
【目的】平成22年4月より人間ドック・健診セン
ターがオープンし、健診部門の満足度向上を目指し
サービスを強化してきた。現在3年目を迎えている
が、現在までの取り組み・顧客満足度・実績を振り
返り、今後の課題を明確にする。 

【対象・方法】平成22年6月から平成24年3月ま
でに当院二日ドックを利用した方778名のうち、ア
ンケート調査に協力して頂いた735名（94.5％）を
対象とし、平成23年度と平成22年度の結果を比較
した。アンケート全8項目において5段階評価を用
い、自由記載欄にて記述式調査も実施した。 

 

【回答者の属性】22年度、23年度において男女比に
差はなく、男性の利用率の方が高い傾向にあった。
年代でみると22年度は60代の利用率が高かったが、
23年度では50代の利用率が高くなっている。50
代・60代で全体の約9割を占めていた。 

【アンケート内容】満足・やや満足・普通・やや不
満・不満の5項目とし、最後に自由記載欄を設けた。
質問内容についてはスライドを参照。 

目的 

平成22年4月より人間ドック・健診センターが

オープンし、健診部門の満足度向上を目指し
サービスを強化してきた。現在3年目を迎えて

いるが、現在までの取り組み・顧客満足度・実
績を振り返り、今後の課題を明確にする。 

対象・方法 

平成22年6月～平成24年3月までに当院人間ドック（1泊2
日）を利用した方778名のうち、調査協力して頂いた735名
（94.5％）を対象とし、平成23年度と平成22年度の結果を
比較する。アンケート全8項目において5段階評価を用い、
自由記載欄にて記述式調査も行った。 
 

利用者数 アンケート 
回答者数 

回収率 

平成22年6月～      
平成23年3月 

354名 354名 100％ 

平成24年4月～
平成24年3月 

424名 381名 89.9％ 

計 778名 735名 94.5％ 

アンケート回答者属性 

男性 女性 合計 
平成22年度 217名（61%） 137名（39%） 354名 
平成23年度 235名（62%） 146名（38%） 381名 

合計 452名 283名 735名 

30代 40代 50代 60代 70代 80代 合計 
平成22年度 0名 14名

（4%） 
130名
（37%） 

196名
（55%） 

12名
（3%） 

2名
（1%） 

354名 

平成23年度 3名
（1%） 

14名
（4%） 

184名
（48%） 

155名
（41%） 

20名
（5%） 

5名
（1%） 

381名 

合計 3名 28名 314名 351名 32名 7名 735名 

アンケート内容 

満足・やや満足・普通・やや不満・不満の5項目とし、最後に自
由記載欄を設けた。 
 
【内容】 
・スタッフの対応  ・検査説明 

・待ち時間      ・食事内容 

・医師の説明     ・料金 

・建物全体の内装（デザイン、照明等） 

・宿泊室の設備（ベッド周り、シャワー、トイレ等） 
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当院二日ドックにおける顧客満足度調査からみる現状と課題

発　表　者 今泉　拓 秋田県　市立大森病院　人間ドック・健診センター

共同研究者 小松　富美子、小野　剛
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【取り組み】

①人間ドック・健診運営委員会の設置
月に1回関係スタッフで集まり、進捗状況の確認と
利用者より寄せられた問題点について積極的に意見
交換を行い、改善策を検討した。 

②職員のスキルアップ
接遇研修には参加し、態度・言葉遣いを確認した。
生活習慣病について利用者から事務スタッフにもア
ドバイスを求められることがあるため、自己学習に
励んでもらい、資格を習得することで、事務スタッ
フも専門的なアドバイスが出来るようになった。 

③温泉施設への送迎サービス
利用者に無料入浴券を配布し一日目検査終了後、施
設へ送迎し温泉に入浴して頂いた。「 ユニークで面
白い」「温泉でゆっくりできました」など大好評
だった。 

④オプション項目の充実
平成22年度まではオプション項目として胸部 CT
と乳がん検診しかなかったが、23年度より頭部
MRA・早期若年性アルツハイマー型認知症検査・
ヘリコバクターピロリ抗体 IgG 検査・睡眠時無呼
吸検査を追加した。秋田県では脳卒中による死亡者
も多く、脳疾患に対する利用者の関心も高いためか、
頭部 MRA の人気が高かった。 

取り組み① 

◆人間ドック・健診運営委員会の設置 
 
月に1回関係スタッフ 
で集まり進捗状況の確 
認と利用者より寄せら 
れた問題点について積 
極的に意見交換を行い、 
改善策を検討した。 

 

取り組み② 

◆職員のスキルアップ 
・接遇研修会への参加 
・健康予防管理専門士資格取得 

取り組み③ 

◆近隣の温泉施設への送迎サービス 
利用者に無料温泉入浴券を配布し一日目検査終了後、施設へ
送迎し温泉に入浴して頂く。 

 

取り組み④ 

利用者の意見を
取れ入れ、オプ
ション項目につ
いて再検討した。
写真や図などを
使用し、受付時
に説明し検査を
促すように努め
た。 

◆オプション項目の充実 
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【結果】5段階評価の「満足」と「やや満足」と回
答した方の割合を満足度指標としてグラフに表した。

「スタッフの対応」「検査説明」「食事内容」など
で90％以上の高い評価を得ることが出来た。この3
項目と「医師説明」は23年度により高い評価を得
られた。しかし「料金」「待ち時間」については低
い傾向にあり、この2項目と「建物全体の内装」に
おいて両群間に差がみられた。記述式ではスタッフ
の態度、設備の不備、検査上の問題点など具体的な
指摘も多くみられ、委員会にて議題にあげ、改善に
役立てられた。 

【実績の推移】平成22年度より健診センターを設
立し、ドック・健診部門を独立させることで個別性
を強化、質の向上を目指してきた。健診センター設
立前の平成21年度と比較すると利用者は大幅に増
員している。平成22年度と比較しても21名増加し、
一日ドックにおいても同様に56名の増加がみられ
た。これは広報活動の強化やオプション項目の充実、
サービスの質の向上による前ドックのリピーター数
の増加などが大きな要因と考えられる。

【結論】調査結果をもとに、問題点の改善・サービ
スの充実に努めたことで顧客数の増加に繋がった。
しかし「待ち時間」「料金」「建物全体の内装」に
対する不満も多くなるなど新たな問題点も出てきて
いる。今後もサービスの向上・問題点の改善に取り
組み、顧客数の増員に努めていきたい。 

【対策】「待ち時間」への対応として専任のコー
ディネータによる効率的な検査案内や待ち時間を利
用した生活習慣病・禁煙セミナーなどを考えている。

「料金面」については、当院は県内で比較しても低
価格であり、さらに料金を下げるといったことは困
難であるため、リピーターに対する割引サービスや
オプションの無料サービスなど考えている。

「設備の問題」では一番苦情が多いのは宿泊室の防
音対策であるため壁の間に遮音ボードを入れるなど
対策を考えている。しかし大がかりな工事になって
しまうため時期も未定で今後の検討課題となってい
る。
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実績の推移 

平成21年度 平成22年度 平成23年度 

二日ドック 342名 403名 424名 

一日ドック 185名 249名 305名 

合計 527名 652名 729名 

平成22年度より健診センターを設立し、ドック・健診部門を独立させることで
個別性を強化、質の向上を目指してきた。健診センター設立前の平成21年
度と比較すると利用者は大幅に増員している。平成22年度と比較しても21
名増加し、一日ドックにおいても同様に56名の増加がみられた。これは広報

活動の強化やオプション項目の充実、サービスの質の向上による前ドックの
リピーター数の増加などが大きな要因と考えられる。  

結論 

●問題点の改善・サービスの充実に努めたことで顧客数の増
加に繋がった。 

●「待ち時間」「料金」「建物全体の内装」において有意に満足
度が低下している。 

 
~対策~ 
◎検査待ち時間への対応 
・コーディネーターによる検査案内 
・待ち時間を利用したセミナーの開催 
◎料金設定 
・リピーターに対する割引きサービスなど 
◎宿泊室設備の充実 
・遮音ボードの利用 
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【まとめ】今回アンケート調査を分析し実績を振り
返ることで満足度の高い項目・低い項目を明らかに
することができた。優先度の高い問題点から重点的
に改善し、好評のサービスについてはレベルアップ
させ、利用者のニーズに沿った人間ドックを目指し
ていく。

まとめ 

今回アンケート調査を分析し実績を振り返るこ
とで満足度の高い項目・低い項目を明らかにす
ることができた。優先度の高い問題点から重点
的に改善し、好評のサービスについてはレベル
アップさせ、利用者のニーズに沿った人間ドック
を目指していく。 
 

【はじめに】当センターでは、相談室内の療養グッ
ズの展示やがんに関連する図書の貸し出し、相談室

外のロビーにはがん情報掲示板を設置し、がんに関
する情報や講演会等の案内などをおこなってきまし
た。しかし、これらの情報提供は一方向的であり、
情報の受け手と送り手の間にコミュニケーションが
ありません。そこで、当センターでは、がん患者さ
んが、手に入れた情報をより有効で適切に活用でき
ることが重要であると考え、少人数での講義と質疑
応答を行う「プチセミナー（以下セミナー）」とい
う患者教育的介入を試みることにしました。しかし、
その参加希望者は少なく、成功とは言えない結果と
なりました。そこで、セミナーにおける問題点とそ
れに関連するセンターのあり方に関する問題点、お
よびそれらをどのように改善するべきかを検討する
ことを目的とし調査をおこないましたので、ここで
報告します。

目的 
• 2008年がん相談支援センター設置 
• 取り組み：個別相談、情報提供（療養グッズの展
示、図書の貸し出し、がん情報掲示板設置等） 
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図１．相談件数の推移 

• 相互作用による情報提供の必要性、個別
相談へのきっかけづくり 

⇒「がんとともに生きるプチセミナー」の開催 
 ⇒参加者少数 

 

セミナーにおける問題点とそれに関連する
センターのあり方に関する問題点、および

それらの改善方法を検討する。 
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がん相談支援センターに対するがん患者さんのニーズ調査から
支援の方法を考える

発　表　者 柴田　紀子 滋賀県　公立甲賀病院

共同研究者 木本　美際、寺村　幸子、沖野　孝
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