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健康モーニング新年2016年
　新年、明けましておめでとうございます。皆さまには新しい気持ちで
新年をお迎えのことと心よりお慶び申し上げます。
　昨年は明るい話題として、ラグビーワールドカップ イングランド大
会での日本代表選手の活躍、ノーベル物理学賞の受賞、並びに医学・生
理学賞を受賞した大村智先生は、「２億人を病魔から守った科学者」と賞
されるなど、数々の誇るべき活躍があげられます。
　一方、国内では安全保障関連法案が可決され成立し、また、環太平洋
パートナーシップ協定が大筋合意され、日本は将来の永続的な繁栄に向
けて、大きな分岐点に立っています。昨年末の国内経済では「景気は、

このところ一部に弱さもみられるが、緩やかな回復基調が続いている」とされ、企業業績に伸びは
あるものの、設備投資はおおむね横ばいであり、景気の先行きは不透明さが払拭できない状況で
す。雇用情勢は改善傾向にありますが消費者物価は緩やかに上昇しており、先行きについては回
復に向かうことが期待されるところです。また、マイナンバー制度やストレスチェック制度施行
のほか、健康経営、データヘルス計画など、社会基盤や保健事業の分野でも大きな節目を迎えて
います。
　このような社会環境のなか、KKCは常に『お客様の視点』に立った改革・改善を行い永続的な
発展に努めております。その取組の一つとして、本年１月27日「KKCウエルネス名古屋健診クリ
ニック」をリニューアルオープン致します。“KKCができうる最高の医療精度とこころからのおもて
なし”をコンセプトに、名古屋地区ビジネスの中心である「名古屋商工会議所ビル」の最上階に移転
し、働く皆様の健康管理を、最新鋭の医療機器とITシステムでサポートし、人間ドックや各種が
ん検診、定期健康診断からストレスチェックまで、幅広くビジネス街の健康支援を行ってまいり
ます。また一次スクリーニングから再・精密検査まで、一貫したサービスをご提供できるよう、
社会保険診療の対応も計画しております。特に、人間ドック受診の皆様には、CTや内視鏡、超音
波検査など当日の検査画像をその場でご覧いただき結果説明を受けていただくため、70インチ4K 
NEXTモニターを設置しました。KKCで培ったIT技術を駆使した、高精細でマルチユースな診断
設備は、国内でも他に例がなく、KKCならではの“おもてなし”のカタチです。その他にもPCやス
マートホンで時間や場所を気にせずできる“Web問診”や、健診データ自動収集システムによる完
全ペーパーレス化など、従来の健診スタイルを大幅に変え、堅牢でセキュアな環境の“クラウド型
健診システム”を実現しました。
　私どもKKCは、年間ご利用者約100万人の実績に基づくノウハウにより、医療精度の確保は無
論のこと、健診時間の短縮や分り易い結果説明とアフターフォローなど、お客様の快適と安心を
ご提供できる仕組みを整えて参りました。
　KKCは誰もが安心して健康に働くことができ、お客様と喜びを共有できることを願ってやみま
せん。これからも皆様から一層の信頼とご支援を頂戴し、安心と安全を兼ね備えたサービス提供
で、お客様になくてはならない健診機関となることを役職員が一丸となり目指して参ります。
　本年も引き続きご指導ご支援を賜りますようお願いして新年のご挨拶とさせて頂きます。

理事長　木村　隆
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ストレスチェック制度が始まる
ＫＫＣの幅広いストレスチェックメニューで職場環境の改善、生産性の向上を！

　2015年12月から常時使用する労働者が50人以上
の事業場では「ストレスチェック制度」の実施が事業者
に義務付けられました。
　ストレスチェック制度はメンタルヘルス不調の一次
予防策を主な目的としており所定の質問に答えて自分
のストレス状態を把握する「ストレスチェック」の後、
高ストレスと判定された場合、労働者から事業者へ医
師による面接指導の申し出があれば対応しまた、必要
に応じて就業上の措置を実施しなければなりません。
　ストレスチェック制度に確り取り組むことで労働者
のメンタルヘルス不調のリスク低減が可能になるとと
もに、集団分析に基づく職場環境改善、生産性の向上
に寄与することが期待されています。
　このように、ストレスチェック制度を活用する意義
は大きなものがあります。

　KKCではストレスチェックの実施前準備から実施
後のアフターフォローまで幅広いメニューでサービス
を提供しております。

　実施前準備として、ストレスチェックの実施にあた
り体制整備に欠かすことができない「運用規定」「労働
者への周知文」の作成支援を致します。
　また、実施者認定・実施事務従事者研修の実施によ
りそれぞれの具体的な役割、制度の要点等を分かり
やすく説明致しますので職場での導入にお役立てく
ださい。
　ストレスチェックの実施にあたっては、一般健診と
同時に実施する、または、ストレスチェックを単独で
実施することも可能です。

　ストレスチェック後は、調査票を回収し速やかに結
果通知書をお届け致します。あわせてご希望により
「仕事のストレス判定図」を発行致しますので職場改善
資料としてお役立てください。
　更に、高ストレス者のアフターフォローとして医師
面接のほか職場分析などのご相談にも応じております。
　KKCならではの質の高いストレスチェックサービ
スを準備しております。詳しくは、ホームページま
たは、最寄の各事業部までお気軽にお問い合わせく
ださい。

職業性ストレス簡易調査表

あなたのストレスプロフィール

ストレスチェックデータ
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　このたび、KKCウエルネス名古屋健診クリニックは名古屋商工
会議所ビル11階へ移転し、平成28年1月27日にリニューアルオー
プンすることとなりました。
　リニューアルオープンに先立ち、施設の内装イメージや新たに
導入する健診システム・医療設備についてご紹介いたします。

≪施設内装イメージ≫
　エントランス・受付スペースにはメリハリのある2色の木目色と
茶系統の石目調サイン壁面等を使用、間接照明との組み合わせに
より、高級感と安らぎのある空間にてお客様をお迎え致します。
　お客様にリラックスして待ち時間を過ごして頂く待合スペース
は落ち着いた色合いの中に石目調壁面がアクセントとして高級感
を演出し、お客様に特別な時間を過ごして頂けるかと思います。

≪KKC健診システム≫
マルチモダリティ／胸部X線写真　前回比較
　日本初の70インチ4K NEXT モニターを活用した高精細な画像
表示を実現しました。さらに、複数の異なる医療画像データを一
元的に管理し表示できる「マルチモダリティビューシステム」の採
用により人間ドックの当日面談では診断画像を大型モニターでお
客様に視覚的かつ丁寧に医師から説明を行う事ができるようにな
りました。
　胸部X線検査は、今回の画像データから過去の画像データを引算
し、フィルムやモニターでは観察し難い小さな病変を見つけやす
くするよう最新技術で処理しています。

レセプション
エントランス

マンモグラフィ検査

マルチスライスCT

レディースコーナー

KKCウエルネス名古屋健診クリニック
1月27日移転リニューアルオープン
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Web問診/IC カードを利用した健診データシステム
　パソコンやスマホ、タブレットによりご自宅から利用可能な
Web問診を行うことで、当日の受付時間が短縮でき、スムーズ
にご案内ができます。また、ICカードを利用した健診データ自動
収集システムの導入により完全ペーパーレス化を実現。混雑緩和、
検査漏れ防止な
ど、お客様が快
適に受診いただ
けるサービスの
仕組みです。

最新の医療設備
　CT、内視鏡、マンモグラフィ等を新たに導入し、がん検診・レ
ディース検診の充実を図ります。マンモグラフィは検査を受けら
れる女性に優しい最新機種の導入により、検査の痛みを軽減、高
画質も実現しました。
　クリニックのフロア面積も大幅に拡大し、より多くのお客様に
ご受診いただけるようになりました。非日常的でエレガントな
空間と“KKCができうる最高の医療精度と心からのおもてなし”で、
質の高い健診サービスを提供いたします。
　最後になりましたが、リニューアルオープンにあたって、皆様
のご支援、ご協力に感謝申し上げますとともに、皆様のご利用を
スタッフ一同心よりお待ちしております。

健診データ自動収集システムWeb問診

リラクゼーション
ルーム

ウェイティングスペース

ウェイティングスペース

マルチモダリティ

KKCウエルネス名古屋健診クリニック
《移転日》 平成28年1月27日
《新住所》 〒460-0008
　　　　 名古屋市中区栄2-10-19
　　　　 名古屋商工会議所ビル 11F
《ＴＥＬ》 052-331-2325（名古屋事業部）
　　　　 050-3541-2267（予約センター）
《ＦＡＸ》 052-331-2327

地下鉄伏見駅

錦通伏見

科学館● 白川公園

名
古
屋
駅

至金山

錦通 至
栄

伏
見
通

江
川
線

名古屋高速
白川IC

（名古屋商工会議所ビル11F）御園座●
（改装中）

KKCウエルネス名古屋健診クリニック
1月27日移転リニューアルオープン
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　PACSとは医用画像システムのことで、レントゲン
写真などを保管するシステムです。このシステムは病
院を中心に構築されてきた歴史があり、病院などでは
電子カルテなどで連携して運用するのが主な考え方で
す。しかし健診機関では画像情報量は大学病院並みに
多い割に治療行為がありません。つまり診療記録や投
薬などを行なわないため電子カルテが必要なくPACS
を中心に健診で発生するすべての情報を保管管理でき
るように機能拡大を図りたいと考えました。

　構築したクラウド型PACSには次の５つのポイント
がありますので、ひとつずつご説明します。

　１つ目はクラウドデータ保管です。クラウドのデー
タは国内２拠点に分散保管したうえで、各拠点でも２
重化し、計４重の保管体制を確立しており、BCP面

※1

で
も有効性が評価できます。さらに送信するファイルは
暗号化した後、秘密分散法によってバラバラの破片に
した状態でクラウド上へ送信するため、万が一ファイ
ルの断片を取得されてもそれ自身は意味を持ちません。
このことにより高いセキュリティを実現しています。

　２つ目はガイドラインの遵守です。個人情報保護法
を元にした、各省庁からガイドラインが作成されてい
ます。俗称として３省４ガイドラインと呼ばれていま
す。お客さまの情報をお預かりすることを前提とした
場合に、まずはこれらの基準に担保されていることが
前提です。

 

　３つ目はマルチモダリティです。こちらは、当日検
査したものすべての一覧表示ができるもので、健診の
みならず紙情報（PDF）や過去の精密検査結果データ
も含めて診断に必要な情報を一読できることです。
　また、ドックなどは当日面談として受診者にわかり
やすい説明ができることも付加価値としてのねらい
です。

　４つ目はID連携技術です。保険診療領域と健診領
域の境界管理を構築し、双方で発生する同一受診者の
ID連携や、地域医療連携の紹介先から返却される診
療情報についても、画像同様、維持管理できる機能を
持つことです。さらに本年施行されたマイナンバーに
付帯する事項について生涯１IDというのが本来理想
ではありますが、現時点では複数のIDが乱立してい
るのが現状であり、そこでどのようなIDであっても
マルチID連携として連携すれば以後は同じIDとして
認識するような仕組みを構築することです。

　５つ目は地域医療連携機能です。これまで結果が後
日であることで、治療行為が本来必要な受診者への動
機付けが出来てこなかったことを課題と考え、KKC
では健診当日のなるべく早い段階で結果を出して、当
日のうちに受診者を必要な医療へと誘導できるように
仕組みを構築しました。重傷化する病態にある受診者
を救えることが使命でもあると考えています。

　今回ご説明したクラウド型PACSによるマルチモダ
リティと個の情報管理によって、健診機関流のデータ
ヘルス計画を進めつつ、側面としてPHR

※2

のための源泉
を蓄積しておくモデルを構築しました。生涯健康管理
の一助として予防医学を含めた地域医療連携モデルを
構築することで、我々のできる形でお客様に貢献した
いと考えています。

KKCが考えたクラウド型PACSの導入と将来像について

※1 BCP面：災害などリスクが発生したときに重要業務が中断しないこと
※2 PHR： パーソナルヘルスレコードの略称で、個人が生涯にわたり自分自

身に関する医療・健康情報を収集・保存し活用できる仕組み
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INFORMATION

INFORMATION

平成27年度 「KKCヘルス•アップセミナー」のご案内

事業部 開催日 時 間 会 場 定 員 お問合せ（KKC事業部）
東京事業部 平成28年１月13日（水）14：00～16：30 東京国際フォーラム 60 03-5500-6777
名古屋事業部 平成28年３月７日（月）15：00～17：00 名古屋商工会議所にて開催予定 調整中 052-331-2325
三重事業部 平成28年２月17日（水）13：30～16：00 ＫＫＣ健康スクエア 50 059-253-7426
滋賀事業部 平成28年２月24日（水）14：30～17：00 クサツエストピアホテル 70 077-551-0500

　「労働安全衛生法の一部を改正する法案」により、
2015年12月よりメンタルヘルス対策の充実・強化
を目的とした、ストレスチェックの実施が従業員50
人以上の全ての事業場に義務付けられる制度がス
タートいたしました。
　今回は「ストレスチェック制度導入時の重要ポ
イント」と題しまして、厚生労働省の「ストレス
チェック項目に関する専門検討会」の委員であられ
る渡辺洋一郎先生に、この制度の導入の注意点やポ

イントをお話いただきます。
　各事業場の人事部や健康管理ご担当者様におかれ
ましては、メンタルヘルスという機微な情報の正し
い取り扱い方、考え方についての知識を深めていた
だければ幸いです。
　詳細につきましては、KKCホームページやリー
フレットにてお知らせいたします。または、下記の
KKC各事業部までお問合せください。皆様のご参加
をお待ちしております。

　KKCでは日頃のご愛顧に感謝して「ウエ
ルネスフェスタ」を、今年も名古屋・三重
の２地区で開催いたします。趣向を凝らし
た内容で、皆様をお迎えいたしますので、
是非ともご来場いただきますよう、お願い
申し上げます。詳細につきましては、各事
業部営業グループまでお問合せください。

ウエルネス名古屋健診クリニック
開催日時：2016年３月10日（木）・11日（金）
　　　　 14：00～16：00
　KKCウエルネス名古屋健診クリニックは、2016年
1月27日より施設を名古屋商工会議所ビルに移転い
たします。新クリニックでは各種最新検査機器やマ
ルチモダリティービューを活用した医師面談、Web
問診、ICカードを利用した健診システム等を新しく
導入いたします。
　今回のウエルネスフェスタでは新クリニックをご
覧いただき、また最新の健診システムをご紹介して
お客様にご満足いただける企画を行います。
　また、昨年もご好評いただきましたｂPlusの無料
受診や、各種健診項目の体験等も実施予定です。

ＫＫＣ健康スクエア ウエルネス三重健診クリニック
開催日時：2016年3月12日（土）
　　　　 9：00～16：00
　KKC健康スクエア ウエルネス三重健診クリニッ
クは、一昨年の11月にリニューアルOPENし早や２
年目を迎えました。ご利用いただきました方々や地
域の方々へのご愛顧に感謝し、様々なイベントとし
て開催いたします。
　フェスタの内容は、がん検診をより知ってもらう機
会を提供したり、血液検査bPlusを人数限定で無料受
診いただきます。その他、体験コーナーを設けます。
　今回は、特に女性向けの企画を行う予定です。
　健康と繋がる生活の中での食事や運動またはアロ
マなど楽しく参加できる企画を実施しますので、是
非お申し込みくださいますようお願い致します。

「ウエルネスフェスタ」開催のお知らせ

参加無料
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「健康モーニング」は、皆様に最新の健康管理に関する情報などを提供させて頂いております。
ご不要の場合は、各事業部までご連絡をお願い致します。次号より送付を停止させて頂きます。

●あなたの街で健康づくりをしっかりサポート●
KKCができうる最高の医療精度とこころからのおもてなし

KKC ウエルネス 東京日本橋健診クリニック

アルゴ

アルゴ

03-5500-6777 03-5500-6778

KKC ウエルネス 名古屋健診クリニックNEW

地下鉄伏見駅

錦通伏見

科学館● 白川公園

名
古
屋
駅

至金山

錦通 至
栄

伏
見
通

江
川
線

名古屋高速
白川IC

（名古屋商工会議所ビル11F）御園座●
（改装中）

〒460-0008 名古屋市中区栄2-10-19 名古屋商工会議所ビル11F

● 地下鉄東山線・鶴舞線伏見駅（5番出口）より南へ徒歩5分

KKC ウエルネス 栗東健診クリニック

琵琶湖

ホテル新大阪
コンファレンスセンター

KKC ウエルネス 新大阪健診クリニック

6

06-6304-1532 06-6300-5711

KKC ウエルネス なんば健診クリニック

つ
06-6304-1532 06-6300-5711

つ

KKC ウエルネス 神戸健診クリニック

神戸市役所

マルイ
神戸国際会館
三菱東京UFJ銀行

三ノ宮

〔明治安田生命神戸ビル12F〕

神戸市中央区磯上通 8-3-5 明治安田生命神戸ビル 12F
06-6304-1532 06-6300-5711

KKC健康スクエア ウエルネス三重健診クリニック
至鈴鹿

伊勢鉄
道

津駅

江戸橋駅

高田本山駅

河
芸
駅中

勢
バ
イ
パ
ス
国
道
２３
号
線

県
道
１０
号
線

国
道
２３
号
線

伊
勢
自
動
車
道

三
重
病
院

県
立
看
護
大
学

三
重
大
学

朝陽
中学校

豊里中学校
大里小学校

津市河芸庁舎

三重県
総合文化センター
県立
美術館

芸濃
I.C

Ｊ
Ｒ
紀
勢
本
線

至
亀
山

東一身
田
駅

一身田駅

国道３０６号線
K KC健康スクエア
ウエルネス三重健診クリニック

KKC ウエルネス ひこね健診クリニック

〒514-0131 三重県津市あのつ台4丁目1-3
059-253-7426 059-253-7131

● 伊勢自動車道 芸濃ICから約6km（約10分）　● 国道23号（中勢バイパス）から約0.5km（約1分）
● JR紀勢本線、近鉄名古屋線 津駅から約7km（約10分）

この印刷物は、適切に管理された森林の木材を利用したFSC®認証用紙を使用し、大豆油インキを
包含した植物油インキを使用しています。また、有害な廃液を排出しない水なし印刷を用い、その製
造及び廃棄におけるCO2排出量は東日本大震災支援型国内クレジットを活用することで、被災地を支
援しています。この印刷物1部あたりのCO2排出量は上記の通りです。

113.5

〒520-0812　滋賀県大津市木下町10番10号
TEL.077-525-3233　FAX.077-525-3900　URL http://www.zai-kkc.or.jp/
TEL.077-525-5418　FAX.077-525-5420

本 部

健康情報事務センター

●主たる登載・登録

労働者健康保持増進サービス機関　第1-2 号
日本総合健診医学会優良総合健診施設
生活習慣病予防健診実施機関
日本人間ドック学会機能評価認定施設
全国労働衛生団体連合会｢労働衛生サービス機能評価認定｣機関

ISO9001:2008 認証取得（登録 No.JQA-QM5829）
ISO14001:2004 認証取得 （登録 No.JQA-EM2699）
ISO/IEC27001:2005 認証取得

（登録 No.JQA-IM1112）

8

　No.88（2016.　1）　


