川 実愛   黒木 裕 
                            窪田 知美   酒井 忍 
                            庄野 幸恵   山浦 英一 
                            伊藤 美佳   山村 彰彦 
１ テーマ選定理由 

健康志向の高まりも相成って、テレビや SNS で取り上げられたものが話題となる情報化社会の中で、少なか

らず科学的根拠があるとは言いきれない情報もある。そこで、当センター検査科が受診者に的確な情報をどのよ

うに提供できるか検討してみた。 
検査科から提供している情報には掲示物とラミネートされたパンフレットがあるが、これらは検査情報に興味

があっても持ち帰ることができない。受診者に待ち時間を有効に利用し検査について理解を深めてもらい、かつ

帰宅後に自分の実施した検査について家族と情報を共有できるようにしたいと考えた。そのためには、当センタ

ーで実施している検査の説明とさまざまな検査情報を組み込んだ持ち帰り可能な「検査科通信」を作成し、患者

サービスの向上につなげていきたいと考え本テーマを選定した。 
 
２ 現状と問題点 

 現在、検査科の検査待合スペースにある掲示物とパンフレットは以下の①ピロリ検査について②乳腺超音波

検査について③腹部超音波について④採血を受けられる方への 4 点である。この掲示物とパンフレットは同じ内

容であり、さらに待合スペースの広さでは多くの情報を掲示できない状況である。さらに、掲示物は座っている

角度によっては見えないため立って見たり、パンフレットは各 2 部ずつしかないので持ち帰ることができない。

そのため、腹部超音波検査を受診するために来所された受診者が食事をしてしまっているといったような、検査

時の注意点について十分に理解を得られていないケースもあった。 
検査科待合の掲示スペースだけでは受診者に十分な検査情報を提供するスペースが足りない。そのため受診者

が検査前に知りたい検査情報や知っておいてほしい情報提供ができておらず、検査の不安や不信感へとつながっ

ていると考えられた。 
≪改善前アンケート≫ 

「検査科通信」作成にあたり、受診者を対象に以下の実施期間、項目でアンケートを実施した。 
＊実施期間：6 月 25 日～7 月 25 日まで 
＊項目：「不安感の有無」「不安に感じている項目」「受ける検査の内容を知っているか」「パンフレットを手元で

読みたいか」「パンフレットがあれば読むか」「パンフレットを持ち帰りたいか」「検査について家族や友

人に説明が難しかったことがあるか」「どのようなパンフレットが読みたいか」 
≪アンケートの結果≫ 
＊配布枚数 204 枚 回収率 100％ 
＊34％（77/204 人）が検査に対して不安を感じているという回答が得られた。その不安に感じる項目として多

かったのが「検査結果（72 件）」と「病気のこと（22 件）」「検査内容（19 件）」であった。 
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＊51％（105/204 人）が受ける検査の内容についてよく知っていると回答が得られた。 
＊待ち時間に掲示物を 65％（132/204 人）がみており、51％（104/204 人）が手元で読みたい、76％（155/204
人）が自宅に持ち帰りたいと回答した。 
＊84％（172/204 人）家族や友人に受けた検査について話をしたことがあり、そのうちの 90％（155/172 人）が

説明は困難ではないと回答している。困難であるとの回答では、口頭での説明が難しかったためや検査の違いが

理解できていないためという意見があった。 
＊パンフレットの内容の要望は、乳腺の検査について、ピロリ菌について、超音波検査について、どのような検

査を受ければよいか、わかりやすく簡潔なもの等多数の意見をいただいた。 
≪検査情報提供に関する受診者アンケート≫ 

『不安に感じる項目について』 

 

『受ける検査の内容を知っているか』      『待ち時間に掲示物を見たか』 

 
『掲示物がパンフレットになれば良いか』  『パンフレットがあれば読むか』 

 
『持ち帰り用パンフレットを自宅に持ち帰るか』 
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『受けた検査を家族や友人に話したことがあるか』 『検査内容の説明が難しかったか』 

 
 
 
３ 改善策 

アンケートの結果から、検査の意義や検査方法について「乳腺超音波」「腹部超音波」「尿素呼気検査」「主な

血算・生化学検査項目の臨床的意義」の各種を作成し、検査説明の部分は各号で変わらないものとし、臨床検査

に関する最新のトピックスや検査科職員独自の視点から選んだトピックスのミニコラムを各号随時更新してい

くこととした。 
[ 乳腺超音波検査 VOL.1 ] 

 

 
[ 腹部超音波検査 VOL.1] 

 

はい

84％ 

いいえ 
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7％ 

いいえ 
90％ 
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[ 尿素呼気検査 VOL.1] 

  

 
[主な血算・生化学検査項目の臨床的意義 VOL.1] 

 
ミニコラム 

 

 

― 43 ―



① 文字を大きく、検査前に注意事項等が目に入るように作成する 
   →注意事項は目立つようイラストや枠で囲う                           
② 改善前アンケートで要望の多かった内容を優先して作成            

→エコーとマンモグラフィーの違いを表にする等わかりやすく簡潔にまとめた           
③ 目につきやすい場所に設置      
④ 各号を分かりやすく 

  
 

４ 結果 
検査科通信設置後、受診者を対象にアンケートを実施した。 
＊実施期間：8 月 22 日～9 月 25 日まで 
＊配布枚数 367 枚 回収率 100％ 
＊アンケートは「検査科通信を持ち帰るか」と「検査科通信にミニコラムがあると良いと思うか」「どのような

ミニコラムを読みたいか」「検査前に掲示物・検査科通信を読み、検査内容を理解した上で検査できたか」「掲示

物・検査科通信を通じて理解を深められたか」という内容で作成した。 
≪アンケートの結果≫ 
＊66％（241/367 人）が検査科通信を持ち帰ると答えた。持ち帰る方の理由は、「あとで読みたい」、「参考に

したい」などであった。持ち帰らない理由で多かったのは「待ち時間に十分に読めた」であった。 
＊ミニコラムがあると良いと 62％（226/367 人）が回答している。 
＊待ち時間に掲示物、検査科通信を読み検査内容が理解できた上で検査できた受診者は 70％（256/367 人）で

あった。掲示物、検査科通信の難易度は 65％（237/367 人）が適切と答えた。 
＊24％（89/367 人）が「新しいことを知れた」、41％（152/367 人）が「知っていたが再確認できた」との回

答であった。 
＊ミニコラムの内容の要望は、病気にならないようにするための食事や注意することについて、検査で使われ

る用語の説明、話題の疾病について等多数の意見をいただいた。 
＊検査科通信のミニコラムが参考になった、このような情報があるのは安心につながる、持ち帰って家族にみ

せたい等の意見がみられた。 
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【検査案内に関するアンケート結果】 
『検査科通信を持ち帰るか』  『ミニコラムがあると良いか』 

 
『内容を理解した上で検査できたか』  『内容は難しかったか』 

 
『検査の内容について』 

 
５ 考察 
改善前アンケートに回答頂いた方 73％（148/204 人）が 2 回目以上の受診歴があったため、検査の内容につい

て知っていると答えた受診者が多かったと考えられた。 
検査通信作成により以下の効果が得られたと考えた。 
【的確な情報提供】 
 検査の準備ができた、コラムの内容にあったエコーとマンモの違いが理解できた、40 代 50 代でエコーとマン

モの両方を受ける必要がわかったという意見がでたことから、的確な検査情報の提供ができると考えた。 
【不安軽減】 

検査前に読めて気持ちが落ち着いた、詳しいことをわからないで検診を受診していたのでこのような情報があ

るのは安心につながるという意見を得たため、不安感の軽減ができたと考えられた。 
【その他】 

血算・生化学検査項目の臨床的意義を見た受診者の方より、家にある検査結果と合わせて見たいという意見も
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あった。受付の方が血液検査の項目について教えてほしいと質問を受け、検査科通信をお渡ししたところ大変感

激してくださった例もあった。採血は痛みを伴う検査の一つであるが、検査の意義を記載することで採血の大切

さを伝えられると考えられた。また、来年検診を受診する前に読み返すといった意見や自分が家族に説明するた

めに検査科通信を使いたいといった検査科通信を有効的に使うといった意見も出たため、患者サービスの向上に

繋がったと考えられた。 
 
６ 今後へ向けて 

改善後アンケートで、検査前に掲示物や検査科通信を見て、検査内容を理解し検査できたと答えた受診者は

95％（256/268 人）であった。また、検査科通信を持ち帰ると答えた方が半数以上を占めた。待ち時間に十分読

むことができたと回答した方や所内で読めれば良いと回答された方のために、カラーでラミネートした検査科通

信を各通信の前面に置き対応した。今後は、検査科通信の近くにご意見箱を設置し、受診者の意見に耳を傾けな

がら、より役立つ情報の詰まった検査科通信を提供していきたい。 
他院ではホームページで一番アクセス数が多いのがコラムのため、コラムを充実させていく動きもある。今後、

各号の検査科通信を充実させ、所のホームページに掲載できるよう調整していきたい。また、この動きが所内全

体に広がり、患者の安心につなげていければよいと考えている。 
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検査情報提供に関する受診者アンケート 
待合所をより快適に過ごして頂くために、アンケートを実施しています。 

ご協力お願いいたします。 
 
当てはまるものに○を記入してください 
年齢：20 歳代・30 歳代・40 歳代・50 歳代・60 歳代・70 歳代・80 歳代・90 歳代以上 
性別：男・女 
1. 本日は何の検査をうけられますか（受けられましたか） 

[                                                               ] 
2. 本日受ける検査は何回目ですか 

初めて ・2 回目 ・3 回目 ・4 回目以上 
 
3. 今日の検査に対して不安に思うことはありますか 

・ある  ・ややある  ・あまりない  ・ない 
 不安がある方 

不安に感じる項目に○をつけてください（複数可） 
・検査の内容 ・検査の結果 ・病気のこと ・お金のこと ・その他（        ） 

 
4. 本日受ける検査の内容について知っていますか                          

・よく知っている ・少し知っている ・知らない 
 
5. 待ち時間に掲示物はご覧になりましたか                       はい・いいえ 
 
6. 掲示物が手元で読めるパンフレットになれば良いと思いますか      はい・いいえ 
 
7. 検査や病気のパンフレットがあればお読みになりますか         はい・いいえ 
 
8. 持ち帰り用のパンフレットがあれば自宅に持ち帰りますか        はい・いいえ 
 
9. ご家族や知人に受けた検査についてお話されたことはありますか     はい・いいえ 

 はいの方 
ご家族に検査内容の説明が難しかったことはありますか      はい・いいえ 

 はいの方 
難しいと感じた理由を記入してください 
[                          ] 

10. どのようなパンフレットを読みたいと思いますか 
[                          ] 

※記入後は回収ボックスに入れてください

ご協力ありがとうございました

東京都がん検診センター 検査科
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検査科通信に関する受診者アンケート 
検査情報提供する検査科通信を新たに設置しました。この検査科通信の中には、臨床検査に関する最新のトピッ

クスや職員独自の視点から選んだトピックスをミニコラムにしました。 
今後より良い情報が提供できるようアンケートを実施しています。ご協力お願いいたします 
なお、検査科通信はご自由にお持ち帰りください 
 
あてはまるものに○を記入してください 
年齢：20 歳代・30 歳代・40 歳代・50 歳代・60 歳代・70 歳代・80 歳代・90 歳代以上 
性別：男・女 
1. 本日は何の検査を受けられますか（受けられましたか） 

[                                                               ] 

2. 検査科通信を持ち帰られますか？                                はい・いいえ 

 よろしければ理由をお聞かせください 

[                                                               ] 

3. 検査科通信にミニコラムがあると良いと思われますか？            はい・いいえ 

4. ４種類の検査科通信が今後、ミニコラム部分を変えて更新していきます 

 どのようなミニコラムをお読みになりたいですか？              

 [                          ] 
5. 検査前に掲示物や検査科通信をお読みになられた方へお尋ねします      

 内容を理解した上で検査できましたか？              はい・いいえ 

 内容は難しく感じられましたか？                 難しい・適切 

 本日受ける検査の内容について （3 つの中から 1 つ選んでください）               

① 新しいことを知れた     ②知っていたが、再確認できた 

③すでに知っていたので違う内容が良かった 
 得たこと・ご意見がありましたら教えてください              

[                          ]     

※記入後は回収ボックスに入れてください 
ご協力ありがとうございました 

東京都がん検診センター 検査科 
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