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平成 28年度の研修会開催について，ご案内いたします．
申込み方法等をご確認の上，事前登録し，研修会にご参加ください．

参加資格：A）人間ドック認定医等（資格希望者）・旧制度人間ドック専門医
　　　　　B）新制度人間ドック健診専門医（H24年度以降認定・更新者）

取得単位：7単位　※下記のとおり，資格によって単位管理方法等が異なりますのでご注意ください

A） 人間ドック認定医および旧制度専門医は，終了後配布する 7単位シール を『単位確認表』 

＜認定医等：ピンク色台紙，旧専門医：青色台紙＞に貼付の上，管理してください．

B） 新制度人間ドック健診専門医（H24年度以降認定者・更新者）は終了後，受付でお渡しした

 研修会参加修了証 に氏名を明記の上，会場外の箱に入れてからお帰りください．

 （新制度専門医は，HP上の単位取得画面よりログインし，単位確認（事務局管理）となります．研修会終了後，

修了証の提出をもって 7単位を加算するので，後日ご自身で単位数を確認ください）

※ なお，修了証 の提出がない，氏名記入のない場合は，参加されても 7単位加算はできませんので 

ご注意ください！（当日提出した修了証以外は無効となります）

参 加 費：1名様　10,000円（資料代込）
　　　　　※参加費は当日受付にて徴収いたします．（領収書発行）

申込方法： オンライン申込による事前登録となります．
注！研修会事前参加登録（オンライン）の際，自身の資格によって，A）：認定医・旧専門医， 

  B）：新制度専門医のどちらかの区分を必ず選択してください．

　　　　　　　日本人間ドック学会ホームページ
　　　　　　　人間ドック健診認定医・専門医研修会－  オンライン登録
　　　　　　　http://www.ningen-dock.jp/system/certi�ed/workshop
　　　　　　　　※申込開始日前は，登録できません．

★オンライン登録が困難な場合は，恐れ入りますが下記登録事務局へお問い合わせください．

　お問合わせ先：人間ドック健診認定医・専門医研修会　登録事務局
　　　　　　　　TEL 03-3583-1778（10：00～ 17：00　平日のみ）

  ※各研修会の申込開始前日からの運営となります．　　

人間ドック健診認定医・専門医研修会
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平成 28年度人間ドック健診認定医・専門医研修会　開催案内

●第 43回　人間ドック健診認定医・専門医研修会（松本）
日　　時：平成 28年 7月 30日（土）　9：30～ 12：45
会　　場：まつもと市民芸術館
定　　員：1,000名（定員になり次第，受付終了）
申込開始： 4月 5日（火）より

●第 44回　人間ドック健診認定医・専門医研修会（神戸）
日　　時：平成 28年 11月 27日（日）　12：30～ 15：45（予定）
会　　場：神戸ポートピアホール
定　　員：1,000名（定員になり次第，受付終了）
申込開始： 平成 28年 10月上旬より

　　　　※詳しくは，詳細等決まり次第，学会誌およびホームページにてご案内します

●第 45回　人間ドック健診認定医・専門医研修会（東京）
日　　時：平成 29年 3月 5日（日）　12：30～ 15：45（予定）
会　　場：東京ビッグサイト
定　　員：900名（定員になり次第，受付終了）
申込開始：平成 29年 1月上旬より

　　　　※詳しくは，詳細等決まり次第，学会誌およびホームページにてご案内します

★研修会は，各定員に達し次第，受付終了となります．
　参加される場合は，申込開始日をご確認の上，申込開始後お早めにお申込みください．

★研修会参加には，本学会医師正会員であることが条件です．
　まだ入会手続きがお済みでない方は，入会申請を行ってください．
　【入会に関する問合せ　日本人間ドック学会事務局：03-3265-0079】
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ドック会発第 452号
平成 28年 3月 15日

各　位

公益社団法人日本人間ドック学会
理事長　奈良昌治

＜公印省略＞

第 43回 人間ドック健診認定医・専門医研修会の開催について（ご案内）

1．日　　時　　平成 28年 7月 30日（土）9：30～ 12：45（受付 8：30～ 9：30）
2．会　　場　　長野：まつもと市民芸術館　　長野県松本市深志 3-10-1　TEL：0263-33-3800 
3．参加資格　　A）人間ドック認定医等（資格希望者）・旧制度人間ドック専門医

B）新制度人間ドック健診専門医（H24年度以降認定・更新者）
4．定　　員　　1,000 名（定員になり次第締切）
5．参 加 費　　1 名様　10,000 円（資料代込）　　☆当日参加費受領後，領収書発行します．
6．単 位 数　　7 単位　　※資格によって単位管理方法等が異なりますのでご注意ください
7．申込方法　　平成 28 年 4 月 5 日（火）より申込受付を開始します．

※オンラインでの登録が困難な場合は下記登録事務局までご連絡ください．
お問合わせ先：人間ドック健診認定医・専門医研修会　登録事務局

TEL：03-3583-1778（10：00～ 17：00　平日のみ）　※申込み開始前日より運営
8．連絡事項　　※受付は 9：30にて終了します．9：30以降のご入場はお断り致します．

※この研修会は 7単位となります．
A） 人間ドック認定医等は研修会終了後，参加証明シールを配布しますので「単位確認表（台紙）」
に貼付して下さい．

B） 新制度専門医は，受付でお渡しする【参加修了証】を研修会終了後，会場外の箱に提出して下さい．
※講演中の写真撮影・録音・録画は，固くお断り致します．　

【会場までのアクセス】
●電車： JR中央線・篠ノ井線
 松本駅より徒歩 10分

●バス： 停留所「市民芸術館」で下車
してください．路線バス，あ
るいは松本周遊バス「タウン
スニーカー」東コース・南コー
スをご利用ください．

停車する路線バス
　　　北市内線東回り（系統番号 100）　　北市内線西回り（系統番号 110）
　　　横田信大循環線（系統番号 120）　　信大横田循環線（系統番号 130）
　　　並柳団地線（系統番号 23）　　　　  松本周遊バス「タウンスニーカー」東コース，南コース

＜会場案内図＞
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第 43回 人間ドック健診認定医 ･専門医研修会
【平成 28年 7月 30日（土）9：30～ 12：45　まつもと市民芸術館】

プログラム（案）（敬称略）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※プログラムは講師の都合により変更になる場合があります

8：30～ 9：30 受　付

9：30～ 9：35 開会挨拶

9：35～ 10：35 「アミノインデックス技術の臨床応用：近未来の健康診断」

 山門　實　　　足利工業大学　看護学部 学部長

10：35～ 11：35 「膵癌早期診断のための戦略」

 片山　和宏　　大阪府立成人病センター　副院長・臨床研究センター長

11：35～ 11：45 *******************　休　憩（10分）******************* 

11：45～ 12：45 「臨床現場における倫理的意思決定法」※

 瀧本　禎之　　東京大学大学院医学系研究科　医療倫理学　准教授
※本講演は，人間ドック健診専門医更新単位の『医療安全・医療倫理に関する研修』対象となりますので，
　本研修会の受講で 1回分取得可能です．

12：45～ A）参加証明シール配布・B）修了証提出

●申込開始日：4月 5日（火）　　※定員　1,000名（定員になり次第締切）

日本人間ドック学会ホームページ　人間ドック健診認定医・専門医研修会－オンライン登録
http://www.ningen-dock.jp/system/certi�ed/workshop

★上記HPへアクセスし，登録画面よりお申込みください．
※オンライン登録には，Aからはじまる会員番号，メールアドレスが必須です．
※ A）：認定医・旧専門医，B）：新制度専門医のどちらかの区分を必ず選択してください．
※ オンライン登録後，登録番号を明記した「参加確認証」メールを自動配信いたします．
 登録後，二日以上経過しても「参加確認証」メールが届かない場合は，下記登録事務局へお問い
合わせ下さい．

★第 57 回学術大会（7/28-29）参加費とは別のご登録になりますので，ご注意ください．
★オンライン登録が困難な場合は，恐れ入りますが下記登録事務局へお問い合わせください．

★取得 7単位については，資格によって単位管理方法等が異なりますのでご注意ください．
　　　　　　　　　　A：認定医・旧専門医等：シール管理，B：新制度専門医：修了証提出

★研修会参加には，本学会医師正会員であることが条件です．
まだ入会手続きがお済みでない方は先に入会申請を行ってください．
【入会に関する問合せ　日本人間ドック学会事務局：03-3265-0079 】

★登録後，参加をキャンセルされる場合はお知らせ下さい．（定員調整の為お手数ではありますがご協力下さい）

　　お問合わせ先：人間ドック健診認定医・専門医研修会　登録事務局
TEL：03-3583-1778（10：00～ 17：00　平日のみ） ※申込み開始前日より運営
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● 現在，当学会ホームページに『人間ドック健診専門医制度（旧制度・新制度）』について，
掲載しております．詳しくはこちらをご確認ください．

旧制度：http://www.ningen-dock.jp/system/fellow
新制度：http://www.senmoni.jp/

   ● 人間ドック健診専門医制度　現状報告 ●

　① 日本総合健診医学会との合同『平成 27年度人間ドック健診専門医認定者（新制度）』，お
よび 『平成 27年度人間ドック旧制度（第 1・2回）から新制度への更新者』には，3月末
に新専門医認定証および今後の単位取得方法について等，書類を郵送いたしました．

  【認定期間：平成 28年 4月 1日～平成 33年 3月 31日　5年間】

・平成 28年 4月 1日より，人間ドック健診専門医更新のための 50単位（両学会企画 30単位・
両学会以外の企画上限 20単位）を認定期間内に取得してください．

・認定期間を変更した人間ドック認定医認定証も同封しました．

・新制度専門医は，単位管理方法が変わります．詳しくは，送付した書類をご確認ください．

　② 研修施設・指導医　新制度認定について
平成 27年度認定された研修施設・指導医には，3月末に認定証等を郵送いたしました．

  【平成 28年 4月 1日～平成 33年 3月 31日　5年間】

※旧制度で委嘱している研修（関連）施設・指導医には，自動延長のご案内を送付しました．

　③ 平成 27年度に認定（更新）された専門医認定者一覧および研修施設・指導医一覧等を『人
間ドック健診専門　新制度HP：http://www.senmoni.jp/』に掲載いたします．

※旧制度で委嘱している研修（関連）施設一覧は，旧制度専門医HPに掲載しています．

　④ 平成 28年度人間ドック健診専門医認定試験
日　時：平成 28年 10月 16日（日）13：00～ 15：00（※試験終了 14：40）
会　場： ベルサール神田（東京都千代田区神田美土代町 7）
※『人間ドック健診専門医試験受験のための問題集（2015年改訂版）を発刊しています．
※ 6月末，受験申請入力フォームを本学会ホームページに掲載，又人間ドック認定医更新者に
は事務局より申請書類を送付します．
※認定試験の詳細等は，決まり次第，HP等でご案内いたします．

　注！平成 28年度専門医認定試験が旧制度過渡的措置条件で受験できる最後の年となります！

※人間ドック健診専門医制度に関しての問い合わせ等はメールにてお願いいたします．
　日本人間ドック学会
　人間ドック健診専門医制度委員会事務局：senmoni@ningen-dock.jp

人間ドック健診専門医制度
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新制度人間ドック健診専門医認定者（H24年度以降両学会認定・更新）は，5年間のうち，『セ
ルフトレーニング問題（5単位）を 1回修了すること』が更新のための必須単位項目となっ
ております．

【セルフトレーニング問題 2015について】
2015年度のセルフトレーニング問題の解答・解説を掲載いたします．
セルフトレーニング問題（25問）については，2015年 9月発行の学会誌『人間ドック 30-3号』
をご確認ください．

◆取得単位・採点料等について
セルフトレーニング問題は申請後，一定の合格基準を満たした場合のみ 5単位の取得が可能
です．
（セルフトレーニング問題で取得可能な単位は 5年間で上限 5単位までです．）

●問題数：25問
●採点料：2,000円

◆次回（2016年）スケジュール（予定）

9月下旬： セルフトレーニング問題 25問　　学会誌 9月発刊号に掲載
　　　　　　　　　　　　　　　　※学会誌発送時に対象者には解答用紙等を同封いたします

10月上旬～ 11月下旬：所定の解答用紙に必要事項を記入し，採点料 2,000円を振込み後，
学会事務局に申請してください． 

12月中旬： 採点業務を行い，採点結果および解答・解説を通知します．

注！ 旧制度人間ドック（健診）専門医（Sから始まる専門医認定番号の方）は，セルフトレー
ニング問題は実施いたしません．（更新後，新制度に移行してからは必須項目となります）

 ※対象者以外の方が申請しても単位加算とはなりませんのでご注意ください．

※セルフトレーニング問題に関するお問合せは下記までお願いします．

人間ドック健診専門医制度事務局　　E-Mail：senmoni@ningen-dock.jp

人間ドック健診専門医制度　新専門医対象

セルフトレーニング問題
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解答：（d）

解説
2010年に改訂された胃癌治療ガイドラインの治療法アルゴリズムでは，術後の病理所見による化学療

法の追加の有無が示されている．すなわち，病理学的に粘膜下層までの病変およびリンパ節転移のない
筋層および漿膜下層までの病変は定型手術のみでよいとされており，補助化学療法の有用性は乏しいと
考えられている．
早期胃がんのリンパ節転移は，粘膜層の病変で3%，粘膜下層の病変で20%程度とされている．特に
粘膜層の病変で分化型であればリンパ節転移はほぼないとされており，2cmまでの病変でなくても適応
拡大病変として内視鏡的粘膜下層剥離術（ESD）が行われつつある．一方，粘膜下層に浸潤している病変
については原則として定型手術が適応となる．未分化癌については，病理学的に垂直断端陰性，側方断
端陰性，リンパ管侵襲・静脈侵襲なく，粘膜層の病変で2cm以下，潰瘍がない場合のみ，根治性ありと
判断される．

解答：（a）,（b）

解説
左硬膜下腔に最大厚約6mm大の慢性硬膜下血腫を認めるが，これによる脳室の圧排や正中構造の偏

位はみられない．慢性硬膜下血腫は一般的に軽微な外傷後しばらくして発生すると考えられているが，
外傷の既往のない例もある．60歳以上の高齢者，特に男性に多い．高齢者で生じやすい理由としては，
加齢性の脳萎縮に伴って硬膜の最下層（DBC層）を通過する架橋静脈にストレスがかかり，層の断裂や出
血を生じやすくなるものと推測されている．慢性硬膜下血腫はFLAIR像で高信号を呈し，髄液とのコン
トラストが良いため，FLAIR像は微小な血腫の検出に有用である．この他にみられる所見としては，大
脳半球萎縮，左前頭葉皮質下梗塞および右小脳半球の陳旧性梗塞がある．篩骨洞および蝶形骨洞内の液
体貯留（慢性副鼻腔炎）も認められる．

 セルフトレーニング問題 2015

解答と解説

問題 1

問題 2
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解答：（a）

解説
この問題では閉経による検査値の変化を問いている．女性ホルモンが減少するため種々の変化がみら

れる．カルシウムの吸収を助けて骨を強くする働きを持つ女性ホルモン（エストロゲン）の分泌量は減少
する．（a）閉経によりALPは増加する．その増加の大部分は骨代謝の変化による骨型ALPの増加に起因
する．（b）女性ホルモンはコレステロールを下げる作用をもっており，閉経後にはTC，LDL-Cは急上昇
するがHDL-Cには変化はない．（c），（e）の血小板，白血球に変化はみられない．（d）の骨量は減少する．

解答：（a）,（e）

解説
糖尿病治療は，糖尿病症状を除くことはもとより，糖尿病に特徴的な合併症，併発しやすい合併症の
発症・増悪を防ぎ，健康人と同様なQOLを保つことにあり，継続的治療が必須である．

HbA1cと細小血管合併症との関係には連続性が認められ，閾値はない．
糖尿病患者は動脈硬化が進みやすく，多くの場合，肥満，高血圧，脂質代謝異常を伴うことから，合

併症の発症・進展予防には血糖コントロールのみならず，体重，血圧，血中脂質の改善，禁煙，節酒，
適度の運動など，生活習慣の是正が必要である．
血糖コントロールの目標は，2013年6月1日から熊本宣言2013により，HbA1cで，食事療法や運動

療法だけで血糖正常化を目指す際の目標は6.0%未満，合併症予防のための目標は7.0%未満，治療強化
が困難な際の目標は8.0%未満となった．薬物療法で血糖値を正常域まで下げると，低血糖がおこるこ
とが知られているが，一部の大規模スタディで血糖を正常域にした群で，死亡率が上昇する可能性があ
るため，目標血糖値には個別対応も必要．大血管症については，耐糖能異常の早い段階から，発症・進
展の危険性が高い．細小血管症合併症は血糖が上昇している症例に出現することが多いが，血糖が良い
症例にも出現することもあり，厳密には閾値は存在しない．

問題 3

問題 4
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解答：（c）

解説
脾臓の腫大は最大径15cm未満であればカテゴリー2，判定区分Bであるが，最大径15cmを超える例

はカテゴリー3，判定区分D2である．血液疾患や慢性肝疾患の可能性をまず考える．充実部分を伴って
いない脾嚢胞はカテゴリー2，判定区分Bであり，仮性嚢胞やリンパ管腫などをまず考える．高低エコー
混在の脾腫瘤はカテゴリー4，判定区分D2である，過誤腫，リンパ腫，偽腫瘍などをまず考える．脾摘
の前病歴がなくても脾の描出不能はカテゴリー0，判定区分Bである．副脾（内部エコー均一で脾臓と同
等のエコーレベルの類円形腫瘤像）はカテゴリー2，判定区分Bである．

＜参考文献＞
腹部超音波健診判定マニュアル

　http://www.ningen-dock.jp/wp/common/data/other/inspection/m_ultrasound_exam2.pdf

解答：（c）

解説
喫煙は最も一般的で，かつ健康障害を確実に起こす嗜好品である．乳がんについては現在でも論争は
続いているが，2006年の厚生労働省研究班の疫学研究レビューにより，日本人女性では喫煙により乳が
ん発症リスクが増加する可能性があると結論している．また，2009年の国際がん研究機関ならびにオン
タリオタバコ研究部門報告書では喫煙と乳がんの間には因果関係があると結論している．
高線量の被曝は乳がんのリスクを高め，そのリスクは若年期に被曝した場合に最も高い．また，通常
の医療被曝など低線量の被曝でも乳がん発症リスクを増加させることはほぼ確実である．
日本人を対象とした症例対照研究のメタアナリシスでは，早い初経年齢は乳がん発症リスクを増加さ

せることはほぼ確実であり，また，遅い閉経年齢も大規模なコホート研究のメタアナリシスから乳がん
発症リスクを増加させることはほぼ確実である．
閉経後ホルモン補充療法でのエストロゲン補充療法では，ランダム化比較試験とともにメタアナリシ
ス，コホート研究の結果が一致せず，リスクが増加すると結論できない．また，日本人を対象としたメ
タアナリシス，コホート研究でもリスクの増加は認められていない．

BRCA1 or 2遺伝子変異を持つ女性の生涯の乳がん発症率は90%近くに達することから，BRCA1 or 2
遺伝子変異のあることがわかった女性では，予防法としての両側予防乳房切除（BPM）も考慮されるが，
今後の検討課題である．なお，BPMが乳がんの発生リスクを減少させることは確実である．

＜参考文献＞

日本乳癌学会編：科学的根拠に基づく乳癌診療ガイドライン ②疫学・診断編，金原出版，東京，2011．

問題 5

問題 6



X

解答：（a）,（e）

解説
診断には眼底検査と視野検査が重要である．眼底検査では視神経乳頭陥凹の拡大，視神経繊維束の欠
損などが重要である．人間ドック健診では流行性角結膜炎などの感染症を防ぐため非接触性眼圧計が用
いられる．眼圧の基準範囲は10～21mmHgであるが日本では眼圧の基準範囲内の緑内障が多い．日本
では40歳以上の人口の5.8%が緑内障を有すると報告されている．

解答：（a）

解説
FDG（フルオロデオキシグルコース）-PETは，がん細胞が正常の細胞よりも分裂が盛んに行なわれる
ことからグルコースが正常細胞の数倍多く必要とされることを利用し，FDGというブドウ糖の類似物
質に放射性同位元素（F-18）をつけた物質を注射して糖代謝を調べることで悪性腫瘍を検出する検査であ
る．診断能はCTよりも高いとされている．定量評価として用いられているStandard uptake value（SUV）
に関しては，比較的定量性に問題があるとする報告も多い．

10mm以下の結節やカルチノイド腫瘍，肺胞上皮癌の場合は偽陰性になる場合が多い．

解答：（b）,（c）

解説
近年，若年者にみられるようになってきた軽度のうつ状態で，古典的なメランコリー親和型性格をベー

スにもつうつ病とは異なる．古典的なうつ病では自責の念が強いのに反し，現代型うつ病では自分がう
つになったのは職場環境のせいだとするような他罰傾向が強い．また，休職することになっても病人と
しての意識は低い .仕事から解放されると趣味を楽しんだりすることもでき，軽躁状態を呈することも
ある．わがままや自分勝手などととらえられることもあるが，遷延化しないように適切な介入が必要で
ある．「現代型うつ病」は軽症うつ病，あるいは双極性障害や気分変調性障害などに診断できるとする考
え方もある．

問題 9

問題 8

問題 7
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解答：（d）

解説
非アルコール性脂肪肝炎（NASH）とは，男性1日30gm，女性20mg未満の飲酒量ながらアルコール性

肝障害と同様の肝組織像を呈し，肝障害を発症する肝疾患である．肥満者に多く，進展すると肝硬変や
肝細胞癌に陥る．NASHの成因は，Multiple parallel hit theoryと呼ばれる仮説が考えられている．これ
は，脂肪酸の合成取り込み増加，内臓脂肪からのアディポネクチン低下，インスリン抵抗性上昇，コレ
ステロール・リポタンパク代謝障害などの1st-hitに加え，酸化ストレスやエンドトキシンなどの後続因
子（2nd hit）によって肝炎から線維化が発生するとの病態生理学説である．NASHでは，肝細胞周囲線維
化，マロリー小体の形成，肝小葉の炎症，風船様腫大などが組織学的に認められる．生活習慣との関連
が深く，免疫の関与は明らかでない．

解答：（c）

解説
提供者にインフォームド・コンセントを与える能力がない場合には，代諾者等の同意でよい．研究参
加による不利益についてはもちろんのこと，研究に参加しなくても不利益がないことも説明する必要が
ある．研究を行う機関の長は，死者に関する個人情報が死者の人としての尊厳や遺族の感情および遺伝
情報が血縁者と共通していることから，生存する個人に関する情報と同様に，死者に関する個人情報に
ついても安全管理のため，組織的，人的，物理的および技術的安全管理措置を講じる必要がある．研究
参加の同意後にいつでも参加同意の撤回が可能であり，その旨を説明する必要がある．個人情報管理者
（分担管理者を含む）は，法律により業務上知り得た秘密の漏えいを禁じられている者であることが指針
上求められており，看護師や臨床検査技師，地方公務員等についても，その職務にあたることが可能で
ある．

問題 11

問題 10
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解答：（a）,（d）

解説
以下の（1）～（3）のいずれかに該当する慢性腎臓病（CKD）は腎臓専門医に紹介し，連携して診療する．
（1） 高度の蛋白尿（尿蛋白 /クレアチニン（Cr）比 0.50g/gCr以上，または 2+以上）
（2） 蛋白尿と血尿がともに陽性（1+以上）
（3） 糸球体濾過量（GFR）50mL/min/1.73m2未満（40歳未満の若年者では GFR 60mL/min/1.73m2

未満，腎機能の安定した 70歳以上では GFR 40mL/min/1.73m2未満）
かかりつけ医では検尿（蛋白尿，血尿）を行い，尿蛋白陽性では尿蛋白濃度，尿Cr濃度を測定し，尿蛋

白をg/gCrで評価することが望ましい．同時に血清Cr濃度を測定し，腎機能を推算糸球体濾過量（eGFR）
で評価する．

CKDステージG1～G3bは，基本的にはかかりつけ医で治療を続ける．3ヵ月で30%以上の腎機能の
悪化を認めるなど進行が速い場合や，血糖および血圧のコントロールが不良な場合には，腎臓専門医，
高血圧専門医または糖尿病専門医に相談し，治療方針を検討する．

＜参考文献＞
日本腎臓学会：CKD診療ガイド 2012．東京医学社，東京，2012．
人間ドック健診専門医制度委員会問題集作成小委員会：人間ドック健診専門医試験問題集 2015年改訂版．サイエン
ティスト社，東京，2015；172．

解答：（b）

解説
正規分布では，値の約68%が平均値± 1標準偏差の範囲に存在し，約95%が平均値± 2標準偏差の範囲

に，約99%が平均値± 3標準偏差の範囲に存在する．この例では，約68%は78 ± 9（69～87cm）の範囲，
約95%は78 ± 18（60～96cm）の範囲，約99%は78 ± 27（51～105cm）の範囲にある．したがって，約
95%は78 ± 18（60～96cm）の範囲に存在する．
標準誤差は推定値の精度を示す指標であり，実質的に平均値±1標準誤差は68%信頼区間，平均値±2
標準誤差は95%信頼区間である．この例では，同じ男性の母集団から同様の標本を繰り返し抽出する
と，そうした標本の約68%において平均腹囲が78.0 ± 0.2（77.8～78.2cm），約95%において平均腹囲
が78.0 ± 0.4（77.6～78.4cm）になるということである．

問題 12

問題 13



XIII

解答：（c）,（d）

解説
血小板減少のデータに遭遇したときに検査エラーである偽性血小板減少に注意する必要がある．末梢

血血算の容器に入っている抗凝固薬のEDTA存在下で血小板凝集が起こり自動計数による血小板数測定
が低値になるエラーが起こりうる．これが偽性血小板減少症であり，この場合は生体内での血小板数は
正常である．新鮮血塗末標本で血小板数を算定しても，抗凝固薬としてクエン酸あるいはヘパリンを用
いて血小板凝集を防いでも，正確な血小板数を測定できる．また先天性の血小板異常症などで出現する
巨大血小板の存在する場合も自動血球算定装置では実際より血小板数は少なく算定される．ヘリコバク
ター・ピロリ抗体測定・抗血小板抗体の測定・活性化部分トロンボプラスチン時間（APTT）測定では偽
性血小板減少症は診断できない．

＜参考文献＞
安保浩伸：内科プライマリケア医の知っておきたい“ミニマム知識”プライマリ・ケア内科医の末梢血データの見方．

日本内科学会雑誌 2009；98：2648-2652．

解答：（c）

解説
平成25年人口動態統計（確定版）の概況によると，がんによる死亡数は364,872人であり，死亡総数に
占める割合は28.8%であった．
平成25年国立がん研究センターがん対策情報センターによる推計値では，がんの生涯リスクは男女と

もに2人に1人ががんになるとされている．
平成24年度国民医療費の概況では，がんによる医療費は約3兆8千億円と全医療費の約13%であった．
平成20年患者調査によると，がん患者数は1日に297,800人が受診しており，継続的な医療を受けて
いる人は約152万人とされている．

解答：（e）

解説
無症候性脳出血の原因としては，高血圧性脳出血，アミロイドアンギオパチー，脳動静脈奇形，血管
腫が知られており，脳梗塞の既往歴のあることも珍しくない．微小脳出血の出現頻度は，高齢，高血圧，
大脳白質病変，脳卒中の既往歴により高くなる．

問題 16

問題 15

問題 14
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解答：（d）

解説
非結核性抗酸菌症は，50～60歳台の女性に増加傾向にある疾患である．症状は咳・痰の軽い症状や血
痰を認めることもある．しかし，多くの場合無症状での経過が多く，健診等で発見されるケースが多い．
画像上の特徴としては，中葉・舌区に気管支拡張所見や，粒状陰影，散布陰影を認め，結核との鑑別が
重要である．喀痰塗抹検査やPCR法により，結核菌の否定を行うことが重要である．現在，非結核性抗
酸菌症の治療法は確立されておらず，長期間の多剤抗生物質の投与が必要となる．治療の開始には，画
像上の変化や，症状の悪化を十分検討する必要がある．

解答：（b）

解説
関節リウマチ（RA）診療では，患者とリウマチ専門医の協働的意思決定に基づき，関節炎の鎮静化によ

る寛解のみならず，関節破壊による機能障害を予防し，生活の質を高めることが目標とされる．RAと
診断された後，すみやかに従来型抗リウマチ薬，あるいは高活動性患者では，禁忌（妊娠・重症感染症・
白血球数3,000/µL未満・肝障害等）でない場合，メトトレキサート（MTX）が投与される．治療開始後1
～3ヵ月毎に，疾患活動性が評価される．MTXによる治療開始6ヵ月後でも，その効果が不十分で，血
清リウマトイド因子あるいは抗シトルリン化ペプチド抗体（抗CCP抗体，ACPA）陽性といった予後不良
因子がある場合，生物学的製剤の投与が考慮される．生物学的製剤を投与したRA患者では，整形外科
手術における手術部位感染が0～20.8%と報告された．これは，非投与後における0～5.4%に比べ多い
とされている．ただし，これらの研究は，すべて観察研究であること，手術部位感染の定義が統一され
ていないこと，生物学的製剤の中で，TNF- α阻害薬についての報告であり，IL-6受容体拮抗薬，T細胞
機能阻害薬についての報告ではないことに留意すべきである．

解答：（d）,（e）

解説
慢性腎臓病（CKD）は，尿所見の異常，とくに蛋白尿が認められる，あるいは腎機能としてのeGFR＜

60mL/min/1.73m2のいずれかが認められる場合に，診断される．CKDの進展因子は，蛋白尿，高血圧，
脂質異常症，高尿酸血症であり，それらに対する治療が必要である．蛋白尿1g/日以下ではCKDの進展
は抑制される．蛋白尿の認められない血尿は，CKD進展に直接的な影響はなく，他疾患の鑑別は要する
が，治療の必要はない．
一般集団およびCKDの両者ともに，高尿酸血症と腎障害との関連性があり，高尿酸血症はCKDの発
症進展の危険因子であり，腎機能の予後を不良とする．

問題 18

問題 19

問題 17
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解答：（c）

解説
腹部大動脈の正常径は一般に2cmとされており，正常径の1.5倍（3cm）を超えた場合に「瘤」と称して

いる．
非破裂性腹部大動脈瘤は原則として無症状であるので，健診などで偶然指摘されることが多い．破裂
例の救命率は10～15%である．
動脈瘤の最大横径が大きくなるほど壁張力が増加し，5cmあるいは5.5cmを超えると破裂する可能性
が増大する．瘤径が4cm未満の破裂率（%/年）は0%，4～5cmでは0.5～5%，5～6cmで3～15%と推定
されている．拡張速度は3.0cmから5.5cmの腹部大動脈瘤で0.2～0.3cm/年と報告されている．また
瘤径2.5～2.9cmで0.11cm/年，瘤径3.5cmで0.19cm/年，瘤径4.5cmで0.35cm/年と拡張速度は動
脈瘤径に影響され，3.5cmの動脈瘤が5.5cmとなるまでに平均6.2年かかるのに対して，4.5cmの動脈
瘤は平均2.3年で5.5cmに達すると推定されている．
欧米での疫学調査では女性が男性より3倍破裂頻度が高く，高血圧，喫煙，慢性閉塞性肺疾患合併が
破裂を助長するとされている．

解答：（b）

解説
痛風・高尿酸血症の治療目的は，痛風関節炎の発症を防ぐことであることはいうまでもないが，尿酸

塩沈着による合併症である腎障害（痛風腎）や尿酸結石を発症・進展させないことはさらに重要である．
最近の報告から，高尿酸血症は心血管疾患の独立した危険因子であると考えられる．さらに女性では
脳血管疾患のリスクが高くなることも示されている．しかしながらこのような観点より血清尿酸値をど
のレベルにコントロールすべきかのランダム化比較試験の成績はない．
血清尿酸値を6.0mg/dL以下にコントロールした時が痛風関節炎の発症が低いとする報告があり，血

清尿酸値は6.0mg/dL以下にコントロールすることが望ましい．
痛風・高尿酸血症に併発する脂質異常症，高血圧，耐糖能異常，肥満などが虚血性心疾患や脳血管障
害の発症率を高くすることから，これらの併発症に対する十分な配慮も治療上重要となる．

問題 21

問題 20
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解答：（e）

解説
労災保険による二次健康診断等給付は，一次健康診断で発見された個々の異常の状況を詳しく調べる

ものではなく，業務上の脳血管疾患および心臓疾患の発症リスクを評価するためのスクリーニングを行
い，事業者による予防措置に役立てることを目的とする．
給付対象は，一次健診で血圧，血中脂質検査，血糖検査，肥満度（BMI）のすべてに異常がある労働者で，
その異常の判定はメタボリックシンドロームの判定基準に準ずる．なお，二次健診時に内臓脂肪肥満の
判定として，ウエスト周囲長（男性85cm以上，女性90cm以上）を用いて判定することを追加する．
二次健診として行う検査は，空腹時血中脂質検査，空腹時血糖，HbA1c，負荷心電図または胸部超音

波（心エコー）検査，頸部超音波検査，微量アルブミン尿検査である．

＜参考文献＞
高田 勗，鈴木利明：労災保険における二次健康診断等給付について．二次健康診断項目と特定保健指導のガイドライ
ン－労災保健二次健康診断等給付事業について－，日本医師会監，労働調査会，2001；17-24．

解答：（a）,（b）

解説
慢性骨髄性白血病の慢性期には持続性の白血球数増多（15,000/ μ L以上）がみられる．血液像では成熟
段階の好中球系細胞および好塩基球増多がみられ，血小板増多を伴うこともある．好中球アルカリフォ
スファターゼ（NAP）活性の低下，血清ビタミンB12，リゾチームの上昇も認め，また尿酸やLDHも上
昇している．腹部超音波では肝脾腫を認める．確定診断はフィラデルフィア（Ph）染色体の検出，BCR/
ABL遺伝子の再構成によりなされる．

解答：（c）

解説
（a）（b）は受診者の言葉を一応肯定的に受け入れながら害や合併症の説明によって高血圧改善の必要性
を説得しようとしている．（c）は受診者の発言を正面から受け止め，受診者に興味を示しながら，受診
者の高血圧に対してもつ感情やイメージを理解しようとしている．医師は疾患の医学的側面に興味を集
中させやすいが，医学的な知識の説明の前に，受診者の言動に興味を持ち，受診者の思いや感じている
ことを理解しようとすることを通じて，信頼関係を強化することが肝要である．（d）は受診者が医師に
対して挑発的な表現で発しているメッセージを受け止めようとしない，逃避的な態度である．（e）は「そ
んなことはありえない」と受診者の誤りを指摘する評価的な態度である．受診者は医師との関係を損な
われるほどの衝撃を受ける可能性がある．

問題 24

問題 22

問題 23
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問題 25

解答：（d）

解説
CHADS2スコア
　心不全 1点
　高血圧 1点　
　年齢≧75歳 1点
　糖尿病 1点
　脳梗塞やTIAの既往 2点
として，スコアの点数が高いほど脳梗塞発症のリスクが高くなり，2点以上で年間脳梗塞発症率が4%
以上と高くなることから，ワルファリン療法が推奨される．
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学術大会長ご挨拶

第 57 回日本人間ドック学会
学術大会開催にあたって

相澤　孝夫

第 57 回 日本人間ドック学会学術大会
   学術大会長
   社会医療法人財団 慈泉会理事長・

相澤健康センター名誉顧問

第57回日本人間ドック学会学術大会を平成 28 年 7月28日（木）から29日（金）の2日間、会場はまつもと
市民芸術館、ホテルブエナビスタ、松本東急 REI ホテルにて開催いたします。

今回のメインテーマは、「健康で美しく生きるために～人間ドックのパラダイム～」といたしました。

世界に類を見ない超少子高齢社会を迎え、我が国は高齢者を支える働き手が急激に減少していき、人口オーナス
状態となっています。2060 年には従属人口指数が 76．9％となり、働き手の負担は現在の約2倍となることが予測
されます。この長寿社会の実現は我が国の医療技術の進歩と予防医学の発展により成し遂げられたものであり、世
界に誇るべき偉業と思われますが、長寿社会が我が国の社会保障給付費の増加と財政構造の変化を引き起こし、新
たな問題が生じていることも間違いのない事実であります。

長寿はヒトの人生設計も大きく変えたといわれています。高齢社会では、退職後の人生をどう送るのかの選択が、
個人的問題から国家的問題になってきています。高齢になってもできる限り長く自立した人生を歩む覚悟を決め、実
践することが最大の社会貢献になると考えるべき時代となってきています。高齢者の誰にでも自然に訪れる老化は個
人差が著しく、「虚弱」という老人の生活全般に影響する状況を引き起こす要因となります。老化が加速しないよう
な予防的対応により、自分らしい人生を創出することが重要となります。老化加速のリスクの発見と予防を如何にす
るか？高齢社会においては重要で重い課題であります。

活力ある社会を維持するために、働き手世代における生活習慣病を中心とした疾病予防を行うことは当然であり、
その重要性は論を待たないが、どれだけ、どのように、どうやって行うのが超高齢社会の社会貢献に結びつくのかに
ついては、一度立ち止まって再考すべき時期に来ていると思えてなりません。今までの価値観の継続でこの高齢社会
を生き抜くのは簡単ではなく、我々は大きな歴史的分岐点に立たされていると感じます。

元気な高齢者から元気を奪わず、支援が必要となったときは気兼ねなく支援が受けられる安心・安全な社会では、
長生きが歓迎されるであろう。長生きを喜べる美しく優しく明るい日本社会を創り出すために我々は今何をなすべき
か？この学会を通じて考えたいと思っております。

松本は、国宝松本城や旧開智学校など歴史や文化を感じる史跡や町並みに加え、上高地、美ヶ原高原、安曇野な
ど自然豊かな観光資源に恵まれています。また、信州そばをはじめ、新鮮で瑞々しい野菜や果物、信州産のワインな
ども堪能していただけます。

参加者の皆様が愉しんでいただけるような松本ならではの企画も考えております。ぜひ、皆様のご参加を心よりお
待ちしております。
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開催概要
■ メインテーマ

「健康で美しく生きるために　～人間ドックのパラダイム～」

■ 会　期
2016 年 7 月 28 日（木）～ 29 日（金）

■ 会　場
まつもと市民芸術館

〒 390-0815　長野県松本市深志 3-10-1　　Tel：0263-33-3800　　Fax：0263-33-3830

ホテルブエナビスタ
〒 390-0814　長野県松本市本庄 1-2-1 　　Tel：0263-37-0111　　Fax：0263-37-0666

松本東急 REI ホテル
〒 390-0815　長野県松本市深志 1-3-21　　Tel：0263-36-0109　　Fax：0263-36-0883

■ ホームページ
http://convention.jtbcom.co.jp/dock57 

■ 後　援
長野県、松本市、一般社団法人長野県医師会、一般社団法人松本市医師会、
一般社団法人日本病院会、特定非営利活動法人日本人間ドック健診協会

■ 大会事務局
社会医療法人財団慈泉会相澤健康センター

〒 390-8510　長野県松本市本庄 2-5-1
Tel：0263-33-8755　Fax：0263-34-6361
E-mail：57dock@ai-hosp.or.jp

■ 運営事務局
株式会社 JTB コミュニケーションズ　コンベンション事業局

〒 141-8657　東京都品川区上大崎 2-24-9 アイケイビル 3F
Tel：03-5434-8759　Fax：050-3730-3977（グリーン FAX）
E-mail：dock57@jtbcom.co.jp

「健康で美しく生きるために　～人間ドックのパラダイム～」
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■ 運営組織

大会長	 相澤　孝夫 （社会医療法人財団  慈泉会 理事長・相澤健康センター  
   名誉顧問）

副大会長	 小池　秀夫 （相澤健康センター  センター長）

実行委員長	 平林　和子 （相澤健康センター  副センター長）

事務局長	 大久保富美江 （相澤健康センター  副センター長）

プログラム委員会

委員長 平林　和子 （相澤健康センター 副センター長）

委員 伊藤千賀子 （医療法人グランドタワーメディカルコート）

 石坂　裕子 （三井記念病院 総合健診センター）

 佐々木　寛 （医療法人 沖縄徳洲会 千葉徳洲会病院）

 中村　雄二 （一般財団法人  健康医学協会 霞が関ビル診療所）

 三原　修一 （みはらライフケアクリニック）

 大橋　俊夫  （信州大学 特任教授・相澤健康センター 顧問）

 宮田　和信 （相澤東病院 病院長）

 田内　克典  （相澤病院 院長代行）

 小林　茂昭 （信州大学名誉教授・慈泉会理事）

 橋本　隆男 （相澤病院 神経内科 統括医長）

 相澤　　徹 （相澤病院 糖尿病センター  顧問）
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セミナー

プレナリー
セッション

ランチョン
セミナー

ランチョン
セミナー

ランチョン
セミナー

ランチョン
セミナー

ランチョン
セミナー

ランチョン
セミナー

ランチョン
セミナー

ランチョン
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特別企画Ⅱ
健診看護実務者研究会

日程表（予定）
7月28日（木）
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招待講演 閉会式シンポジウムⅢ

特別企画Ⅰ
腹部超音波検査ライブセミナー

人間ドック学会会員集会

シンポジウムⅣ
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市民公開講座

7月29日（金）

7月30日（土）

主ホール

スタジオ2

第43回人間ドック健診認定医・専門医研修会

第1回公式講習会

受付

受付

キッセイ文化ホール
（松本文化会館）

日程表（予定）
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主要プログラム
■大会長講演　

「健康で美しく生きるために」
座長：中川　高志（医療法人 大宮シティクリニック 理事長）
演者：相澤　孝夫（社会医療法人財団 慈泉会 理事長）

■特別講演
「これからの医療・健診における国際展開」

座長：相澤　孝夫（社会医療法人財団 慈泉会 理事長）
演者：笹子宗一郎（経済産業省商務情報政策局ヘルスケア産業課 国際展開推進室 室長）

■招待講演
「『その時歴史が動いた』の現場から」「日の本一の兵・真田幸村」

座長：小林　茂昭（信州大学名誉教授・慈泉会理事）
演者：松平　定知（元 NHK アナウンサー・京都造形芸術大学 教授）

■教育講演　
「膵癌診療の現状と将来　やっと“光”が見えてきた」

座長：伊藤千賀子（医療法人グランドタワーメディカルコート 理事長）
演者：山雄　健次（愛知県がんセンター 中央病院消化器内科 部長）　

■シンポジウムⅠ
「これからの時代における人間ドックへの期待」

座長：渡辺　俊介（元日本経済新聞論説委員・日本健康会議 事務局長）
　　　野村　幸史（医療法人財団 慈生会 野村病院理事長）
演者：行政の立場から
　　　　唐澤　　剛（厚生労働省 保険局長）
　　　医療・健診施設の立場から
　　　　那須　　繁（日本人間ドック健診協会 副理事長）
　　　受診者の立場から
　　　　健康保険組合連合会
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■シンポジウムⅡ
「高齢化社会に向けての健康長寿延伸の取り組み」　～運動器の健康・検診～

座長：加藤　博之（信州大学整形外科 教授）
　　　宮地　元彦（国立健康栄養研究所 健康増進研究部 部長）
演者：松本市の健康づくりの取り組み
　　　　古畑　崇子（松本市健康福祉部 健康づくり課 課長）
　　　インターバル速歩　
　　　　能勢　　博（信州大学大学院医学研究科 疾患予防医科学系専攻 スポーツ医科学講座教授）
　　　ロコモ・サルコペニアの予防と管理　
　　　　小川　純人（東京大学大学院医学系研究科 加齢医学講座老年病学 准教授）
　　　運動器ドック・検診
　　　　石田　浩之（慶應義塾大学 スポーツ医学研究センター 准教授）

■シンポジウムⅢ
「今後の認知症戦略」　～新オレンジプランによる推進～

座長：東海林幹夫（弘前大学大学院医学研究科 脳神経内科学 教授）
　　　羽生　春夫（東京医科大学病院 高齢診療科 主任教授）
演者：認知症に対し社会はどうあるべきか　
　　　　三浦　公嗣（厚生労働省 老健局長）
　　　認知症薬物治療の展望
　　　　東海林幹夫（弘前大学大学院医学研究科 脳神経内科学 教授）
　　　認知症発症予防と早期診断　
　　　　羽生　春夫（東京医科大学病院高齢診療科 主任教授）
　　　認知症高齢者にやさしい地域づくり
　　　　鷲見　幸彦（国立長寿医療研究センター 副院長）

■シンポジウムⅣ
「新しい手法による大腸がん検診の展望」

座長：赤松　泰次（長野県立須坂病院 副院長）
　　　三原　修一（みはらライフケアクリニック 院長）
演者：がんスクリーニングとしてのアミノインディックス　
　　　　石坂　裕子（三井記念病院 総合健診センター長）
　　　CTcolonography の現状と展望　
　　　　飯沼　　元（国立がんセンター 中央病院放射線診断科 医長）
　　　カプセル内視鏡の現状と展望　
　　　　岡　　志郎（広島大学病院 内視鏡診療科 講師）
　　　PET/CT 検診の現状と展望　
　　　　小口　和浩（相澤病院 放射線画像診断センター長）
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■特別企画Ⅰ
「腹部超音波検査ライブセミナー」
 胆道、膵臓、肝臓、腎臓の走査技術と超音波解剖の解説

司会：岡庭　信司（飯田市立病院 消化器内科 部長）
　　　三村　隆典（社会医療法人財団慈泉会 相澤病院検査科）
演者：肝臓、腎臓
　　　　若杉　　聡（千葉西総合病院 消化器内科 部長）
　　　胆道、膵臓
　　　　岡庭　信司（飯田市立病院 消化器内科 部長）

協力：東芝メディカルシステムズ株式会社

■特別企画Ⅱ
「第 3 回健診看護実務者研究会」　

第 57 回日本人間ドック学会学術大会では下記の内容にて健診看護実務者研究会を開催いたします。
データヘルス計画の開始に伴い、生活習慣病の重症化予防が重要視されております。
各施設での受診勧奨の工夫の仕方について、皆さんで話し合いませんか。たくさんのご参加お待ち
しております。

（1）開 催 日 時：7 月 28 日（木）　15:30 ～ 17:30（仮）
（2）会 場：松本東急 REI ホテル　第 9 会場
（3）テ ー マ：「生活習慣病に対する受診勧奨の工夫～糖尿病をモデルに考える～」
（4）内 容：グループワーク形式でのディスカッション
（5）定 員：100 名（申込者多数の場合はお断りすることがございます）
（6）参 加 者：健診業務での実務担当者
（7）申 込 方 法：5 月 23 日（月）～ 7 月 8 日（金）　
 当協会のホームページより申込書をダウンロードの上 FAX にてお申込みください

（8）申込み時の確認事項：氏名、施設名、職種、連絡先、案内送付先 
（9）主 催：NPO 法人　日本人間ドック健診協会

■日本人間ドック学会　会員集会
日時：7 月 29 日（金）　14：00 ～ 16：00（仮）
会場：まつもと市民芸術館　第 1 会場（主ホール）

・事業報告　
・次期学術大会開催について
・全国集計成績報告
・委員会報告
・人間ドック健診施設機能評価優秀賞　表彰式
・優秀論文賞　表彰式
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■共催セミナー
ランチョンセミナー等

■市民公開講座
「腸内細菌が健康寿命を決める！」

座長：大橋　俊夫（信州大学特任教授 相澤健康センター顧問）
演者：辨野　義己（国立研究開発法人理化学研究所 辨野特別研究室 特別招聘研究員）

■ 一般演題について
　多くの申込ありがとうございました。今後の詳細についてはホームページをご確認ください。

（採否の通知は 4 月中旬ころまでに E-mail でお知らせいたします。）

■記念コンサート【お詫び】
７月３０日午後に予定しておりました「小澤国際室内アカデミー奥志賀」は、小澤征爾さんの
ご都合により中止とさせていただくことになりました。コンサートを楽しみにされていらっしゃった
会員の皆様には、深くお詫び申し上げます。
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人間ドック学会　関連会議
■第 17 回サーベイヤー研修会

7 月 27 日（水）　12：30 ～ 15：00　会場：ホテルブエナビスタ　3F「グランデ」

■平成 28 年度　第 2 回理事会　　
7 月 27 日（水）　15：00 ～ 17：00　会場：ホテルブエナビスタ　2F ｢メディアーノ A」

平成28年度　第1回人間ドック健診施設機能評価・
公式講習会の開催について

当学会事業のひとつである人間ドック健診施設機能評価は、全国の人間ドック実施施設の格差をなくし、
全体的な人間ドックのレベルを向上させることを目指して平成 16 年度より活動を開始しております。当
事業は開始当初より、不合格の箇所を見つけて落とすのが目的ではなく、人間ドック実施施設が受審を
機に、より国民から信頼される施設になっていただきたいとの想いで行っております。
今般、下記のとおり人間ドック健診施設機能評価 Ver.3.0 公式講習会を開催いたします。新規受審を検
討されている施設、更新審査をお控えの施設共に受講頂ける内容となっております。

■ 日 時　平成 28 年 7 月 30 日（土）　9：30 ～ 12：30（受付 8：45 ～） 
■ 会 場　まつもと市民芸術館 スタジオ 2（4 階）〒 390-0815　長野県松本市深志 3-10-1
■ 講 師　人間ドック健診施設機能評価委員会委員
■ 参 加 費　1 施設 10,000 円（3 名まで）※当日徴収、資料代含む
■ 定 員　50 名（先着順）
■ 参 加 対 象　当機能評価受審を検討している施設（学会会員・非会員問わず申し込み可能）
■ 申 込 期 間　平成 28年 4月 1日（金）8時～　　※期間外のお申込みは無効となります。
 ・定員になり次第締め切りとさせていただきます。
 ・昨年度に開催した公式講習会プログラムと概ね同様の内容となります。

■ 申 込 方 法　①「参加申込書・確認書」（学会誌 30-5 号同封・HP 掲載）に必要事項をご記入のうえ下
　 記担当事務局まで FAX にてお申し込みください。
② 折り返し申込受諾の回答として、「参加申込書・確認書」を FAX にて返信いたします（事
　 務局記入欄に押印・受付日入力があるかご確認ください）。

4 ～ 5 日経過しても学会からの折り返しがない場合は、受信エラーの可能性がござい
ますので、ご一報ください。

■ お 問 合 せ　人間ドック健診施設機能評価担当事務局：吉川・森山
　　　　　　　電話 03-3265-0079　　FAX 03-3265-0083
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第43回人間ドック健診認定医・専門医研修会の
開催について
第 43 回人間ドック健診認定医・専門医研修会は、オンライン登録にて4 月 5 日（火）より
申込みを開始いたします。【第 57 回学術大会申込みとは別になります】

■日　　時 ： 2016 年 7 月 30 日（土）　　9:30 ～ 12:45　【受付 8:30 ～ 9:30】

■会　　場 ： まつもと市民芸術館（主ホール）

■参加資格 ： Ａ）人間ドック認定医等（資格希望者）・旧制度人間ドック専門医
 Ｂ）新制度人間ドック健診専門医（Ｈ 24 年度以降認定・更新者） 

■定　　員 ： 1,000 名　（定員になり次第締切）

■取得単位 ： 7 単位　※資格によって単位管理方法等が異なりますのでご注意ください
 （Ａ：認定医・旧専門医等：シール管理、　Ｂ：新制度専門医：修了証提出）

■参 加 費 ： １名様　10,000　円（資料代込）　
　　　　　　※参加費は、当日会場にてお支払となります。（領収書発行）

■プログラム（案）： ※プログラムは講師の都合により変更する場合があります

9：35 ～ 10：35 『アミノインデックス技術の臨床応用：近未来の健康診断』
  山門　　實（足利工業大学　看護学部 学部長）
10：35 ～ 11：35 『膵癌早期診断のための戦略』　
  片山　和宏（大阪府立成人病センター　副院長・臨床研究センター長）

（休　憩　11：35 ～ 11：45）
11：45 ～ 12：45 『臨床現場における倫理的意思決定法』※
  瀧本　禎之（東京大学大学院医学系研究科　医療倫理学　准教授）

※本講演は、人間ドック健診専門医更新単位の『医療安全・医療倫理に関する研修』
対象となりますので、本研修会の受講で 1 回分取得可能です。

12：45 ～　　　　　Ａ）参加証明シール配布・Ｂ ) 修了証提出

■申込方法  参加登録はオンライン登録となります。
（オンラインでの登録が困難な場合は下記登録事務局までご連絡ください。）

申込開始日：2016 年４月５日（火）

日本人間ドック学会ホームページ　　
各種認定制度－認定医制度－研修会情報－認定医・専門医研修会－オンライン登録
http://www.ningen-dock.jp/system/certified/workshop
※登録の際、Ａ）：認定医・旧専門医、Ｂ）：新制度専門医のどちらかの区分を必ず選択してください。

お問合わせ先：人間ドック健診認定医・専門医研修会　登録事務局　
 TEL：03-3583-1778（10:00 ～ 17:00　平日のみ）
 ※電話対応は 4/4（月）からとなります　　
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参加受付
■ 事前参加登録期間　　2016 年 4 月 1 日（金）～ 2016 年 6 月 16 日（木）

■ 学術大会参加費
事前登録 当日登録

会員医師（施設会員含む） 11,000 円 13,000 円
会員非医師（施設会員含む）   8,000 円 10,000 円
非会員 13,000 円 15,000 円

※学術大会参加費には抄録集代を含んでおりません。なお、学会員の方には学会誌「人間ドック 31 巻 2 号　第 57 回日本人間ドック
　学会学術大会抄録集」を事前に送付いたします。

■ 懇親会参加費　　2016 年 7 月 28 日（木）　夜開催（定員あり）
7,000 円
※懇親会のみのご参加はできません。学術大会と併せてお申込みください。

■ 事前振込についてのお願い
当日は受付が混雑する可能性がございますので、できるだけ事前にお振込みいただくことをお勧めいた
します。
お支払方法

オンラインクレジットカード決済および郵便振込でお願いいたします。
注意事項

・一旦振り込まれた参加登録費、懇親会参加費は返金できません。
・二重振込・誤振込には十分にご注意ください。
・懇親会参加費（7,000 円）を一緒にお支払いただくことも可能です。
（クレジットカードについて）
・クレジットカードは VISA、Master、JCB が利用可能です。
（郵便振込について）
・郵便振込をご利用の場合、払込取扱票は 1 枚につき 1 名のお申込みです。
　枚数が足りない場合は、運営事務局に E-mail または FAX で必要枚数をご請求ください。
・払込取扱票の通信欄に必要事項をすべてご記入ください。
・振込手数料はご負担ください。
・領収書は郵便局交付の払込票受領書をもって代えさせていただきます。

ネームカード（参加証）の送付
・事前参加登録された方へはネームカードを 7 月上旬までに発送いたします。
・大会出席の際は、必ず持参ください。

■ 参加登録についてのお問い合わせ先

第 57 回日本人間ドック学会学術大会　運営事務局
株式会社 JTB コミュニケーションズ　コンベンション事業局内
〒530-0001　大阪市北区梅田 3-3-10 梅田ダイビル 4 階
Tel：06-6348-1391　　Fax：06-6456-4105　　E-mail：dock57@jtbcom.co.jp
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交通案内図
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宿泊・交通のご案内
2016 年 7 月 28 日 ( 木 ) ～ 29 日 ( 金 ) の２日間、松本市内にて『第５７回日本人間ドッグ学会学術大会』が開催されます。
全国各地よりご参加の皆様方の宿泊手配を㈱ JTB 中部松本支店で担当させていただくことになりました。つきましては、
宿泊プランのご案内 ( 以下参照 ) を致します。何卒、ご利用賜りますようお願い申し上げます。

■ お申込み方法
別紙申込書に必要事項をご記入の上、郵送・FAX または E-mail にてお申込み下さい。お支払い方法については、銀行振込のみと
なります。お申込み完了後、費用明細書等をご郵送させていただきますので、ご確認の上、所定の期日までにお振込み下さい。ご
旅行 ( ご宿泊 ) 代金の入金確認後、宿泊確認書をご送付致します。※お振込み手数料は、お客様負担でお願い致します。 
お申込みは、インターネットでも受付をしております。( 下記 URL よりアクセスください。学術大会ホームページからもアクセス
可能です。) 尚、インターネットでのお申込みの場合、空室状況が表示されておりますので、ご希望ホテルの確保可否を瞬時に確
認できます。また、お支払い方法もクレジットカードのオンライン決済の他、コンビニエンスストアからのお支払いが可能になっ
ております。大変便利なインターネット受付も是非ご利用下さい。

◆インターネット宿泊申込みサイト URL ⇒ https://amarys-jtb.jp/dock57/ 

■ 宿泊プランのご案内
◆ご宿泊取扱日：2016 年 7 月 27 日 ( 水 )・28 日 ( 木 )・29 日 ( 金 ) の 3 泊 
◆表示の旅行代金 ( 詳細次頁参照 ) は１泊朝食付、税金及びサービス料を含む ( 一部、夕食付プラン有り ) 
　お一人様・ご一泊あたりの代金です
　※当宿泊プランでは、眺望等の部屋指定はできかねます。又、禁煙・喫煙の部屋指定は承れません。予めご了承下
　 さい。 
◆宿泊プランは弊社募集型企画旅行契約にて承ります。 
　添付のご旅行条件書（要約）をご一読の上お申込みをお願い致します。

■ 申込締切日　2016 年 6 月 24 日 ( 金 )17：00 ※満員になり次第締め切らせていただきます

■ 添乗員
この旅行では、添乗員が同行せず、約款に定める旅程管理は行いません。お客様に旅行サービスの提供を受けるた
めに必要な確認書類をお渡し致しますので、お手続きはお客様ご自身で行っていただきます。

■ 最少催行人員　1 名様

■ 変更・取消について
◆変更・取消の場合はお早目に郵送・FAX・E-mail にてご連絡下さい ( 電話ではお受け致しかねます )。 
◆弊社営業時間外に受信しましたものにつきましては、翌営業日の受付扱いとなります。 
◆お申込み後の取消は、下記の通り取消料を申し受けます。下記取消料を差し引いた残金を後日ご返金致します。

■ 個人情報の取り扱いについて
お送りをいただきました個人情報については、連絡の為に利用させていただく他、お申込いただいた旅行において
運送・宿泊機関等が提供するサービスの手配・受領の為の手続き、あるいは当学術集会の円滑な運営のために必要
な範囲内で利用致します。 

■ 旅行企画・実施 お申込み・お問合せ
観光庁長官登録旅行業第 1762 号　一般社団法人日本旅行業協会正会員
株式会社 JTB 中部松本支店 「第 57 回日本人間ドッグ学会学術大会」係
〒390-0815 長野県松本市深志 1-2-11　TEL：0263-35-3315　FAX：0263-35-9976　e-mail：n_hara172@cub.jtb.jp 、y_sakai253@cub.jtb.jp

［営業時間］午前 9 時 30 分～午後 5 時 30 分（土・日・祝日休業）
総合旅行業務取扱管理者 板倉吉孝 ( 担当：原・酒井 )　（ＣＳＲ承認 No.1375）

(1) 21 日目にあたる日以前の解除 無料 

(2) 20 日目にあたる日以前の解除 旅行代金の 20％ 

(3) 7 日目にあたる日以前の解除 旅行代金の 30％ 

(4) 旅行開始日の前日の解除 旅行代金の 40％ 

(5) 旅行開始日の当日の解除 旅行代金の 50％ 

(6) 旅行開始後の解除または無連絡不参加 旅行代金の 100％ 

旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 

取消料 
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■旅行代金：お一人様・1泊朝食付き、税金及びサービス料金を含む1泊あたりの宿泊代金（一部、夕食付プラン有）

地図No. ホテル名 最寄駅からのアクセス 客室タイプ 旅行代金

1

2

3
4
5

6

7
8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

ホテルブエナビスタ

松本東急REIホテル

ホテルモルシャン
ホテル飯田屋
ホテルニューステーション

ホテルモンターニュ

エースイン松本
松本ツーリストホテル

トーコーシティーホテル松本

松本ホテル花月

丸の内ホテル

ホテルルートインコート南松本

ホテルルートインコート松本インター

リッチモンドホテル松本

チサンイン塩尻北インター

ホテル翔峰

帰郷亭ゆもとや※1泊2食付

ホテルおもと※1泊2食付

ホテル小柳※1泊2食付

ホテル玉乃湯※1泊2食付

和泉荘※1泊2食付

松本駅お城口出口→徒歩約7分

松本駅お城口出口→徒歩約3分

松本駅お城口出口→徒歩約3分
松本駅お城口出口→徒歩約1分
松本駅お城口出口→徒歩約1分

松本駅アルプス口出口→徒歩約1分

松本駅お城口出口→徒歩約1分
松本駅お城口出口→徒歩約6分

松本駅お城口出口→徒歩約2分

松本駅お城口出口→徒歩約15分

松本駅お城口出口→徒歩約12分

南松本駅正面出口→徒歩約15分

松本駅アルプス口出口→タクシー約10分

松本駅お城口出口→徒歩約4分

塩尻北ICより国道19号線約1分

松本ICより国道158号線約7km約25分

松本ICより国道158号線約8km約25分

松本ICより国道158号線約6km約25分

松本ICより国道158号線約7km約30分

松本ICより国道158号線／143号線約2km約30分

松本ICより国道158号線約5km約20分

11,340
14,040
11,340
18,900
10,260
9,180
14,040
8,400
8,400
8,000
9,000
8,400
11,600
7,100
9,200
12,100
10,700
19,400
8,900
8,900
16,500
10,600
8,700
12,800
7,600
7,500
8,200
7,600
7,400
9,000
13,900
11,800
22,600
7,600
7,400
9,000
8,800
9,900
11,000
16,400
14,200
12,100
12,100
11,000
13,200
14,200
16,400
12,100
13,200
14,200
15,300
13,200
14,200
15,200

日時 行程（往復の交通費は含まれておりません） 食事条件
１日目 自宅または前泊または各地→（交通はお客様負担）→各宿泊施設 朝×　昼×　夕×（一部、夕食付）
２日目 各宿泊施設→（交通はお客様負担）→自宅または後泊または各地 朝○　昼×　夕×

シングル
セミダブル（1名利用）

ツイン
ツイン（1名利用）
シングル
ツイン

ツイン（1名利用）
シングル
シングル
シングル
シングル
ツイン

ツイン（1名利用）
シングル
シングル
シングル
ツイン

ツイン（1名利用）
シングル
ツイン

ツイン（1名利用）
シングル
ツイン

ツイン（1名利用）
シングル
ツイン

ツイン（1名利用）
シングル
ツイン

ツイン（1名利用）
シングル
ツイン

ツイン（1名利用）
シングル
ツイン

ツイン（1名利用）
西館和室（5名1室利用）
西館和室（4名1室利用）
西館和室（3名1室利用）

西館展望風呂付洋室（2名1室利用）
中央館洋室（2名1室利用）
和室（5名1室利用）
和室（4名1室利用）
和室（3名1室利用）
和室（5名1室利用）
和室（4名1室利用）
和室（3名1室利用）
和室（5名1室利用）
和室（4名1室利用）
和室（3名1室利用）
和室（3名1室利用）
和室（5名1室利用）
和室（4名1室利用）
和室（3名1室利用）

７月は観光シーズンのため、宿泊予約はお早めにお願いします。

第 57 回 日本人間ドック学会学術大会 宿泊プラン（設定ホテル・旅行代金）一覧表
■宿泊期間 : 2016 年 7 月 27 日 ( 水 ) ～ 7 月 29 日 ( 金 )3 泊
■行程表

「健康で美しく生きるために　～人間ドックのパラダイム～」
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ご旅行条件（要約） 

お申し込みの際には、必ず旅行条件書（全文）をお受け取りいただき、 
事前に内容をご確認の上お申し込みください。 

●募集型企画旅行契約 
この旅行は（株）ＪＴＢ中部松本支店（長野県松本市深志 1-2-11 国土交通大臣登録旅行業第 1762 号。以下「当社」という）が企画・実施する
旅行であり、この旅行に参加されるお客様は当社と募集型企画旅行契約（以下「旅行契約」という）を締結することになります。また、旅行条件
は、下記によるほか、別途お渡しする旅行条件書（全文）、出発前にお渡しする最終日程表と称する確定書面及び当社旅行業約款募集型企画旅行
契約の部によります。 
●旅行のお申し込み及び契約成立時期 
（１）必要事項をお申し出のうえ、下記のお申込金を添えてお申し込みください。お申込金は、旅行代金お支払いの際差し引かせていただきます。 
（２）電話、郵便、ファクシミリその他の通信手段でお申し込みの場合、当社が予約の承諾の旨通知した翌日から起算して３日以内にお申し込み 

内容を確認のうえ、申込金の支払をしていただきます。 
（３）旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、申込金を受領したときに成立するものとします。 
●旅行代金のお支払い 
旅行代金は旅行出発日の前日から遡って 13 日目にあたる日より前（お申し込みが間際の場合は当社が指定する期日までに）にお支払下さい。また
お客様が当社提携カード会社のカード会員である場合、お客様の署名なくして旅行代金、取消料、追加諸費用などをお支払いただくことがありま
す。この場合のカード利用日は、お客様からお申し出がない限り、お客様の承諾日といたします。 
●取消料 
旅行契約成立後、お客様の都合で契約を解除されるときは、次の金額を取消料として申し受けます。 

契約解除の日 取消料（お１人様） 

旅行開始日の前日から起
算してさかのぼって 

１．21 日目にあたる日以前の解除（日帰り旅行にあっ
ては 11 日目） 無料 

２．20 日目（日帰り旅行にあっては 10 日目）にあたる
日以降の解除（３～６を除く） 旅行代金の２０％ 

３．７日目にあたる日以降の解除（４～６を除く） 旅行代金の３０％ 
 ４．旅行開始日の前日の解除 旅行代金の４０％ 

５．当日の解除（６を除く） 旅行代金の５０％ 
６．旅行開始後の解除又は無連絡不参加 旅行代金の１００％ 

●旅行代金に含まれるもの    
旅行日程に明示した旅程の内容（コースに含まれない交通費等の諸費用及び個人的費用は含みません。） 

  ●特別補償 
  当社は、当社又は当社が手配を代行させた者の故意又は過失の有無にかかわらず、募集型企画旅行約款別紙特別補償規程に基づき 

お客様が募集型企画旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故により、その身体、生命又は手荷物上に被った一定の損害について、以 
下の金額の範囲において、補償金又は見舞金を支払います。死亡補償金：１５００万円  入院見舞金：２～２０万円  通院見舞金：１～５万円 
携行品損害補償金：お客様１名につき～１５万円（但し、補償対象品１個あたり１０万円を限度とします。） 

  ●「通信契約」を希望されるお客様との旅行条件 
(１)契約成立は、当社が電話又は郵便で旅行契約の締結の承諾通知を発信したとき（ｅ－ｍail 等電子承諾通知を利用する場合は、 

その通知がお客様の到達したとき）とします。また申込時には「会員番号・ｶｰﾄﾞ有効期限」等を通知して頂きます。（２）「カード利用日」と
は旅行代金等の支払い又は払戻し債務を履行すべき日をいいます。旅行代金のカード利用日は「契約成立日」とします。（但し、成立日が旅行
開始前日から 14 日目にあたる日より前の場合は「14 日目（休業日にあたる場合は翌営業日）」とします。）また取消料のカードの利用日は「契
約解除依頼日」とします。（但し、契約解除依頼日が旅行代金のカード利用日以降であった場合は、当社は旅行代金から取消料を差し引いた額
を解除依頼日の翌日から起算して 7 日間以内をｶｰﾄﾞ利用日として払い戻します。）  

(２)与信等の理由により会員のお申し出のクレジットカードでのお支払いができない場合、当社は通信契約を解除し、規定の取消 
料と同額の違約料を申し受けます。ただし、当社が別途指定する期日までに現金による旅行代金のお支払いをいただいた場合 
はこの限りではありません。 

●国内旅行保険への加入について 
ご旅行中、けがをした場合、多額の治療費、移送費等がかかることがあります。また、事故の場合、加害者への損害賠償請求や賠償金の回収が大
変困難であるのが実情です。これらの治療費、移送費、また、死亡・後遺障害等を担保するため、お客様自身で充分な額の国内旅行保険に加入す
ることをお勧めします。詳細については、販売店の係員にお問合せください。 
●個人情報の取扱について 
(１)当社及び販売店は、旅行申込の際に提出された申込書等に記載された個人情報について、お客様との間の連絡のために利用させていただくほか、

お客様がお申し込みいただいた旅行において運送・宿泊機関等の提供するサービスの手配及びそれらのサービスの受領のために手続に必要な
範囲内で利用させていただきます。  

(２)当社は、旅行先でのお客様のお買い物等の便宜のため、当社の保有するお客様の個人情報を土産物店に提供することがあります。この場合、お
客様の氏名及び搭乗される航空便名等に係る個人情報をあらかじめ電子的方法等で送付することによって提供いたします。なお、これらの個
人情報の提供の停止を希望される場合は、お申込店に出発前までにお申し出ください。 

●旅行条件・旅行代金の基準  この旅行条件は 2016年 2月 1日を基準としています。又、旅行代金は 2016年 2月 1日現在
の有効な運賃・規則を基準として算出しています。 
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JTB 受付　　　　　 月 日 （No.　　　　）

□Prof. □Dr. □Mr. □Ms.
（ふ り が な） （ ）
お申込者氏名

ご所属機関名 役職

ご連絡先住所　　　 □勤務先 　　□自宅
〒 ―

TEL FAX E-mail

□Prof. □Dr. □Mr. □Ms.
（ふ り が な） （ ）
ご同伴者氏名

第１希望ホテル名 第２希望ホテル名 第３希望ホテル名

ご宿泊部屋タイプ

ご宿泊日 □7/27（水） □7/28（木） □7/29（金）　

※ツインルーム・和室をご希望の方は必ずご同行者氏名をご記入ください。
※FAX送信の場合は、送信後にお手数ですが着信確認（TEL：0263-35-3315）をいただきますようお願い申し上げます。

　　　銀行振込となります（費用明細書等を送信いたします）

【宿泊に際しご希望等がございましたらご記入下さい】

□の欄にチェック下さい

お支払い方法

ご要望自由記入欄

お問合せ・お申込み先

FAX：0263-35-9976
お申込み締切日：2016年6月24日（金）17：00

第57回日本人間ドック学会術大会
宿泊プラン申込書

基本情報登録

宿泊申込

□和室(３名１室利用)　　□和室(４名１室利用)　　□和室(５名１室利用)
□シングル　　□セミダブル　　□ツイン　　□ツイン(１名１室利用)

(株)JTB中部 松本支店 
「第57回日本人間ドッグ学会学術大会」係 
〒390-0815  長野県松本市深志1-2-11 昭和ビル１階 
TEL:0263-35-3315 FAX：0263-35-9976 
〔営業時間〕午前9時30分～午後5時30分（土・日・祝日休

業） 

旅行企画・実施 
(株)JTB中部 松本支店 
（社）日本旅行業協会正会員 
    観光庁長官登録旅行業第1762号 
〒390-0815 長野県松本市深志1-2-11 
                 昭和ビル1階 



人間ドック第30巻 査読者名一覧

本学会は，次の方々に本学会誌「人間ドック」に掲載希望の論文について，査読をお願いいたしました    
（2015年2月～2016年1月）．厚くお礼申し上げます．

氏　名 ご　所　属
足立　雅樹 埼玉医科大学病院健康管理センター
新　啓一郎 宮内庁東宮職
新　智文 帯広厚生病院健診センター
荒瀬　康司 虎の門病院　健康管理センター・画像診断センター
有本　之嗣 須波 宗斉会病院
飯田　辰美 JA岐阜厚生連　西美濃厚生病院
石坂　裕子 三井記念病院総合健診センター
和泉　賢一 福岡逓信病院
伊藤　千賀子 医療法人グランドタワーメディカルコート
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加藤　清恵 東京都済生会中央病院
加藤　智弘 東京慈恵会医科大学附属病院 総合健診・予防医学センター　新橋健診センター
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黒田　弘之 出雲市立総合医療センター
古賀　正史 市立川西病院
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佐々木　寛 医療法人沖縄徳洲会　千葉徳洲会病院
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佐藤　友美 川崎医科大学附属川崎病院 健康管理センター
佐藤　竜吾 大分県厚生連健康管理センター
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杦本　朋子 独立行政法人地域医療機能推進機構　星ヶ丘医療センター
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中尾　治彦 社会医療法人財団白十字会 佐世保中央病院　健康増進センター
丹羽　利充 修文大学健康栄養学部
野村　幸史 医療法人財団慈生会 野村病院
野村　史郎 名古屋第一赤十字病院
畠山　雅行 メディカルなら奈良市総合医療検査センター
林　　慎 社会医療法人　蘇西厚生会　松波総合病院
久留　哲夫 社会医療法人財団池友会新小文字病院
日野原　茂雄 新赤坂クリニック
福井　敏樹 医療法人如水会オリーブ高松メディカルクリニック予防医療センタ
藤島　浩 鶴見大学歯学部附属病院
船津　和夫 公益財団法人三越厚生事業団 三越総合健診センター
古谷　亮 医療法人社団相和会　横浜総合健診センター
星　北斗 公益財団法人　星総合病院
堀本　葉子 住友生命総合健診システム
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村上　一雄 松山赤十字病院
村田　雅彦 秋田赤十字病院
護山　健悟 東海大学医学部健康管理学
八木　葉子 公益財団法人シルバーリハビリテーション協会　八戸西健診プラザ
山門　實 足利工業大学看護学部
山田　千積 東海大学医学部付属東京病院
山根　則夫 やまね病院
吉村　理江 医療法人財団博愛会　人間ドックセンターウィメンズウェルネス天神
和田　高士 東京慈恵会医科大学大学院　健康科学
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平成16年に人間ドック健診施設機能評価事業がスタートして以来12年が経過し，認定施設

数も平成28年1月現在340施設に至りました．まずは当事業へのご理解ご支援に対して厚く御

礼申し上げます．2回の改訂を経た評価基準“Ver.3”では人間ドック健診の質の評価に取り組み，

安心安全な健診の実施，検査の精度管理，医師による結果説明を重視し，スコアリングガイド

ラインにおける数値基準の設定や優れた取り組みに対するs判定という区分を導入しました．

現在までの審査結果では，更新施設は新規施設よりも精密検査指示率，精密検査受診率，結果

説明率，s判定取得数など，いずれにおいても優れており，一日ドック受診者数も前回受審時

よりも平均で約12%増加していました．機能評価事業が単に施設を認定するだけにとどまらず，

継続的な質の改善の手助けとなるという目的が達成されつつありますが，これもひとえに認定

施設のスタッフの皆様の日々の努力の賜物であり，心から敬意を表します．

さて，昨今の健診事業を取り巻く環境は，特定健診・特定保健指導，データヘルス計画，が

ん対策推進計画，健康経営，ストレスチェックなど大きく変化しようとしています．当学会で

は，平成20年特定健診特定保健指導に対し“人間ドック健診情報管理指導士（人間ドックアド

バイザー）認定事業”を開始し，保健指導実務者の育成に大きな成果を上げてきましたが，デー

タヘルス計画への対応につきましても急務と考えます．データヘルス計画とは，保険者が健診

データとレセプトデータの突合などデータ分析にもとづき，PDCAサイクルに沿って効果的な

健康づくりと医療費削減を目指すものです．特に，健診結果をもとにした生活習慣病の発症予

防と重症化予防を目的とした保健指導が重視されています．健診機関においても積極的な保健

指導とフォローアップが求められていますが，認定施設での保健指導の実施状況からは，都市

圏の大規模健診単独施設の実施率が低いことや，受診者全員に対して実施している施設から全

く未実施の施設まで施設間格差が大きいことなどが課題として挙げられます．健診機関におけ

る保健指導の普及を阻む要因としては，保健指導の評価のための指標や手法が確立されておら

ず，保健指導の効果が明確でなく，特定保健指導を除き対価が不明瞭であることに起因してい

るのではないでしょうか．保健指導の効果の実証と対価の明確化は，健診事業に限らず医療や

介護の分野においても広く抱える問題でもあり，当学会だけで解決できるものではありません

が，今後取り組んでいかなければならない重要課題と考えます．

このような現状を踏まえ，まずは人間ドック健診情報管理指導士を始めとした保健指導実務

者が積極的に保健指導に取り組めるように，健診機関における保健指導実施体制の整備を目的

として，“保健指導実施施設認定事業”を開始いたしました．評価項目は保健指導の体制・実施・

巻　頭　言

人間ドック健診施設機能評価委員会報告

保健指導実施施設認定事業のご紹介
人間ドック健診施設機能評価委員会  副委員長

機能評価事業運営検討小委員会  委  員  長
那須　繁
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評価の3つの領域に関して大項目8，小項目19を設定しました．項目作成にあたっては，機能

評価認定施設の保健指導実務者の意見を参考に，受審を通じて保健指導の実施体制が構築でき

るように実例などを併記し，いわば“保健指導実施のためのガイドライン”というべきものにな

るように心がけました．また，訪問調査者には認定施設において経験豊富な保健師，看護師，

管理栄養士から初期研修を修了した27名を保健指導実務者サーベイヤーとして任命し，今後継

続的に育成していく予定です．認定対象施設は，機能評価（Ver.3）の小項目“3.5.1.1 健診結果

にもとづき保健指導を実施している”において，sないしa判定（保健指導実施率10%以上）を得

た施設で，平成27年度は約30施設を認定する予定です．平成28年度は受審説明会，サーベイ

ヤー初任者研修会，保健指導体制整備のための実務者派遣支援事業，保健指導の評価指標に関

する研究会の開催などを予定しています．詳細につきましては実施要項をご参照いただき，不

明な点はご遠慮なく事務局にお問い合わせ下さい．

少子高齢社会の到来による社会保障費の増大により，健保組合の財政は年々厳しさを増し，

特定健診・特定保健指導の義務化やデータヘルス計画の推進など国主導のもと保健事業の見直

しが進められようとしています．昨年，人間ドック健診協会が実施した組合健保担当者に対す

るアンケート調査結果では，費用対効果の観点から人間ドックの廃止を検討している組合も少

なくなく，健診機関に対しては電子データ，基準値，判定区分の統一化，保健指導やフォローアッ

プの充実などかつてない様々な要望があげられています．人間ドック健診施設機能評価事業に

おきましても，受診者の信頼に応えるように質の高い健診施設を認定していくことはもちろん

のこと，国や健保組合の目指す，時代に即した健診事業の実現に向けた取り組みも重要である

と考えます．人間ドック健診施設機能評価ともども，保健指導実施施設認定事業の趣旨をご理

解いただき，保健指導の体制の整備と充実を図られ，より多くの施設の受審をお願いいたします．
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人間ドック30：809-821，2016総　説

人間ドック健診における動脈硬化対策に実施するべき検査
福井敏樹

オリーブ高松メディカルクリニック 予防医療センタ

要　約
　我々日本人の死因の1位はがんであるが，動脈硬化性疾患である心および脳血管病変を合わせる
と，その割合はがんに匹敵する．そのため人間ドック健診や日常診療の最大の目的はがん対策と動
脈硬化対策であるといえるが，どのような検査を動脈硬化対策の基本検査として実施するべきかに
ついてはまだ明確になってはいない．2008年に出版された健診判定ガイドライン改訂版では，動
脈硬化健診のあり方についての試案を作成した．その際に，最も意図したことは，人間ドック健診
の標準検査として動脈硬化検査を定着させていくことであった．エビデンスがある程度確立されて
いることに加えて，施設間の機器や測定手技の精度の違い，検査にかかる時間や費用なども考慮に
入れ，全国の施設で取り入れ可能な検査であることを重視した．
　動脈硬化対策において実施するべき検査については，自由診療という枠組みが利用できることも
考慮しながら，一方で，任意型健診といえどもその大多数が自治体等の補助や企業・会社等の福利
厚生のもとで実施されている現実も含めて考える必要もある．
　現在有用であると考えられる検査について，血管機能や形態的変化を調べる検査法を中心に，動
脈硬化リスクを評価するバイオマーカー検査もあわせて，最近の動向と我々の施設でのこれまでの
検討を含めながら概説する．

キーワード 人間ドック，動脈硬化，血管機能検査，バイオマーカー

はじめに
我々日本人の死因の1位はがんであるが，動脈

硬化性疾患である心および脳血管病変を合わせる
と，その割合はがんに匹敵している．そのため人
間ドック健診や日常診療の大きな目的はがん対策
と動脈硬化対策であるといえる．動脈硬化対策と
しては，生活習慣病対策，メタボリックシンドロー
ム対策としてすでに実施されてはいるものの，従
来の検査に加えて，どのような検査を人間ドック
健診に用いるべきかはまだ明確になってはいない．

これまで日本人間ドック学会（以下，本学会）と
しては，動脈硬化対策としてどのような考え方で
どのような検査を実施するべきかを一つの大きな
課題として考え，検討し議論する場を設けてきた．
2006年の第47回学術大会と同時に開催された第
1回国際人間ドック会議では，シンポジウム「New 
Markers for Atherosclerosis in Ningen Dock」とし
て，動脈硬化にアプローチするために検討するべき
検査を取り上げた．筆者はこのシンポジウムでイン
スリン抵抗性について講演を行った1）．2008年に
は，健診判定ガイドライン改訂版が出版された際

に，編集者の意向を受け，筆者が中心となって動
脈硬化健診のあり方についての試案を作成した 2）．
その際に，最も意図したことは，人間ドック健診
の標準検査として動脈硬化検査を定着させること
であった．そのため，検査のエビデンスがある程
度確立されていることに加えて，施設間の機器や
測定手技の精度の違い，検査にかかる費用なども
考慮に入れ，全国の人間ドック健診施設で取り入
れ可能な検査であることを重視した．その後，そ
れらを踏まえて，2009年の第50回学術大会では，
学術大会長指定ワークショップ「テーラーメードの
人間ドック健診を目指して」において，「動脈硬化
診断の重要性とその際に行うべき検査」3）について
提示する機会を得た．これらの本学会としての取
り組みがなされるなか，2013年に日本循環器学会
が中心となって，「血管機能の非侵襲的評価法に関
するガイドライン」4）が発表された．その状況を受
け，2014年の第55回学術大会では学術委員会企
画シンポジウムとして，「人間ドックにおける血管
機能検査」をテーマとして取り上げた．

種々の生活習慣病の診断基準および治療のガイ



人間ドック　Vol.30  No.5  2016年10 ( 810 )

ドライン等が整備され，特定健診・特定保健指導
をはじめとしたメタボリックシンドローム対策も
実施されているが，生活習慣病発症に起因する動
脈硬化進展からの脳血管疾患や心臓血管疾患が，
まだ大きく減少するには至っていない．人間ドッ
ク健診の役割はその検査や診察を通してのトータ
ルライフサポートであり，健診を担当する医師は，
いわゆるかかりつけ医としての役割も担っていか
なければならない．自由診療という枠組みが利用
できる利点も駆使しながら，一方で，任意型健診
といえども受診者の大多数が自治体等の補助や企
業や会社等の福利厚生のもとで実施されている現
実も含めて考えていく必要もある．

動脈硬化対策検査についての現状と，これまで
結果報告が蓄積され構築されてきたコンセンサス
や，我々の施設での検討結果も加えながら概説する．

血管機能および形態的変化を調べる検査
表1は，改訂新版健診判定基準ガイドラインの

「動脈硬化ドック」2）で取り上げ，第50回学術大会
のワークショップの際に作成した動脈硬化検査の
一覧を改訂したものである．掲載時より5年以上
が経過したこともあり，現状に合わせて修正した．
やはり，動脈血管壁の機能や形態的変化を実際に
調べる検査と，心・脳血管疾患および末梢動脈疾
患（peripheral arterial disease：PAD）発症リスクを
評価するバイオマーカーを組み合わせて実施する
ことが有効ではないかと考える．日本循環器学会
が中心となって作成した，「血管機能の非侵襲的評

価法に関するガイドライン」4）に取り上げられてい
る血管機能検査では，頸動脈エコーは入っていな
い．これは，頸動脈エコー検査で検査可能な内膜
中膜複合体厚（Intima-media thickness：IMT）や
プラークは，動脈血管壁の形態的異常を知るもの
であり，いわゆる血管機能を調べるという検査で
はないということで取り上げられなかったようで
ある．しかしながら，動脈硬化による形態的なア
テローム硬化（粥状硬化）を視覚的に見ることがで
き，受診者の指導に効果があると考えられるとい
うこと，予後を予測できるとする結果も数多く報
告されていること等を考えると，人間ドック健診
として実施すべき検査の一つであると思われる．

非侵襲的血管機能検査ガイドライン 4）に詳細が
記述されている主な検査は，血管のスティフネ
スを検査する脈波伝播速度（pulse wave velocity：
PWV）と足関節上腕血圧比（ankle-brachial index：
ABI）を測定する血圧脈波検査と血管拡張機能検査
としてのFMD（flow mediated dilatation）やRT-PAT

（Reactive hyperemia peripheral arterial tonometry）
である．大動脈のスティフネスとしてPWVを測定
してきた歴史は古く，近年我が国で開発された簡
便な測定装置の普及により現在動脈硬化検査とし
て広く用いられている．一方，FMDやRT-PATは，
近年血管拡張機能検査として用いられるようにな
り，2012年に血管内皮機能検査として保険適用も
取得したが，まだ動脈硬化検査として一般的に広
く普及している段階には至ってはいない．

また，最近，高性能マルチスライスCT検査
（MDCT検査）で比較的非侵襲的に短時間で冠動
脈を直接撮影できるようになった．データに基づ
いて心臓の立体画像を再構成し，特定の血管の走
行を描き出すことも可能となっている．これらの
技術により冠動脈の狭窄度，石灰化の程度，プラー
クの性状などの評価もできるようになった 5,6）．し
かしながら，血管確保の上造影剤を使用するなど
完全に非侵襲的とはいえず，被曝の問題もある．
やはり，絞り込まれたハイリスク者に対して実施
するべき検査で，健常者を主な受診対象者とする
人間ドック健診において実施する検査ではないと
思われる．よって，血管機能や形態的変化を調べ

表1　人間ドック健診において動脈硬化対策として実施すべき検査
血管機能および形態的変化を調べる非侵襲的検査
　1．血圧脈波検査

脈波伝播速度　baPWV，CAVI（壁硬化：arterial sti�ness）
足関節上腕血圧比　ABI

　2．頸動脈エコー検査（粥状硬化：アテローム硬化）
　3．血管拡張機能検査（血管内皮機能）

FMD（Flow Mediated Dilatation）
RT-PAT（Reactive hyperemia peripheral arterial tonometry）

動脈硬化リスク評価のためのバイオマーカー検査
　4．内臓脂肪（面積）測定（CT，MRIおよび（Dual）BIA法）
　5．空腹時インスリン値（インスリン抵抗性）
　6．尿中微量アルブミン 
　7．高感度CRP（hs-CRP）
　8．酸化ストレス（活性酸素産生能　抗酸化能）

文献2）より改変引用
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るために実施すべき検査として，頸動脈エコー，
血圧脈波検査，血管拡張機能検査の3つの検査を
取り上げ概説する．
（a）頸動脈エコー

動脈は外膜，中膜，内膜の3層で形成されており，
この3層のうち内膜と中膜を合わせた厚さをIMT
と呼ぶ．頸動脈は動脈のなかでは比較的太い血管
であるにもかかわらず，体表から浅いところを走っ
ているので観察しやすい．動脈硬化の進行は全身
的に進むと考えられるため，非侵襲的に測定できる
頸動脈 IMTやプラークは，全身の動脈硬化の程度
を推定する指標となる．頸動脈 IMTは加齢により
肥厚していく．現在，IMTの日本人における正常
上限値は1.0mmと考えられており，1.1mm以上
のIMTは肥厚ありと判断される．また，プラーク
とは血管内腔に限局的に突出した隆起性病変のこ
とで，粥腫ともいわれる．プラークの評価は大きさ
や数のほかエコー輝度，均一性，表面性状，可動
性の有無により行われている．これらは，動脈硬化
性病変の評価，治療および経過観察において重要
である．低輝度プラークは，脳梗塞発症のリスク
が高いという報告が多く7），不均一なプラークは均
一なプラークに比して，症候性の病変である頻度
が高いという報告がある8）．その他頸動脈エコー検
査では，ドップラー検査により総頸動脈，内頸動脈，
椎骨動脈の血流速度などを調べることができる．

IMTの肥厚が予後に関係する結果も数多く報告
されている．我が国においては，頸動脈病変を有
する患者に虚血性脳血管障害の発症が多いという
報告もあるが 9），頸動脈が直結している脳血管の
イベント発症よりむしろ冠動脈イベント発症との
相関があるという報告が多かった 10-12）．我が国で
は，2001年より高血圧，糖尿病，高脂血症，肥満

（死の四重奏）を有する人に対して労災二次健康診
が実施されているが，その健診項目に頸動脈エコー
検査が導入されている13）．また，その翌年には，
日本脳神経超音波学会から，「頸動脈エコーによる
動脈硬化病変評価のガイドライン（案）」14）が出され
た．さらに，2009年には日本超音波学会から，「超
音波による頸動脈病変の標準的評価法」15）が出さ
れ，頸動脈硬化病変の評価として必須の計測項目

は頸動脈での最大内膜中膜複合体厚（max IMT）と
し，選択計測項目として総頸動脈での平均内膜中
膜複合体厚（mean IMT）を用いることとされた．

日本を含め全世界で数多くの報告がなされてい
るにもかかわらず，統一された測定方法はいまだ
に確立されておらず，スクリーニング検査として
の頸動脈エコー実施の意義については逆に否定的
な報告も最近増えてきている．特に，米国予防医
学専門委員会（US Preventive Services Task Force：
USPSTF）から，一般成人に対する無症候性頸動脈
狭窄スクリーニングの実施を否定する勧告も示さ
れ 16），少し現状は混沌としてきている．しかしな
がら，検査機器の精度の向上により，単にプラー
クの形態をみるだけでなく，プラークの性状をより
詳細に観察できるようになってきていることや，頸
動脈の血流も計測できることなどから，非侵襲的
な動脈硬化検査としての実施価値は今後も十分に
あるのではないかと思われる．特に，粥状硬化な
どの血管壁の形態異常を，実際に視覚的に見せて
指導できる意義は今後も大きいものと考えられる．
（b）血圧脈波検査

我が国で開発された医療検査機器であるABI，
および脈波伝播速度（上腕足首間PWV（brachial-
ankle pulse wave velocity：baPWV）あるいは心臓足
首血管指数（cardio-ankle vascular index：CAVI）を
測定する検査である 17,18）．

健常人の場合，通常足首血圧は上腕血圧より
高いが，下肢の動脈が細くなって血流が悪くなる
と，上腕の血圧より低くなりABI値が低くなる．
ABIの正常範囲は0.9～1.3とされており，0.9未
満になると動脈閉塞の疑いがある．閉塞性動脈硬
化症（ASO）をはじめとするPADを発見するため
には非常に有効な指標である（表2）．しかしなが
ら，主に健常者を対象とする人間ドック健診の受
診者において，これらの疾患がみつかることはほ
とんどない．主には動脈スティフネスの指標であ
るbaPWVやCAVIを動脈硬化の評価や指導に用
いることとなる．ただし，まれではあるが，我々
の施設でも継続的な人間ドック受診者のABI測定
から，急速に進行したと考えられるASOが発見さ
れ，外科的処置により改善がみられた症例もあっ
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たことを以前に報告している 3）．
PWV測定は，頸動脈大腿動脈間PWV（carotid-

femoral pulse wave velocity：cfPWV）として昔か
ら行われており，脳・心血管疾患との関連も証明さ
れているが 19），その計測手技に熟練が必要で，簡
便性に欠けるという欠点があった．その欠点を補
い，cfPWVとの強い相関が保たれ，しかも簡便に
再現性よく測定可能で，四肢の血圧とABIが同時
に測定できるため，baPWVが我が国では広く普及
してきている17）．しかしながら，baPWVは，血圧
や脈拍をはじめとする種々の要因により影響を受け
るので，それらに充分留意して測定する必要がある．
現状，約1,400cm/sec以上が動脈硬化ありと判断
する一つの基準で 20,21），約1,800cm/sec以上が心
血管疾患発症を予測するカットオフ値として考えら
れている（表2）22）．また，ABIが0.9未満の場合に
は，baPWVは信頼性が低下するので除外する必要
がある．さらに，高血圧症の場合には，baPWVが

血圧の影響を受けるので，まず降圧治療を実施し
てからその数値を解釈するべきかと思われる．

筆者らの施設においては，10年以上前からbaPWV
を人間ドック健診に取り入れており，これまで
baPWV測定の有用性について報告を続けている23-27）．
特に，動脈硬化の危険因子の重積との良好な相関
関係を示したことは，人間ドック健診において実
施するべき検査となる大きな根拠の一つと考えて
いる（図1）24）．

CAVIは，baPWVと同様に上腕足首間脈波伝
播速度を計測した数値である．baPWVが血圧の
影響を強く受けるという問題点を改善するために，
血管の弾性係数であるStiffness parameter βを加
味し，新しい指標としてのCAVIを計測できる装
置として，やはり我が国で開発された 18）．我々は，
実際にbaPWVとCAVIを同時に測定し，直接比
較を行った結果を報告している．baPWVとCAVI
は強い相関を示し（図2），CAVIは血圧との相関
は認めるものの弱いものであった．しかしながら，
動脈硬化の危険因子の重積との相関は明らかに
baPWVの方が強く，肥満をベースに持つ危険因
子の重積者であるメタボリックシンドロームの有
無での測定値の違いはbaPWVの方が明らかであっ
た（図3）26）．現状では，CAVI値としては，8.0以下
が正常範囲と判断する基準値と考えられているが，
最近，新たな結果報告があまり増えていない．一方，
baPWV高値が動脈硬化性疾患のイベント発症や

表2　ABIとbaPWVの基準値
・ABI（Ankle-Brachial Index：足関節上腕血圧比）
　正常範囲：0.9～1.3
　0.9未満でASO（閉塞性動脈硬化症）の疑い
・baPWV（brachial-ankle Pulse Wave Velocity：上腕足首間脈波伝
播速度）
　正常範囲：1400cm/sec以下
　心血管疾患発症のカットオフ値：約1800cm/sec

文献20）～22）より引用

図1　動脈硬化危険因子の重積におけるbaPWVの増加
文献24）より一部改変引用

図2　baPWVとCAVIの相関
文献26）より一部改変引用
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生命予後に関与するという結果は蓄積してきてい
る 22,27,28）．そこで我々の施設でも，10年以上に渡っ
て測定した延べ2万人以上のデータ解析を改めて
行い，動脈硬化の危険因子の重積とbaPWV値の
関係についての10年間の変化である，縦断的解
析結果を報告した（図4）．従来のイベント発症や
予後を評価した研究ではなく，より若年層におけ
るbaPWVの継時的変化を10年以上に渡って計測
した我々の結果は，人間ドック健診の継続受診や
健診後の保健指導等の継続的介入により，加齢に
伴うbaPWVの増加が抑制される可能性を初めて

示すことができた結果として意義があったと考え
ている 29）．日本循環器学会による非侵襲的血管機
能検査ガイドラインでも最も重視して紹介してい
る血管機能検査がPWVであり，いまだに世界的
にはcfPWVがスタンダードのなか，我が国発の
baPWVが世界的に標準検査値としてのコンセン
サスが得られるための努力が続けられている．
（c）血管内皮機能検査（FMD，RT-PAT）

FMDは，被験者の上腕を圧迫して血流を止め，
駆血解除後に血管平滑筋の弛緩による血管径増加
率を超音波で計測する検査である．血流量の増加

図3　メタボリックシンドローム該当者と非該当者におけるbaPWVとCAVI　文献26）より一部改変引用

図4　初年度動脈硬化危険因子ごとの10年間のbaPWVの変化　文献29）より改変引用
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により，血管内皮細胞から血管拡張物質である一
酸化窒素（NO）が放出され，血管が拡張するため，
早期の動脈硬化性変化である血管内皮機能低下を
評価できる可能性が示唆されている30）．検査は12
時間以上の絶食のうえ，午前中の測定が望ましい．
FMDは男女差が存在し，加齢に伴い減少する．現
在まだ明確な基準値は存在しないが，6%以上が
正常範囲と考えられている．50歳以上では平均値
が6%を下回ってくること，喫煙の影響を鋭敏に反
映し得ることなど，我が国における結果報告がか
なり蓄積されてきている31）．我々の施設でもずっと
FMDを測定しており，同様の結果を本学会で報告
した 32）．また，最近，我が国における大規模研究
の結果が報告され，心血管にイベント発症しうる
予測サロゲートマーカーとなる可能性を示した 33）．
しかし，その一方で，FMD値がベースラインの上
腕動脈径に影響を受けることも報告され，今後の
測定値解釈の注意点となるものと考えられる33）．
FMDは簡便な測定装置の開発により測定精度が上
がり，測定誤差も小さくなってはいるが，測定実
施者のトレーニングが必要で，測定時間が数十分
はかかることから大規模にスクリーニング検査と
して実施することはまだ難しいと思われる．

RH-PATは，左右の指に指尖血管容積脈波を検
出する専用プローブを装着し，5 分間片腕を駆血
したあとの再灌流刺激に反応する容積脈波の経時
的増加から，血管の拡張機能を測定する検査法で
ある34,35）．RT-PATは，FMDとともに血管内皮機
能検査としての保険適用を取得しており，心血管
イベント発症予測精度を上げるという報告もされ
ている 36）．しかしながら，検査専用の特殊プロー
ブを必要とすることからランニングコストがかなり
かかり，我が国ではまだ検査導入してから歴史が
浅いことなどから結果の蓄積がまだ十分ではない．
また，最近，FMDとRT-PATの相関があまり認め
られないことや 37,38），RT-PATはFMDに比べて自
律神経活動の影響を受けやすい傾向があり，測定
に際して注意が必要であることも報告され 39），今
後の結果の蓄積が必要な段階であろうと思われる．

動脈硬化の経時的な進展という観点から考える
と，FMDやRH-PATは血管内皮機能障害という

一番早期の動脈硬化性変化をとらえることができ
る検査であり，言い換えれば，動脈硬化がかなり
進展した状態ではすでに障害されていてもおかし
くないはずである．しかしながら，動脈硬化性疾
患発症後の2次予防などにも有効であるという報
告も多く40-42），そうした考え方では説明できない
ことも多い．また，我々の施設の結果でも，FMD
やbaPWVがともに正常範囲であっても明らかな
頸動脈狭窄を認める症例も多いことを経験してい
る 43）．もちろん測定する動脈の部位もそれぞれの
検査で異なり，血管の解剖学的構造や機能も同一
ではない．そのため，動脈硬化の経時的な進展と
いう考え方にとらわれることなく，できればこれ
らのすべての血管検査を実施すべきである．そし
て，他の従来の検査結果も合わせ，総合的に動脈
硬化の進展具合を考える必要があり，受診者への
結果説明に細心の注意を払う必要がある．

動脈硬化リスクを評価するバイオマーカー
検査
（a）内臓脂肪（面積）測定

メタボリックシンドローム対策を最も重要な課
題として位置づけ開始された特定健診・特定保健
指導制度は，すでに5年を1期とした第2期の後半
に入っている．内臓脂肪蓄積が生活習慣病の発症
の大きな原因となることは，さらに明らかになっ
ている．生活習慣病は動脈硬化を進展させる．生
活習慣病発症の原因となる内臓脂肪を測定するこ
とは，生活習慣病対策として非常に重要となって
いる現状を踏まえ，実施するべき検査として，今
回新たに追加した．日本肥満学会が作成した肥満
症診断基準においても，肥満症診断に新たに内臓
脂肪面積が追加されたが 44），まだ検査としての保
険適用は認められていない．

我々の施設では，CTスキャンによる内臓脂肪面積
測定の有用性について多くの報告を重ねてきた 45-47）．
男女ともに加齢に伴い内臓脂肪が蓄積しやすく
なっていくこと，BMIとしては同程度の肥満で
あっても，内臓脂肪型の方が皮下脂肪型より生活
習慣病関連因子の検査結果が悪いことも報告した

（図5）48）．さらに，最近，はじめての内臓脂肪測



人間ドック　Vol.30  No.5  2016年 15 ( 815 )

定医療機器として認可されたDual-BIA法（dual-
bioelectrical impedance analysis法）による測定装
置が使用可能となり 49），CTスキャンによる測定
値との強い相関を認めることや，測定結果の解釈
の注意点，ならびにメタボリックシンドロームの
有無によるカットオフ値などにも言及して報告し
た（図6）50,51）．BIA法とは体内に微弱な電流を流し，
その電気伝導性を利用して水分量や体脂肪，筋肉
量を間接的に求める方法であるが，Dual-BIA法は
従来のBIA法と異なり，皮下脂肪と内臓脂肪を区
別して測定することを可能とした点において画期
的な測定法であると考えられる．我々の結果では，
Dual-BIA法は，内臓脂肪以上の高い精度で皮下
脂肪を正確に測定できることも確認している 50）．

いずれにしても，BIA法は，Dual-BIA法であれ従
来法であれX線被曝がなく，繰り返し測定可能な
ことから測定精度を高めていけば今後の利用拡大
がさらに期待できる．CTではワンスライスの断面
撮影による面積を測定することになるが，BIA法
は面積ではなく量として測定しているので，本来
的にはこちらが正しい測定法とも思われる．測定
結果を面積表示している場合は，ある種の変換公
式を経て面積表示しているだけである．また，最
近，善玉のアディポサイトカインであり，内臓脂
肪蓄積により低下することが明らかとなっている
アディポネクチンに関する結果が蓄積されてきて
おり 52,53），今後の健常者のスクリーニング検査レ
ベルでも内臓脂肪と同時に測定する必要があると

図5　加齢に伴う内臓脂肪 /皮下脂肪面積比の変化　文献48）より引用

図6　Dual-BIA法とCTによる内臓脂肪面積の相関　文献50）より一部改変引用



人間ドック　Vol.30  No.5  2016年16 ( 816 )

考えられるようになるかもしれない．
（b）空腹時インスリン値（インスリン抵抗性）

インスリン抵抗性は，メタボリックシンドローム
の概念が確立される以前から，マルチプルリスク
ファクターシンドロームとしてその重要性が提唱さ
れてきた概念である54-56）．インスリン抵抗性が糖
尿病に限らず生活習慣病全般に関わる大きな原因
の一つであるというということにおいて実施するべ
き検査であると考えられる．我々も動脈硬化危険因
子の重積と空腹時インスリン値が正相関を示すこ
と（図7），インスリン抵抗性がブドウ糖負荷試験に
よる糖尿病型よりもBMIによって規定されること

などを報告した（図8）57-61）．さらに，空腹時インス
リン値は，肥満関連因子のなかではCTスキャンに
よる内臓脂肪面積よりも皮下脂肪面積との合計で
ある総脂肪面積との関連が最も強く46），肝機能検
査項目であるALT（GPT）が，総脂肪面積に次ぐ空
腹時インスリン値を規定する因子となる結果も報
告している 48,60,61）．すなわち，インスリン抵抗性
には内臓脂肪のみならず皮下脂肪も関与している
ということである．さらに，ALT（GPT）の上昇が
インスリン抵抗性を惹起し，将来的な耐糖能異常
から2型糖尿病への進展の原因となる可能性を示
唆するもの結果であったが 60,61），近年，それを裏
付ける研究結果も報告されている 62-64）．また，最
近は，内臓脂肪を中心とした肥満関連因子のみな
らず，サルコペニア等による筋肉量の低下に伴う
障害であるロコモティブシンドロームやフレイル
という概念が注目されている 65-70）．そのため，筋
肉量との関係の強い基礎代謝量測定も今後重要視
されてくるかもしれない．我々は，以前から呼気
ガス分析装置による基礎代謝量の計測を実施して
おり，基礎代謝と空腹時インスリン値と関係につ
いても報告している 60）．

ごく簡単に概説したが，空腹時インスリン値
およびインスリン抵抗性検査についての詳細は，
本学会英文誌をはじめとする種々の原著論文や図7　動脈硬化危険因子の重複と空腹時インスリン値の関係

文献58）より一部改変引用

図8　75g糖負荷試験による糖尿病分型およびBMIとインスリン抵抗性の関係　文献58）より一部改変引用
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総説として報告したものを参照いただければと
思う 46,48,57-61）．
（c）尿中微量アルブミン

糖尿病の早期腎症の検査として，3ヵ月に1回，
保険適用が認められている．しかし，単に糖尿病
による腎障害の指標にとどまらず，動脈硬化の進展
による臓器障害の指標となる検査として認識されて
いる．慢性腎臓病（CKD）の重症度分類 71）や糖尿病
性腎症病期分類 72,73）には必須検査であり，日本高
血圧学会等の種々の学会の治療ガイドライン74）に
も心血管病の危険因子として取り上げられている．
侵襲なく検査可能であることから人間ドック健診
に取り入れるべき検査と考えられる．我々は軽症
糖尿病においてbaPWVに影響する因子が尿中微
量アルブミンの有無であることを見出し 23），以後
同様の結果も報告されている75,76）．
（d）高感度CRP
　 （high sensitivity C-reactive protein：hsCRP）

動脈硬化の進展に，物理化学的，微生物やウイ
ルス感染による慢性的な炎症が関わっているとい
うということが近年の研究の蓄積で明らかになって
いる77-79）．肥満症をはじめとした生活習慣病により
hsCRPが高値となること，心血管イベントの二次
予防としての予後を知る指標としても有用である報
告が多い．これらのことから，人間ドック健診で基
本的に測定するべき検査項目であると考える．筆
者の施設では，CRP測定は以前から全例hsCRPを
標準として測定している．最近，我々は，通常正常
範囲とされる0.4mg/dL以下に限定した対象におい
て，男女ともにhsCRPが内臓脂肪面積やbaPWV
と有意な正相関を示すことを報告している80）．日本
人の基準値としては1.0 mg/Lをカットオフ値とす
る報告があり81），欧米でも1.0 mg/L未満を正常値
として提唱している79）．
（e）酸化ストレス

酸化ストレスとは，生体内の活性酸素産生系と
活性酸素を除去する抗酸化能力とのバランスで定
義されるものである．体内には種々の活性酸素種

（reactive oxygen species：ROS）産生系と消去系が
存在する．しかしその測定が一般の健診施設や医
療機関では難しかったこと，酸化ストレスと老化

も含めた多くの疾患との関連性は示唆されるもの
の 82-85），決定的な研究成果がいまだに出てこない
ことなどから一般的ではなかった．しかしながら，
食物から摂取する抗酸化物質の重要性や，生活習
慣病やいわゆるアンチエイジング対策として，酸
化ストレスがより重要視されるようになってきて
いる．そして，比較的簡便に測定できる検査が普
及してきている現状を踏まえると，やはり取り入
れることを考慮するべき検査項目であろうと考え
る．我々は，一般的な健診施設でも測定可能となっ
た活性酸素産生指標となる脂質過酸化物質である
d-ROMs（derivatives of reactive oxygen metabolites）
と，抗酸化能力であるBAP（biological antioxidant 
potential）86）の同時測定による日本人健診受診者に
おける検査結果を報告した．d-ROMsに最も影響
を与える因子はhsCRPであり，内臓脂肪面積も，
hsCRPに次ぐd-ROMsを規定する因子であった 87）．
内臓脂肪を蓄積させる状態が酸化ストレスを介し
て軽度の持続的な炎症を持続させ，動脈硬化を進
展させていくということも示唆された．また，内因
性抗酸化物質であるアルブミンや尿酸がBAPとの
正相関を認め，BAPがこれらの抗酸化物質を測定
できていることも明らかになった．さらに，活性酸
素産生系であるd-ROMsと消去系であるBAPを同
時に測定した結果から，d-ROMsとBAPが正の相
関を示すことも見出し（図9），活性酸素産生の増加
に対する生体内の代償機構が働いている可能性を
示した結果と考えられた 87）．酸化ストレスは，活性
酸素産生系と消去系のバランスで定義されている

図9　d-ROMsとBAPの相関　文献87）より一部改変引用
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以上，産生系と消去系は同時に測定されるべきであ
る．d-ROMsおよびBAPに関する結果については，
本学会誌の総説でも取りあげられている88）．さらに，
最近，我々は，抗酸化物質と考えられている尿酸
について，キサンチンオキシダーゼ阻害薬である尿
酸合成阻害薬を，高尿酸血症患者に投与すること
による尿酸値低下に伴うd-ROMsとBAPの変化に
ついて報告した 89）．従来酸化ストレスの指標とし
ては，活性酸素により障害され尿中に排泄される
8ヒドロキシーデオキシグアノシン（8-OHdG）90），
8-イソプロスタン（8-iso-PGF2α）91）や酸化LDL92）

などが測定されてきたが，さらに，今後はこれら
の検査の組み合わせなども考慮した，より測定精
度の高い酸化ストレス評価法の検討が求められる．

おわりに
人間ドック健診において基本項目として取り入

れるべき検査について，血管機能や形態的変化を
調べる検査について中心に解説した．動脈硬化リ
スクを評価するバイオマーカー検査については，
紙面の都合で要点のみを簡略して概説した．一つ
だけで万能な検査は存在せず，受診者の特徴や病
態に応じて検査を組み合わせて実施したうえで，
総合的に結果を解釈することが不可欠である．従
来の生活習慣病対策検査を実施する以上に，動脈
硬化の進展により精度高く客観的にアプローチで
きることが，これらの検査を実施するうえで非常
に重要である．将来的には，受診者の状態に応じ
てどのような検査を組み合わせるかについて，本
学会としてのガイドライン的な試案を作成する必
要もあると考える．
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Examinations that should be Available for Atherosclerosis Prevention  
in Ningen Dock Health Check-ups 

Toshiki Fukui

Center for Preventive Medical Treatment
Olive Takamatsu Medical Clinic

Abstract
  Although cancer is the leading cause of death in Japan, if cardiovascular and cerebrovas-
cular diseases, the 2 forms of atherosclerotic diseases, are added together, their proportion 
of all causes of death is comparable to that of cancer. Thus, a major objective of Ningen 
Dock check-ups and routine medical care is prevention of cancer and atherosclerosis but 
it remains unclear which examinations should be the basic ones performed. The revised 
health check-up evaluation guidelines published in 2008 set forth a tentative plan for the 
performance atherosclerosis-related check-ups and its major intent was to firmly establish 
atherosclerosis-related examinations as basic ones in Ningen Dock health check-ups. Em-
phasis was placed on the feasibility of adopting individual examinations nationwide in con-
sideration of whether sufficient evidence was available as well as differences in accuracy of 
equipment and procedures among facilities, the time taken for exams and their cost. 
  Regarding examinations that should be available for atherosclerosis prevention, the possi-
bility of using the self-paid medical treatment system should be considered and the fact that 
most optional health check-up examinations are currently performed with local government 
support or under corporate welfare plans should also be taken into account.
  The present review outlines recent trends in examinations thought to be useful for ath-
erosclerosis prevention as well as studies that have been performed at our facility on them, 
with the focus on those that investigate vascular function and morphological changes. It also 
looks at biomarker tests that evaluate atherosclerotic risk in these regards.

Keywords: Ningen Dock, atherosclerosis, vascular function tests, biomarker
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当院の人間ドックにおけるロコモティブシンドローム健診の試み
泉田良一 1）　池田祐一 2）　寺田総一郎 2,3）　籠島 智 2）　鈴木俊雄 2）

溝口勝己 4）　伊藤裕之 5）

要　約
目的：ロコモティブシンドローム（以下，ロコモ）は，少子高齢社会における運動器の障害の予防を
一般社会に啓発すべく，日本整形外科学会によって提唱された新概念であるが，被験者が自身の運
動器の状態を7項目のロコチェックで判定し，予防のために開眼片脚立ちとスクワットからなるロコ
モーショントレーニング（以下，ロコトレ）を行うようデザインされている．ただ，ロコチェックの陽
性率が50歳代以前では低いこともあり，若年のうちから予防を促すという意味合いでは，やや響き
が薄いきらいがある．2014年にその欠点を解消するために，立ち上がりテスト，2ステップテスト，
ロコモ25（25項目のアンケート）の3項目からなる新たなロコモ度テストが追加された．しかし，上
記テストはまだ発表後日も浅く，正常値の集積も充分ではない．そこで今回，当院人間ドック（マッ
クスライフ）でロコモ度テスト参加希望者を募り，青壮年期のデータを収集するとともに，ロコモ度
テストが将来人間ドックにおける運動器健診として採用可能であるかどうか検討を行った．
方法と結果：ロコモ度テスト参加希望者は20歳から74歳の246名である．2ステップテスト，立ち
上がりテストは年齢に従って低下を示したが，立ち上がりテストのほうが，機能低下の進行が顕著
であった．
結論：上記の3つのテストは，試行中特に事故もなく，将来，人間ドックで運動器健診の採用を考
える場合に有用な選択肢になると思われた．

キーワード ロコモティブシンドローム，運動器障害，高齢社会

はじめに
ロコモティブシンドローム（以下，ロコモ）は，

今後益々拍車がかかる我が国の高齢化問題におけ
る運動器の障害の予防を一般社会に呼び掛けるべ
く，2007年に日本整形外科学会によって提唱され
た新概念である 1）．当初，被験者が自身の運動器
の状態を7項目のロコチェックで判定するように
デザインされていたが，ロコチェックの陽性率が
50歳代以前では低いため，若年のうちから運動器
の障害の予防をうながすという意味合いでは，や
や響きが薄いきらいがあった．そこで新たに若年
向けに立ち上がりテスト，2ステップテスト，ロ
コモ25（25項目のアンケート）の3項目からなる新
たなロコモ度テストが上梓された 2）が，まだ発表
から日も浅く，基準値の集積も充分とはいえない．

今回，当院人間ドック（マックスライフ）でロコ

モ度テスト参加希望者を募り，青壮年期のデータ
を収集するとともに，ロコモ度テストが将来，人
間ドックにおける運動器健診として採用可能であ
るかどうか検討を行った．

ロコモ提唱の背景
ロコモ提唱の背景には以下の4つの要因が挙げ

られる．
少子高齢化

我が国で平均寿命が男女ともに50歳を越えた
のは，戦後の昭和22年のことである．その後平
均寿命の延びは急速に進み，現在，日本社会は4
人に1人以上が65歳以上の超高齢社会を迎えて
いるが，他方同時に急速な少子化を来しているた
めに，他に例をみない速度で少子高齢化が進行し
ている．そのため，2025年頃には介護保険に必

1）仁生社江戸川病院  慶友人工関節センター 
2）仁生社江戸川病院  総合健診センター（マックスライフ） 
3）仁生社江戸川病院  内視鏡センター 
4）仁生社江戸川病院  リハビリテーション科　　5）仁生社江戸川病院  内科（糖尿病・代謝・腎臓内科）
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要な費用は現在の4割増しの12兆円前後になる
ことが予想されている．
平均寿命と健康寿命の解離

栄養・衛生・医療の改善により，日本人の寿命
は男性が80.21歳，女性が86.61歳（平成25年度，
厚労省調べ）となっているが，平均寿命と健康寿
命の間に男性では約10年，女性では約13年の差
があり，このギャップを要支援・要介護となって
過ごす可能性が高い．
運動器の健康寿命

日本整形外科学会の調査によると，運動器の入
院手術療法を受けた人数は，40歳代末まで増加
傾向がみられないが，50歳から増加に転じ，70
歳代でピークを迎える．このことは何も予防しな
いで手をこまねいていると，運動器の健康寿命が
50年前後であるということを明確に表している．
要支援・要介護の意識と実態の乖離

ロコモ チャレンジ！推進協議会が行ったアン
ケート調査で，一般に要介護・支援の原因を尋ね
たところ，認知症が34%，脳梗塞が27%との答
えが上位2位を占め，運動器疾患が原因と答えた
のは14%にすぎなかった．しかし，実際には外傷・
関節疾患と脊髄損傷を合わせると23%になり，
国民の意識と実態の乖離が著しい．さらに，最近
の統計によると，運動器の障害の割合は25%ま
で上昇している．

まとめると，人口の長寿化に運動器の健康が追
いついておらず，要介護高齢者の増加が，少子化

と相俟って社会的にも大きな問題であることが浮
き彫りになってくる．また，運動器の機能障害が
要介護・支援の要因として重要であることについ
ての認識も不十分であり，そのことについての啓
発活動が是非必要であることも理解される．

ロコモの概念と具体的内容
ロコモティブシンドロームは，2007年に日本

整形外科学会が運動器とその健康を守ることの重
要性を啓発するために世界に先駆けて提唱した概
念で，「運動器の障害のために移動能力の低下を
来し，進行すると要介護になる危険性が高まる状
態」と定義されている．

そのコンテンツは，当初7項目のロコチェック
と2つのロコトレからなっていたが，2013年5月
にロコモ度テストが追加された．
ロコチェック

ロコチェックは，以下の7項目である（図1）．
①片脚立ちで靴下がはけない：バランス力の低下，

脚を上げる筋力の低下の可能性がある．
②家の中でつまずいたりすべったりする：下肢の

変形性関節症で痛みを避けるために，すり足の
ようにつま先を上げずに歩く場合や，かくれ脳
梗塞，頚椎症や腰部脊柱管狭窄症などによる不
全麻痺が潜在する可能性がある．

③階段を上がるのに手すりが必要である：平地歩
行は平気でも，階段昇降で下肢関節痛が惹起さ
れたり，下肢筋力が低下した場合に現われる．

図1　7つのロコチェック
1つでも当てはまったら，ロコモが疑われます．日本整形外科学会ロコモパンフレット2013年度版より．
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④家のやや重い仕事が困難である：これは掃除や
布団の上げ下ろしを指すが，足腰の筋力の衰え
や，膝，腰の痛みがあれば陽性となる．

⑤2kg程度の買い物をして持ち帰るのが困難であ
る：下肢の筋力やバランス能力の低下があれば
制限される．

⑥15分くらい続けて歩くことができない：持久
力の低下を示す項目である．腰から脚にかけて
の痛みやしびれが誘発されるようだったら腰部
脊柱管狭窄症の存在を考えなければならない．

⑦横断歩道を青信号で渡りきれない：この項目は
歩行速度の低下を表わす．すべてとはいえない
が，日本では，原則として秒速1mで歩ければ
点滅信号の間に渡りきれるように時間が設定さ
れているとのことである．歩行速度の低下は，
歩行能力の低下を如実に表わす．
ただ，このロコチェックの大きな問題点は，前

述のようにこれらの項目が陽性になってくるのが
多くの場合50歳代になってからであり，ロコモ
の本来の目的である運動器の衰えに気付き，若年
の頃から運動に親しむような行動変容をうながす
ためのツールとしては物足りないことである．

そこで，新たな気付きのツールとしてロコモ度
テストが提唱された．
ロコモ度テスト

ロコチェックが現時点でロコモであることを
チェックするためのツールであることに対し，ロ

コモ度テストは自分の足腰の能力が年代相応かど
うか調べることによって，将来ロコモになる可能
性の有無を推測するためのツールである．

ロコモ度テストは，立ち上がりテスト（下肢筋
力とバランス），2ステップテスト（歩幅），ロコ
モ25（身体状態・生活状況）の3項目からなり，そ
のテストの結果が1つでも年代相応の数値に達し
ていない時は，将来ロコモになる可能性があると
判断される．
●立ち上がりテスト（図2）3）

片脚または両脚で，決まった高さから立ち上
がれるかどうかで脚力を測る．

具体的には，40，30，20，10cmの台を用意し，
図のように脚を肩幅ぐらいに広げ両腕を組んで
座る．40cmの台の場合，膝を70度ぐらいに
曲げ，遊脚側の膝は軽く曲げる．反動をつけず
に立ち上がり3秒間立位を保持する．

片脚立ち上がりテストが左右ともに可能だっ
たら，30cm，20cm，10cmと台を低くして同様
のテストを繰り返す．両側ともに可能であった高
さがその被験者の記録である．また40cmの台
でも片脚で立ち上がれなかった場合は，両脚で
立ち上がれた一番低い台の高さを結果とする．
注意点：反動をつけると後方に転倒する危険性
がある．膝痛が起きそうな場合は中止する．
評価方法：各世代別の標準値と比較し，その世
代で50%以上の被験者が立ち上がれる高さか，

図2　ロコモ度テスト①：立ち上がりテスト
片脚または両脚で，決まった高さから立ち上がり，下肢の筋力を評価します．
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それより記録が良い場合，被験者は年齢相当以
上の脚力とバランス力を維持していると判定さ
れる（図3）．
●2ステップテスト（図4）4）

歩幅を測定することにより，下肢の筋力・バ
ランス能力・柔軟性などを含めた歩行能力を総
合的に評価するテストである．

具体的には，できる限り大股で2歩歩き，両
足を揃え，その2歩分の歩幅を測る．2回繰り
返し，良かった方の記録を身長で除した値を算
出する．この結果も年代別の基準値と比較し，

平均値かそれより良い場合，年代相応の歩幅を
維持していると判定できる（図5）．
●ロコモ25（表1）

ロコモ25は，25の設問に答えて，体の痛み
や，日常生活で困難なことを調べるものである．
5段階評価で，0点が最高で点数が上がるにつ
れて身体・生活状況が困難になっていることが
示される．これも年代別に平均値が出ているの
で，それと比較して判定する（図6）．
補注：ロコモ度テストは2013年度版では計測値
を年代階層別の標準値と比較して評価するよう

図3　ロコモ度テスト①：立ち上がりテスト　実際に立ち上がれた台の高さ（年齢階層別グラフ）
日本整形外科学会ロコモパンフレット2013年度版より．

図4　2ステップテスト
歩幅を測定することで，下肢の筋力・バランス能力・柔軟性などの歩行能力を総合的に評価します．
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図5　ロコモ度テスト②：2ステップテスト　年代別2ステップ値
日本整形外科学会ロコモパンフレット2013年度版より．

1問ごとに5つの選択肢，選択肢に0～4点が配点，・合計点（0～100点）で評価，点数が低いほど良好．
日本整形外科学会ロコモパンフレット2013年度版より．

表1　ロコモ度テスト③：ロコモ25　25項目の自記式質問票
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になっていたが，2015年5月にロコモ度1，ロ
コモ度2という臨床判断値が追加され評価法が
変更された．詳しくは日本整形外科学会ロコモ
パンフレット2015年度版（https://www.joa.or.jp/
jp/public/locomo/locomo_pamphlet_2015.pdf）
を参照されたい．
ロコトレ（図7）5）

身体を鍛えるための運動は，それぞれの身体機
能レベルに応じて行ってもらえれば良いのである
が，日常まったく運動に親しんでいない場合，推
奨されるロコトレは2つの運動，すなわち片脚立
ちとスクワットである．

この2つの運動が取り上げられた理由は，大き
な負担になることがなく，いつでも誰でもやれる

こと，逆に膝痛や腰痛を起こす危険性が小さいこ
とである．

片脚立ちは開眼のまま片脚を左右1分間ずつ上
げるというもので，1日3回行う．狙いは転倒しな
いバランス力をつけようということであるが，逆
に転倒の危険もあるので，必ず摑まるものがある
ところで行うこと，もし，不安定な場合は指や手
をついて行うことが推奨される．

スクワットの狙いは下肢筋力の増強である．や
り方は，上体をまっすぐ上下動させるのではなく，
椅子に腰かける寸前のように臀部を後ろに突き出
すような形を作る．この場合注意すべき点は，動
作中息を止めないこと，膝痛を起こさないために
膝は90度以上曲げないことであるが，ゆっくり深

図7　ロコモ対策としてのロコトレ
日本整形外科学会ロコモパンフレット2013年度版より．

図6　ロコモ度テスト③：ロコモ25　年代別「ロコモ25」点数グラフ
合計点数が年代相応の範囲に入っているかを判定．
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呼吸をするペースで，5～6回を1日3回行う．
転倒の危険がある場合は，後ろに椅子を置いて

行ったり，机に手をついて行うことも考える．
その他にはヒールレイズ（爪先立ち練習），フロ

ントランジ（フェンシングのスタイルを取る運動）
が推奨される．

また，できれば厚労省アクティブガイド+10や
文部省・厚生省・農林水産省作製の“食生活指針”
平成12年度等も参考にしたい．

当院人間ドックにおけるロコモ度テストの試み
対象と方法

対 象 は，2014年1月9日 か ら3月11日 に 当 セ
ンターに来院した20～79歳の健康診断受診者等

（970名）のなかで，参加に賛同した20歳から74歳
の244名（男性109名，女性135名）で，平均年齢
はそれぞれ45.9歳と46.4歳であった．これらの
被験者に対し，前述のロコモ度テストを行い，各
テストと年齢および各テスト間の相関を検討した．

さらに，そのうちの157名を対象としてテスト
の後にアンケート調査を行った．アンケート調査
は154名（回収率98.1%），平均年齢47.1 ± 10.7

歳（男性60名，平均年齢47.0歳，女性94名，平
均年齢47.1歳）で行われた．アンケート項目は
A.ロコモという言葉の認知度，B.ロコモの意味
の理解度，C.実技を行った感想，D.参加感想，E.次
回参加意向，F.健康診断における必要性の6項目
である．

なお，本調査は当院倫理委員会の承認済みで
ある．
結　果

今回の調査によれば，2ステップ値の平均は男
性では1.63 ± 0.12であり，女性では1.55 ± 0.11
であった．男性では年齢に従って僅かな低下を示
し，r=0.316と弱い相関であった．また女性では
明らかな年齢との相関はみられなかった．

ロコモ25全体では，最大値が14，最小値が0点
であり，最頻値は0，中央値が1であった．男女と
もに年齢に従って有意な増加を示したが，男性で
はr=0.200，女性ではr=0.332と弱い相関であった．

立ち上がりテストでも年齢が上がるにつれて立
ち上がり能力の低下がみられたが，男女とも半数
以上で，60歳代まで40cmの台からの片脚起立
が可能であった（図8）．

図8　年齢とロコモの指数の関係



人間ドック　Vol.30  No.5  2016年 29 ( 829 )

3つのテスト間の相関をみると，2ステップ値
とロコモ25間の相関は男性ではr=0.224，女性
でも r=0.224であり，ごく弱い相関であった．

立ち上がりテストが離散量であるため，2ステッ
プ値，ロコモ25との相関は求めなかったが，グラ
フからは弱い相関関係があることが伺われた．

まとめるとこれらのテストは年齢およびテスト
相互間に弱い相関はあるが，その相関性は高くな
かった（図9）．

ロコモティブシンドロームパンフレットに記載

されている平均値と比較すると，2ステップ値と
ロコモ25ではより良い値が観察され，立ち上がり
テストでは平均値とほぼ一致する結果であった．

次に，ロコモについてのアンケートの結果であ
るが，ロコモの認知度は5.2%と低く，さらに理
解度はその半分の2.6%であり，ロコモの認知が
当院の人間ドック受診者に普及していないことが
示された．ただ，女性では認知度が7.4%，理解
度が4.3%と男性の認知度1.7%，理解度0%と比
較して高い傾向がみられた（図10）．

図9　ロコモの指数間の関係

図10　「ロコモ」の認知度と理解度
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図11　ロコモ度テスト参加の感想

年代別では，60歳代男性の認知度が16.7%，
30歳代女性の認知度・理解度はともに15.4%と
高値を示した．

実技感想では，83.2%の受診者が「思っていた
より出来なかった」と回答し，「立ち上がりテスト」
が出来なかったとの感想がほとんどであった．参
加して良かったとの回答が96.8%を占め，実施は
好評であった．また，次回の参加を望む声も多く
98.7%にのぼり，健康診断における必要性を自覚
する率は98.0%に達した（図11）．

考　察
ロコモ度テストは，3項目合わせると包括的か

つ総合的な運動器の評価が可能なシステムになっ
ているのであるが，数多くある運動機能検査のな
かから立ち上がりテストと2ステップテストが選
択された理由について，多少の論考を試みたい．

まず，いくつかの先行研究が比較検討された．
新開らは，地域在住高齢者のADL障害発生と体
力測定の関連を検討し，運動器の衰えを推定する
には歩行速度と開眼片脚起立時間が優れていると
述べている 6）．また，鳥羽らは，21項目の転倒指

数を提唱しているが，そのうち運動関係の危険因
子として，つまずくことがある，階段昇降に手す
りが必要，歩く速度が遅くなってきた，片脚立ち
で5秒くらい立てない，1kmくらい続けて歩けな
い等を挙げている 7）．

それらの結果から，ロコモ危険度を推定するた
めには，バランス力と歩行速度の計測が必要であ
ることが分かった．

そこで，下肢筋力とバランス力の評価のために
立ち上がりテスト，歩行速度を代用できる検査法
として2ステップテストが採用された．

今回の調査では，上記の3つのテストは試行中
特に事故もなく行われ，将来，人間ドックで運動
器健診の採用を考える場合に有用な選択肢になる
と思われた．ただ，3テスト間の相関が低いこと
から，それぞれが運動器の能力の違った側面を反
映している可能性が高く，メタボの腹囲のように
健診項目として1点に絞ることは困難と思われた．
また，2ステップテストとロコモ25では，ロコモ
ティブシンドロームにある基準値と乖離がみら
れ，この点に関しては将来的にも検討が必要であ
ることが理解された．
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アンケートの結果では，ロコモの認知度，理解
度は低いものの，自分自身の運動器の状況に対す
る関心が強いことが分かった．今回を契機に「ロ
コトレ」を始める等の自発的な感想が受診者に多
く聞かれ，健康管理の動機づけとしてロコモ度テ
スト実施の効果は大きいと思われる．対応する健
診スタッフやテストを行える受診者の制限等の課
題はあるが，さらに検討を加えたい．

まとめ
日本整形外科学会が健康寿命の延伸に運動器の

健康が重要であることを啓発するべく，2007年
に提唱したロコモティブシンドロームについて説
明し，併せて当院人間ドックで試みとして行った
ロコモ度テストとそれについてのアンケートの結
果を述べた．

人間ドックでロコモティブシンドローム健診を
行うことは，地域住民健診等に比べ健診対象がよ
り若年層であること，経年的なデータを得られる
可能性が高いこと等メリットも大きい．また，参
加者からは継続について好意的な意見が多く寄せ
られた．

今後は，地方自治体等を中心にロコモの啓発活
動の輪が広まってくることが期待されるが，ロコ
モの本来の目的である運動器の機能障害の予防と

いう面から考えると，人間ドックの健診の項目に
ロコモ度テストが加えられることは大変有意義な
ことと考える．

利益相反
なお，本稿については，いかなるCOIも存在

しない．
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Abstract
Objective: Locomotive syndrome (abbreviated as Locomo) is a novel concept proposed by 
the Japanese Orthopaedic Association in 2007. Its purpose is to raise the awareness of the 
general public in order to prevent disorders of the locomotive organs, which appear to be 
increasing as a result of Japan’s low birth-rate/continually aging society. In the conventional 
test, subjects are required to self-evaluate locomotive organ disorders using “loco-check”, 
which consists of seven check items. However, given that the positive rate of loco-check is 
low in the population under 50, this design was considered insufficiently effective for en-
couraging prophylaxis from an early age. In order to solve this problem, the Locomotive 
Syndrome Risk Test was newly introduced in 2014. This test is composed of three parts: 
Stand-up Test, Two-step Test, and Locomo-25 Questionnaire. 
We solicited participants for the Locomotive Syndrome Risk Test at the health check-up 
center of our hospital in order to collect data from relatively younger people and evaluate 
the feasibility of using the test for checking the status of locomotive organs at health check-
up centers. 
Methods and Results: A total of 246 people, ranging in age from 20 to 74 years, applied for 
the test. Although the results showed functional deterioration with age both in the Two-step 
Test and the Stand-up Test, the deterioration was more prominent in the Stand-up Test. 
Conclusion: Based on the fact that no particular problems occurred during our study, these 
three tests were considered to be useful options for examining the status of locomotive or-
gans at health check-up centers.

Keywords: locomotive syndrome, musculoskeletal disorder, aging society
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肺がん患者に対するアミノインデックスⓇ
がんリスクスクリーニング（AICS（肺））と胸部単純X線検査の 

がんスクリーニング精度に関する比較検討
東山聖彦 1）　山本浩史 2）　池田温子 2）　山本麻以 2）　徳永俊照 1）

岡見次郎 1）　今村文生 3）　中山富雄 4）

要　約
背景と目的：肺がん患者と健常人の血漿中アミノ酸濃度を統計解析することによって開発されたア
ミノインデックスⓇがんリスクスクリーニング（AICS（肺））は，近年，肺がんのスクリーニング検査
法として実用化されている．今回，肺がん患者を対象に，AICS（肺）と胸部単純X線検査の肺がん検
出感度を比較検討した．
方法：肺がん患者234例より採血し，liquid chromatography-mass spectrometry（LC/MS）にて測定
した血漿中アミノ酸濃度よりAICS（肺）値を算出し，ランクA，B，C判定を行った．また，胸部単
純X線検査（立位正面像）にて腫瘤陰影の検出能を評価した．これらAICS（肺）と胸部単純X線検査の
肺がん検出感度を比較した．
結果：ランクC判定においてAICS（肺）は，腫瘍径1.0cm以下の肺がんに対して胸部単純X線検査
より有意に高い感度（p＜0.05）を示した．特に，腫瘍径が1.5cm以下の腺癌に対しても，AICS（肺）
は，胸部単純X線検査よりも有意に高い検出感度（p＜0.05）を示した．腫瘍径2.0cm以下の小型肺
がんおよび病期ⅠA期の肺がんに関しては，AICS（肺）と胸部単純X線検査は同等の感度を示し，併
用による感度の上昇がみられた．
結論：AICS（肺）は，胸部単純X線検査では検出できない腫瘍径の小さな肺がんの検出に有用な簡便
なスクリーニング検査であることが示唆された．

キーワード 健康診断，アミノインデックスⓇがんリスクスクリーニング（AICSⓇ），胸部単純X線検査

はじめに
血漿中のアミノ酸濃度は，通常，生体の恒常性

維持機能により，一定となるように正確に制御さ
れているが，がんを含む，肝不全，腎不全，アル
ツハイマー病，精神疾患などのさまざまな疾患に
おいて，その制御機構が崩れ，血漿中アミノ酸濃
度のバランスが変化することがこれまでに報告さ
れてきている 1-4）．

我々はアミノ酸を変数とした多変量解析を用い
て，健康状態や疾病の可能性をスコア化する「ア
ミノインデックス技術」を開発してきた 5,6）．

さらに，「アミノインデックス技術」をがん領域
に応用して，がん患者約2,500例，健常者として
の人間ドック受診者約15,000例の血漿検体を用い

た多施設臨床研究を行い，胃がん，肺がん，大腸
がん，膵臓がん，前立腺がん，乳がん，子宮頸がん，
子宮体がん，卵巣がんの各がん患者と，健常者の
血漿中アミノ酸濃度を分析，比較解析し，がんの
スクリーニングを目的とした，アミノインデック
スⓇがんリスクスクリーニングAminoIndexⓇ Cancer 
Screening（AICSⓇ）検査を開発した7-13）．

AICS（肺）は，セリン，グルタミン，アラニン，
ヒスチジン，オルニチン，リジンの6種類のアミノ
酸から構成されている肺がんを判別するインデッ
クスであり，人間ドックにおいて肺がんのスクリー
ニング検査としてすでに用いられている 7,14-17）．

AICS（肺）は，血液中のアミノ酸濃度を測定し，
アミノ酸濃度のバランスの違いを統計的に解析す

1）大阪府立成人病センター  呼吸器外科 
2）味の素株式会社  イノベーション研究所 
3）大阪府立成人病センター  呼吸器内科 
4）大阪府立成人病センター  疫学課
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ることで，肺がんに罹患している可能性を評価す
る検査である．AICS（肺）では，がんに罹患してい
る確率をアミノ酸データから算出した0.0～10.0
の数値（AICS（肺）値）で示し，特異度80%となる
AICS（肺）値を5.0，特異度95%となるAICS（肺）
値を8.0と設定している．AICS（肺）値が高値を示
すほど，肺がんである確率が高いとされている．
実際には，AICS（肺）値からリスクを判断する目安
として，0.0～4.9をランクA，5.0～7.9をランク
B，8.0～10.0をランクCとした3つのランクに分
類し，肺がんである確率を3段階で示し，特にラ
ンクCと判定された場合には，肺がん罹患のハイ
リスク群として精査を勧めることにしている．

AICS（肺）は，肺がんを早期の段階から検出でき，
血液検査による簡便ながんスクリーニング法であ
ることを特長としている．病期 I期肺がんに対し
て，ランクC判定で38%，ランクBまたはランク
C判定で70%の感度を示すこと 7），血清CEA値の
ような従来の腫瘍マーカーと比較しても，特に早
期がんで有意に高い感度を示すことが報告されて
いる 13）．また，最近では人間ドックの場でもさま
ざまな実績が報告されるようになってきた 15-17）．

一方，胸部単純X線検査は，肺がん検診におい

て古くから最も一般的に用いられている検査であ
るが，腫瘍径が小さい場合，腫瘍陰影が心臓，縦
隔，横隔膜，肋骨等に重なる場合，腫瘍陰影が淡
い場合等では検出能は低く，その結果，肺がんが
見落とされることが報告されている 18-20）．

今回，外科切除肺がん患者を対象に術前AICS
（肺）と胸部単純X線検査の検出感度を比較し，

AICS（肺）の肺がんスクリーニング検査としての
有用性を検討したので報告する．

方　法
2007年2月～2010年8月までに，大阪府立成

人病センター呼吸器外科にて外科切除された肺が
ん患者で，術前にインフォームド・コンセントを
行い，書面にて本研究への参加同意が得られた
234例を対象とした．

解析対象患者の臨床病理学的データ（性別，年
齢，病理病期，腫瘍径）のサマリーを表1に示した．
組織型は，腺癌173例，扁平上皮癌50例，その
他の組織型11例からなり，その内訳は大細胞癌3
例，小細胞癌3例，多形癌3例，腺扁平上皮癌1例，
粘表皮癌1例であった．

胸部単純X線検査は，外科切除入院時の術前に

表1　解析対象者
全症例 腺癌 扇平上皮癌 その他のがん

症例数 234 173 50 11

性別
男 149 93 47 9
女 85 80 3 2

年齢 (平均土標準偏差 ) 65 ± 10 65 ± 10 67 ± 9 61 ± 11

病理病期

ⅠA 122 106 11 5
ⅠB 49 29 17 3
ⅡA 6 5 1 0
ⅡB 17 5 11 1
ⅢA 24 16 8 0
ⅢB 12 10 1 1
Ⅳ 4 2 1 1

腫瘍径（cm）

≦1.0 23 20 3 0
1.0＜　≦1.5 36 31 4 1
1.5＜　≦2.0 39 34 3 2
2.0＜　≦3.0 40 34 2 4
3.0＜ 94 54 36 4
測定不能（中心型肺がんのため） 2 0 2 0

AICS（肺）
ランクA 66 52 10 4
ランクB 69 55 11 3
ランクC 99 66 29 4

胸部単純X線検査
腫癌陰影検出可能 151 99 42 10
腫癌陰影検出できず 83 74 8 1
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撮影されたデジタル画像（胸部立位正面像）に対
し，腫瘤陰影の有無を評価した．なお，撮影条件は，
電圧120kV，電流200～250mA（フォトタイマを
用いて患者体格に合わせて自動選定），管球との
距離は180cmとした．肺がん腫瘤陰影の読影は，
日本呼吸器学会専門医2名（MH，FI）または呼吸
器外科専門医3名（MH，TT，JO）のうち，少な
くとも2名以上によりモニターで行い，検出困難
な症例についてはその理由を大きく2つ（タイプ
A：陰影が淡いまたは小型，タイプB：陰影が周
囲組織と重なり分かりづらい）に分類した．なお
腫瘍径は胸部単純X線検査で陰影検出の有無に関
わらず，胸部CT肺野条件の長径最大値を用いた．

一方，AICS（肺）値は，外科切除入院時の術前日
の午前中空腹時に採血し，血漿分離を行ってから
liquid chromatography-mass spectrometry（LC/MS）
を用いて血漿中アミノ酸濃度を味の素株式会社に
て測定し，既報に基づいて開発された肺がんを判
別するAICS（肺）の判別式を用いて算出し，ランクA，
ランクB，ランクCに分類した．

AICS（肺），胸部単純X線検査，AICS（肺）と胸
部単純X線検査を組み合わせた際のがん検出感度
を算出し，R バージョン3.1.3（The R Foundation 
for Statistical Computing, Vienna, Austria）を用いて，
AICS（肺）と胸部単純X線検査の感度をMcNemar’s 
Chi-squared testを用いて比較した．また，GraphPad 
Prism 6（GraphPad Software Inc. California, U.S.A）
を用いて，AICS（肺），胸部単純X線検査，AICS（肺）
と胸部単純X線検査を組み合わせた際のがん検出
感度の95% CIを算出した．

なお，本研究は大阪府立成人病センターの倫理
審査委員会で承認を得て行った．

結　果
対象全患者234例のAICS（肺）判定は，ランクA 

66例（28%），ランクB 69例（29%），ランクC 99例
（42%）であった（表1）．一方，胸部単純X線検査
では，腫瘤陰影検出可能例は151例（65%），検出
困難例は83例（35%）であった（表1）．腫瘤陰影を
検出できなかった理由は，タイプA 28例（うち，2
例は中心型早期肺がん），タイプB 55例で，さら

に，タイプBの内訳は，骨陰影（肋骨，椎体，鎖
骨など）との重なり31例，肺門陰影との重なり
11例，心・大血管陰影との重なり10例，横隔膜
陰影との重なり3例であった．ちなみにこれら83
例中，中心型肺がん2例を除く81例では胸部CT
で腫瘤陰影を検出することができ，陰影発見に
至ったCT撮影の内訳は，他疾患の診断・治療中
のCT 28例，検診CT 27例，人間ドックCT 10例，
胸部単純X線検査にて別の肺異常陰影精査CT 10
例，胸部有症状（血痰，咳など）の精査CT 5例，
PET検診CT 1例であった．また，胸部単純X線
検査での検出困難例83例におけるAICS（肺）判定
は，ランクA 29例（35%），ランクB 27例（33%），
ランクC 27例（33%）であった．

次に，肺がん患者の腫瘍径別のAICS（肺），胸
部単純X線検査および2つの検査を併用した場合
の肺がん検出感度を図1に示した．

AICS（肺）において特異度95%をカットオフ値
としたランクC判定を陽性とすると，胸部単純X
線検査と比較した場合，腫瘍径1.0cm以下の肺
がん患者に対して，AICS（肺）の感度は48%であ
り，胸部単純X線検査の感度22%より有意に高
い感度（p＜0.05）を示した．腫瘍径1.5cm以下
の肺がん患者に対しても，AICS（肺）の感度39%
は胸部単純X線検査の感度24%より高い値を示
した．さらに腫瘍径1.5～2.0cmを含めた2.0cm
以下の肺がん患者では，AICS（肺）の感度38%と
胸部単純X線検査の感度35%と差はみられない
が，両検査を組み合わせることにより57%と感
度は上昇した．一方，2.0cmを超える腫瘍径の
肺がんに対しては，AICS（肺）の感度46%に比べ
胸部単純X線検査の感度は87%となり，胸部単
純X線検査の方が有意に高かった（p＜0.001）．
さらに特異度80%をカットオフ値としたランク
BまたはランクC判定を陽性とすると，腫瘍径
1.0cm以下，1.5cm以下，2.0cm以下のいずれ
の肺がん患者に対しても，AICS（肺）は胸部単純
X線検査より有意に高い感度（それぞれp＜0.01，
p＜0.001，p＜0.001）を示した．なお2.0cmを
超える腫瘍径の肺がん患者では，AICS（肺）の感
度は76%と胸部単純X線検査の感度87%には及
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ばなかった（p＜0.05）が，両検査の併用により，
感度は97%にまで上昇した．

次に症例数の多くを占める腺癌（図2）に限って
腫瘍径別の感度を検討してみると，ランクC判

図2　腺癌患者に対するAICS（肺）と胸部単純X線検査との感度比較と併用（腫瘍径別）

図1　肺がん患者に対するAICS（肺）と胸部単純X線検査との感度比較と併用（腫瘍径別）
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定では，腫瘍径1.0cm以下の腺癌患者に対して，
AICS（肺）の感度は45%であり，胸部単純X線検
査の感度20%に対して有意ではないが高い値を
示した．腫瘍径1.5cm以下の腺癌患者に対して
は，AICS（肺）の感度37%は胸部単純X線検査の
感度20%より有意に高かった（p＜0.05）．腫瘍
径2.0cm以下の腺癌患者に対するAICS（肺）の感
度35%と胸部単純X線検査の感度32%には有意
差がみられず，両検査を組み合わせることにより
54%と感度が上昇した．一方，2.0cmを超える
腫瘍径の腺癌に対しては，胸部単純X線検査の感
度82%はAICS（肺）の感度41%よりも有意に高
かった（p＜0.001）．同様に特異度80%をカット
オフ値としたランクBまたはランクC判定を陽性
とすると，腫瘍径1.0cm以下，1.5cm以下，2.0cm
以下のいずれの腺癌患者に対しても，AICS（肺）
は胸部単純X線検査より有意に高い感度（それぞ
れp＜0.01，p＜0.001，p＜0.001）を 示 し た．
2.0cmを超える腫瘍径の腺癌患者に対しては，
AICS（肺）と胸部単純X線検査の感度に有意差は
みられなかった．

最後に，今回の肺がん症例中，病期IA期症例
に注目して，両検査の検出感度を検討した．図3
に示すように，病期IA期では，ランクC判定の
AICS（肺）の感度は40%，胸部単純X線検査の感度
43%でほぼ同等であったが，両検査併用によって
63%にまで感度は上昇した．なお全症例では，胸
部単純X線検査の感度65%は，AICS（肺）の感度

42%に対して，有意に高かった（p＜0.001）．ラン
クBまたはランクC判定では，病期IA期において
は，AICS（肺）の感度66%は，胸部単純X線検査
の感度43%より有意に高く（p＜0.001），全症例
でも，AICS（肺）の感度72%は，胸部単純X線検
査の感度65%より有意に高かった（p＜0.01）．

考　察
今回のAICS（肺）と胸部単純X線検査との肺が

ん患者に対する感度比較を行ったところ，特異度
が95%のランクC判定では，腫瘍径が1.0cm以
下の肺がん患者に対し，AICS（肺）は胸部単純X線
検査よりも有意に高い検出感度を示し，さらに，
組織型を腺癌患者に限ると，腫瘍径1.5cm以下ま
での症例でも，AICS（肺）は胸部単純X線検査より
有意に高い感度を示した．また，AICS（肺）の陽性
判定を特異度80%をカットオフ値とするランクB
またはランクC判定では，腫瘍径2.0cm以下の症
例までにおいて，胸部単純X線検査よりも有意に
高い検出感度を示し，腺癌に限っても同様であっ
た．

肺がん検診における胸部単純X線検査は，我が
国では死亡率減少効果を示す相応なエビデンスが
あり，厚生労働省の有効性評価に基づく肺がん検
診ガイドラインに準ずれば，対策型検診および任
意型検診にグレードBレベルで推奨されている 21）．
しかし，胸部単純X線検査は，腫瘍径の小さな肺
がん，淡い陰影を示す腺癌，さらに，隣接する臓

図3　肺がん患者に対するAICS（肺）と胸部単純X線検査との感度比較と併用（ステージⅠA，全症例）
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器と陰影が重なる肺がんでは検出率が低いことが
問題とされてきた 18-20）．実際に，今回の対象とし
た肺がん症例中，35%の症例で術前胸部単純X線
検査では腫瘤陰影は明確には指摘できず，その約
2/3は骨，心，肺門，横隔膜などの陰影の重なり
のため，約1/3は小型で淡い陰影によるものであっ
た．今回の検討では，外科切除症例が対象のた
め病期 I期の早期例が多く，胸部単純X線検査で
検出しがたい症例の比率が高いと考えられるが，
CT画像では，中心型扁平上皮癌の2例を除く症
例において腫瘤陰影を明確に指摘できている．肺
がんの日常診療では，CT検査は肺野の陰影なら
ば小型でも検出は可能な最も普及した画像診断で
あり，今回の検討でも胸部単純X線検査では検出
不可だが，スクリーニング目的の検診CTや人間
ドックCTで発見された症例は約半数も占めてい
た．しかしながら，肺がんスクリーニングとして
のCT検査はいまだ推奨度 Iレベルであるのは，被
曝，コスト面，過剰診断が問題となり，対策型検
診では一般的ではないとされているためである．

一方，AICS（肺）は，肺がん患者と健常者の
血漿中アミノ酸濃度を比較し，統計的に解析す
ることにより開発されたスクリーニング検査で
ある．本検査は採血のみで肺がん以外のいくつ
かのがん腫も同時にスクリーニングでき，しか
も簡便であるため，人間ドックにおいて普及が
期待されている．肺がんにおいて，早期がんの
段階から血漿中のアミノ酸に変化がみられるため，
検査値であるAICS（肺）値も早期の肺がんで組織
型に関係なく上昇することもすでに報告されてい
る 7）．今回の肺がん症例を対象とした検討でも，
AICS（肺）はランクCにおいてはおおむね腫瘍径や
病期に関わらず38～48%の頻度で陽性を示し，ラ
ンクBまたはランクCでは63～76%で陽性を示し
た．また，胸部単純X線検査の陰影検出の有無に
関しても，検出できない症例でAICS（肺）のランク
Cでの感度が33%と全症例42%に比べやや低い
数値を示したが，統計学的有意差はなく，陰影の
検出に関係なく肺がんスクリーニングの期待が示
された．むしろ注目すべきは，胸部単純X線検査
と比較して，肺がん全体では1.0cm以下，肺腺癌

に限れば1.5 cm以下の腫瘍径では，AICS（肺）は
明らかに検出陽性率が高いことから，肺がんでも
特に小型や早期症例や，さらに，胸部単純X線検
査で検出できない症例でも，スクリーニング精度
の高い検査方法と考えられた．しかも，肺腺癌で
はAICS（肺）が1.5cm以下まで検出率が高いのは，
胸部単純X線検査では淡い陰影を示す症例が多い
ためで，画像診断の被曝などのデメリットを考慮
すると，採血検査でこのような肺がんを発見でき
る可能性があることは，有利なスクリーニング検
査と考えている．ただし，注意すべきはランクB
を含めたスクリーニングでは特異度が低下し偽陽
性判定が多くなるため，基本的にはランクCのみ
をピックアップすることが実際的とされている．
なお，腺癌に次いで多かった扁平上皮癌に関して
も腫瘍径別の検討を行ったが，腺癌と同様の傾向
がみられるものの，2.0cm以下の小型がん症例が
少ないため今後の再検討を待ちたい．

さらに，腫瘍径2.0cm以下の肺がん患者では，
ランクC判定のAICS（肺）と胸部単純X線検査を
併用すると，検出感度は57%（腺癌のみでは54%）
と個々の検査に比べ明らかに上昇を示し，病期 IA
期の肺がん患者も同様の結果であった．しかし，
1.0cm以下の超小型肺がんや，2.0cmを超える
肺がんでは両検査併用による検出率の上昇はまっ
たくみられず，むしろ1.5～2.0cm程度の肺がん
において併用効果が観察されたのは興味深い．大
きな陰影を示す肺がんには画像診断が勝ってい
ることは当然で，むしろ比較的小型で両検査の検
出率が相補的に機能する腫瘍サイズにこの1.5～
2.0cmのサイズが該当するものと考えている．こ
のように，AICS（肺）と胸部単純X線検査を組み合
わせることによる検出感度の上昇は，2.0cmまで
の肺がんで大いに期待できるものと考えている．

Maedaらにより，肺がん患者と健常者の血漿ア
ミノ酸データに基づき，肺がん患者に特徴的なア
ミノ酸から構成される判別式をはじめて報告して
以来 10），Shingyojiらにより，アミノ酸から構成さ
れる肺がんの判別式の検証と，肺がんの日常診療
で用いられる血清腫瘍マーカーとの比較検討が行
われた 11）．さらに，最近では，宮城らが肺がんを
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含めたさまざまながん患者を対象に，AICSⓇと血
清各種腫瘍マーカーを比較し，AICSⓇは腫瘍マー
カーより早期のがん症例から陽性を示すこと，同
じ血液検査といえ腫瘍マーカーとは相関がない検
出方法であることを明らかにしている 14）．このよ
うな結果を踏まえ，すでにAICSⓇががんのスク
リーニングとして応用され，人間ドックや地域の
健診の現場で早期がん発見報告が散見されるよう
になってきている．

がん患者で，がんの早期の段階で，なぜ血漿ア
ミノ酸にがん固有の変動をきたすのか，そのメカ
ニズムはいまだ明確でない．がん細胞増殖に関連
して，がん細胞自身由来のアミノ酸の変動や，免
疫系との相互変化に因るもの，筋肉などの遠隔臓
器でのアミノ酸代謝の変動などが，鋭敏に血漿ア
ミノ酸に影響をもたらしたているためと推測され
ている 22-24）が，さらに今後の解明が必要である．

AICS（肺）は，古くから肺がんのスクリーニン
グに用いられてきた画像診断の胸部単純X線検査
の弱点ともいえる小型肺がんや早期の肺がんの検
出能を上昇させる可能性があり，現場における期
待は大きいと考えている．今後は，前向き研究に
よって，その有用性を検証していきたい．

結　語
AICSⓇは，一度の採血で複数のがんの早期発見

が可能な検査として，人間ドック等の健診機関に
導入されている．AICS（肺）の小型や早期の肺が
んの検出能に関しても，前向き研究によって検証
して行く予定である．

利益相反
本研究は味の素株式会社との共同研究により行

われた．
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Abstract
Background: AICS (lung) was developed based on “AminoIndex Technology, which in-
volves multivariate analysis of the plasma free amino acid (PFAA) concentration between 
lung cancer patients and healthy subjects, and has recently been put into use as a screening 
test for lung cancer. In this study, the sensitivity of AICS (lung) for lung cancer was com-
pared with that of chest X-ray examination. 
Methods: Plasma free amino acid concentrations were measured by liquid chromatogra-
phy-mass spectrometry in lung cancer patients (n = 234) and AICS (lung) values were cal-
culated and determined as rank A, B or C. Also, the detectability of mass shadows in these 
patients by chest X-ray was evaluated. The sensitivity of AICS (lung) was compared with 
that of chest X-ray examination.
Results: The sensitivity of AICS (lung) was significantly higher than that of chest X-ray 
examination in lung cancer patients with tumors of 1.0 cm or less (p < 0.05) and in adeno-
carcinoma patients with tumors of 1.5cm or less (p < 0.05). Also, in lung cancer patients 
with tumors of 2.0 cm or less, or in patients at stage IA, the sensitivity of AICS (lung) was 
equivalent to that of chest X-ray examination and higher sensitivity was observed when 
both screening methods were combined.
Conclusion: These results suggested that AICS (lung) would be a useful screening test for 
lung cancer, especially for small tumors undetectable by chest X-ray examination.

Keywords: health checkup, AminoIndexTM Cancer Screening (AICSTM), chest X-ray ex-
amination
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胃内視鏡検査精度向上のための 
プロナーゼを用いた簡易前処置法の開発
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要　約
目的：胃内視鏡検査は今後，胃X線検査に代わって任意型ばかりでなく対策型胃がん検診でも広く
実施されることが予想される．胃内視鏡検査において，胃粘膜に大量の粘液が付着すると，胃粘膜
の観察が十分できなくなり，微小病変の見落としを招く危険がある．プロナーゼの前処置により，
有泡性粘液を含む胃粘液が効果的に除去され，検査時間の短縮，見落としのない精度の高い検査が
施行可能となり，早期胃がんの発見に有用とされてきた．これまで，プロナーゼの溶解には重曹水
が使われ，手技が煩雑であったが，我々は重曹水の代わりにアルカリイオン水を使用した簡便な方
法を開発した．
方法：アルカリイオン水および重曹水でのプロナーゼの安定性を比較検討した．また，胃内視鏡検
査が必要となった406例を対象に，プロナーゼの胃粘液除去効果についてアルカリイオン水と重曹
水での比較検討を行った．
結果：アルカリイオン水に溶解したプロナーゼの活性は重曹水と同等であった．胃内視鏡検査にお
いても，アルカリイオン水は重曹水と同等の胃粘液除去効果が認められた．
結論：重曹水に伴う特異な味がないことから，アルカリイオン水を用いたプロナーゼによる前処置
が胃内視鏡検査の精度向上のための簡便な方法として有用と考えられた．

キーワード プロナーゼ，アルカリイオン水，胃内視鏡検査前処置

諸　言
近年，胃内視鏡検査機器の進歩によりごく早期

の胃がん病変を始めとした微細な胃粘膜病変の検
出が可能となっている．また，微小な胃粘膜病変
の検出には，色素内視鏡検査，拡大内視鏡あるい
はNBI（Narrow Band Imaging：狭帯域光観察）併
用内視鏡検査が汎用されている．しかし，胃粘膜
を覆っている不透明な粘液はこれらの内視鏡検査
の妨げとなることが多く，粘液除去のために内視
鏡の側管から除泡剤を含んだ水で洗い流す必要が
ある．この粘液付着をできる限り減らすために，
以前から前処置として蛋白分解酵素を含むプロ
ナーゼ液の内服が行われ，その薬理効果が実証さ
れている 1-5）．しかし，プロナーゼが有効に働く
ためにはアルカリ性の溶液に溶解する必要がある
ことから，重曹が使用されてきた．重曹の必要量

を計量しプロナーゼ溶解液に添加することは手間
のかかることであり，この検査法の普及の妨げと
なっていたと思われる．今回，我々は重曹の代わ
りにより，簡便に調達できるアルカリイオン水に
溶解したプロナーゼの胃内視鏡検査への効果と有
用性を検討した．

対　象
当施設にて，健康診断ならびに外来受診にて

胃内視鏡検査を実施することとなった406例を
対象とし，胃切除症例は除外した．なお，被験
者には検査の前に本試験の趣旨を説明文書に
従って説明し，文書にて自主的同意を得た．また，
今回の臨床研究は当施設の倫理委員会の承認を
得て施行した．

1）公益財団法人三越厚生事業団 三越診療所 
2）科研製薬株式会社  生産技術研究所  分析技術グループ
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Tel：03-3348-5791　Fax：03-3348-5795
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方　法
被験者に投与する前に，プロナーゼがアルカ

リイオン水中で有効に作用するかについての安
定性試験を実施した．対照としてこれまで使用さ
れてきた重曹水を用いた．試料①（プロナーゼ10
包，ジメチコンドロップ内用液20mLをアルカリ
イオン水（pH8.5）に溶解し，500mLとした），試
料②（プロナーゼ10包，ジメチコンドロップ内用
液20mLと重曹10gを水に溶解し，500mLとし
た），試料③（プロナーゼ10包をアルカリイオン水

（pH8.5）に溶解し，500mLとした）について，5℃，
25℃，40℃で24時間保存し，pHとプロナーゼ活
性を経時的に測定した．なお，微生物限度試験（生
菌数）は基準を満たしていることを確認した．な
お，プロナーゼ1包は0.5g，プロナーゼ20,000
単位を含む．アルカリイオン水の生成にはアルカ
リイオン整水器TK-AS43（パナソニック，大阪）
を使用した．

さらに，胃内視鏡検査を実施することとなった
406例を対象に，プロナーゼを含む前処置液の粘
液除去効果についてアルカリイオン水（pH8.5）と
重曹水で比較を行った．胃内視鏡検査前処置とし
て406例をA群（プロナーゼ1包とアルカリイオ
ン水50mL），B群（プロナーゼ1包，重曹1gと浄
水50mL），C群（アルカリイオン水50mLのみ），
D群（浄水50mLのみ）の4群に割り付け，検討し
た．なお，ジメチコンドロップ内用液2mLはす

べての群に加えた．前処置液は看護師が検査当日
薬局で作成のうえ無作為に割り付けし，担当医師
にはその内容がわからないようにした．

内視鏡検査については，被験者は前処置剤を経
口飲用後座位にて15～20分間安静を保ち，検査
直前に咽頭麻酔薬の散布後，プロナーゼの充分な
粘液除去効果を得るため，ベッド上で体を1回転
し，プロナーゼができるだけ均等に胃内に分布す
るようにした．その後，鎮静剤と鎮痙剤を静注し
検査を施行し，検査終了後に呼吸刺激薬の静注を
行った．粘液除去効果は有泡性粘液の程度により，
3段階に分け点数化した（図1）．

統計解析はStatView 5.0（SAS Institute Inc.）を
用い，分散分析で検討し，有意水準は（p＜0.05）
とした．

結　果
プロナーゼの安定性試験において，試料①②

③の5℃，25℃，40℃におけるpHの変動につい
ては，5℃，25℃では各試料とも24時間ほぼ均等
なpHを維持していた（図2）．40℃では24時間後
に試料③のみ軽度のpHの低下がみられた．プロ
ナーゼ活性の経時的変動については，アルカリイ
オン水を用いた試料①と③は，5℃，25℃におい
て24時間にわたって活性の低下はみられなかっ
たが，40℃では5時間後から低下し，24時間後
では約50%まで低下した．また，重曹を用いた

図1　有泡性粘液の程度
0点　有泡性粘液ほとんどなし
1点　有泡性粘液が胃体部大弯を中心に貯留し，観察前に吸引を要する
2点　有泡性粘液が胃粘膜に広範に付着し，観察前に洗浄・吸引を要する
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試料②は25℃では5時間後から，40℃において
は1時間後から活性が低下し，24時間後には活性
が認められなかった（図3）．

アルカリイオン水と重曹水による胃粘液除去効
果を比較した試験では，各群それぞれA群98例，
B群100例，C群99例，D群109例に割り付けた．
対象者は健康診断ならびに外来受診者で，内視
鏡診断は異常なし15例，慢性胃炎（過形成，萎縮
性およびびらん性胃炎）306例，表層性胃炎85例
で，4群間に病変の偏りは認められなかった（表
1）．胃切除例は除外した．性別は男性220名，女

性186名で，各群の男女比についても4群間に偏
りはみられなかった（表1）．各群の年齢は表1の
とおりで，各群間に有意差はみられなかった．A
からD各群の有泡性粘液の割合をみると，プロナー
ゼを加えたアルカリイオン水あるいは重曹水を用
いたA群，B群は有泡性粘液がほとんどみられな
い0点がそれぞれ65%，69%に対し，プロナー
ゼを加えていないC群，D群では0点がそれぞれ
48%，43%で，前者で有泡性粘液の程度が軽度で
あった（図4）．また，有泡性粘液が多くみられる例
はA群，B群がともに10%未満であったのに対し，

図2　pHの経時的変化
試料①：プロナーゼ+アルカリイオン水+ジメチコンドロップ内用液
試料②：プロナーゼ+重曹+ジメチコンドロップ内用液
試料③：プロナーゼ+アルカリイオン水

図3　プロナーゼ活性の経時的変化
試料①：プロナーゼ+アルカリイオン水+ジメチコンドロップ内用液
試料②：プロナーゼ+重曹+ジメチコンドロップ内用液
試料③：プロナーゼ+アルカリイオン水

表1　背景因子
項　目 A B C D 検定

症例数 98 100 99 109

性 男性 55 55 49 61
N.S.女性 43 45 50 48

年　齢 61.6 ± 13.0 61.5 ± 13.3 64.1 ± 11.4 63.1 ± 12.4 N.S.

診断名
異常なし 4 5 2 4

N.S.慢性胃炎 73 78 75 80
表層性胃炎 21 17 22 25
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C群，D群では15%前後みられた．なお，A群，B
群間にはほとんど差はみられなかった．各群の有
泡性粘液の程度を数値化した場合，A群0.45，B
群0.42に対し，C群0.64，D群0.75とプロナーゼ
を加えた群で有意に有泡性粘液の軽減がみられた

（図5）．なお，A，B群間に有意差はみられなかった．
アルカリイオン水，重曹水ともに受診者の訴えに
よる自覚的副作用は認められなかった．

考　察
胃内視鏡検査は内視鏡ならびに周辺機器の急速

な進歩により，胃X線検査を凌駕する勢いで普及
している．自覚症状のある外来患者はもとより，
健康診断でも上部消化器疾患のスクリーニングと
して胃内視鏡検査施行例が増加している．胃がん
検診では，長期にわたり胃X線検査が有効性評価
に基づく胃がん検診として対策型および任意型検
診に施行されてきたが，国立がん研究センターが

図4　有泡性粘液の評価の比較

図5　有泡性粘液の平均値の比較



人間ドック　Vol.30  No.5  2016年 45 ( 845 )

2014年版「有効性評価に基づく胃がん検診ガイド
ライン」において，胃内視鏡検査も胃X線検査と
同等の対策型および任意型の胃がん検診における
有効性が認められることを公表した 6）．今後は，
被爆を伴わない胃内視鏡検査が胃がん検診として
普及する可能性がある．

胃内視鏡検査において，胃粘膜に大量の粘液が
付着すると像が不鮮明となり，詳細な粘膜の観察
ができなくなる．プロナーゼの胃粘液除去作用に
ついては，通常内視鏡検査および色素内視鏡検査
において，安全性と胃粘膜観察での有効性が以
前から報告されている 1-5,7,8）．プロナーゼの胃粘
液除去効果を充分に発揮するためには検査直前に
ベッド上で体を1回転し，プロナーゼを均等に胃
内に付着させることが必要である 5）．

胃内視鏡検査時に胃粘膜観察の妨げとなる付着
粘液は，胃壁から分泌された粘液が胃酸により凝
固したものと考えられており，蛋白分解酵素によ
る胃粘液除去効果を期待して，内視鏡検査の前処
置としてプロナーゼが長期にわたり使用されてき
た．プロナーゼはアルカリ性溶液で十分な薬理作
用を発揮し胃粘液の粘度低下を来すことから，そ
の溶解液に重曹が添加されてきた．検査にあたり
その都度重曹水を作成することは手間がかかる
ことなので，今回の臨床研究では，重曹水の代
わりにアルカリイオン水が使用できるかを検討し
た．基礎研究においてアルカリイオン水は重曹水
と同等のプロナーゼ活性が確認され，胃内視鏡を
用いた臨床研究においてもアルカリイオン水は重
曹水と同等の胃粘液除去作用があることが確認さ
れた．プロナーゼのアルカリイオン水による溶解
法は，重曹水に比べ非常に簡便なことから，その
有用性が期待できる．また，アルカリイオン水の
pHは日常的に飲用できる範囲内のpHで，臨床
的にも副作用は認められなかったことから，アル
カリイオン水を用いたプロナーゼによる胃粘液溶
解除去法は臨床的有用性があるものと思われる．
また，重曹を使用することによる特異な味 4）はア
ルカリイオン水ではみられないことから，アルカ
リイオン水によるプロナーゼの溶解は飲用のしや
すさに寄与していると思われる．

結　語
胃がんの総患者数は平成23年の時点で約19万

人と推測され，大腸がん，乳がんに次いで第3位
で，その死亡率は，男性では肺がんに次いで第2
位，女性では大腸がん，肺がんに次いで第3位で
ある．早期胃がんは内視鏡的治療により完治でき
る疾患なので，胃内視鏡検査は精密検査ばかりで
なく，スクリーニング検査として健康診断でもし
ばしば施行され，日常診療での重要性が増してい
る．早期胃がんの発見のためには，胃粘膜の詳細
な観察が必要であり，そのためには観察の阻害と
なる付着粘液をできるだけ除去する必要がある．
これまでプロナーゼが付着粘液を分解除去し，胃
粘膜の詳細な観察を可能にし，有効性と安全性が
確認されてきた．今まで実施されてきた重曹を用
いたプロナーゼの溶解は煩雑であり，プロナーゼ
の使用を制限してきたと思われる．今回の臨床研
究では重曹水の代わりにアルカリイオン水を用
い，重曹水と同等の付着粘液除去効果が示され
た．アルカリイオン水によるプロナーゼ溶液の作
成は容易なことから，この方法が胃内視鏡検査に
とって簡便かつ安全で有効な前処置として期待で
きる．

利益相反
本研究は科研製薬株式会社との共同研究により
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大会（2014年，福岡）において発表した．
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Novel Simple Pretreatment with Pronase to Improve Endoscopic Observation of Gastric Mucosa

Kazuo Funatsu1), Junko Maezawa1), Yukari Akiyama1), Eriko Tabata1), Takeshi Yamashita1), Syuji Kondo1), Keiko Ohara1),
Kyouichi Mizuno1), Keisuke Oota2), Naohisa Hirota2), Hiroshi Yamada2), Yasuko Matsui2), Takako Matsushita2), Yumiko Iketani2)

1) Mitsukoshi Health and Welfare Foundation
2) KAKEN PHARMACEUTICAL CO., LTD. Production Technology Laboratories

Abstract
Objective: Gastric cancer is one of the most common cancers in Japan. Advances in 
esophagogastroduodenoscopy (EGD) have enabled minimal changes in gastric mucosa 
due to early stage cancer to be detected but opaque gastric mucus covering the surface of 
gastric lesions hampers precise observation of microlesions. Pronase is able to remove this 
opaque mucus, providing a clear view of microlesions, so it has been used for a long time as 
premedication in EGD. Because pronase is activated at neutral to alkaline pH, sodium bi-
carbonate is added to the pronase solution. However, as measuring the prescribed quantity 
of sodium bicarbonate each time on the day of EGD is time-consuming, alkali-ion water is 
used instead of a sodium bicarbonate solution.
Methods: The activity and stability of pronase dissolved in alkali-ion water were assessed 
in vitro. In vivo, 406 patients were examined using EGD and divided into 4 groups accord-
ing to the preparation administered, namely pronase in alkali-ion water or sodium bicar-
bonate solution, alkali-ion water alone, or purified water alone. The degree of opacity of 
mucus was compared among the 4 groups.
Results: Pronase solution in alkali-ion water removed gastric mucus to a similar degree to 
pronase in sodium bicarbonate solution. No adverse effects related to the use of pronase in 
alkali-ion water were observed.
Conclusion: The use of alkali-ion water to dissolve pronase was considered a simple and 
effective means for achieving precision in EGD.

Keywords: pronase, alkali-ion water, pretreatment for EGD
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尿蛋白測定試験紙（±）症例における 
eGFR低値に関連する因子についての横断的検討

番場一成 1）　平安座依子 2）　笠井真由美 1）　大野義将 1）　清水不二雄 1）

上村由紀 1）　山本 晃 1）　松浦恵子 1）　曽根博仁 2）　村山 実 1）

要　約
目的：尿蛋白（±）症例において，eGFR低値に関連する因子を横断的に検索することを目的とした．
方法：2008年から2013年の6年間に，新潟縣健康管理協会を受診した20,340名（男性11,948名，
女性8,392名，年齢52 ± 11歳）を対象とした．尿蛋白（±）症例におけるeGFR低値と関連する可能
性のある因子として，今回は生活習慣病に関わるBMI，腹囲，血圧を取りあ上げ，これら諸因子の
eGFR低値との関連について，ロジスティック回帰分析により横断的に検討した．
結果：すべての項目を含めた分析結果から，尿蛋白とBMIがeGFR低値に対して有意に関連する因
子であることが明らかとなった．そこで尿蛋白（±）とBMI≧25とのeGFR低値に対する組み合わせ
効果につき検討したところ，尿蛋白（–）かつBMI＜25の者に比し，尿蛋白（±）かつBMI≧25の者
でeGFR低値に対する性・年齢調整オッズ比は2.04（95% CI 1.44，2.90）であり，BMI高値例にお
いて尿蛋白（±）とeGFR低値との関連がより強く認められた．
結論：尿蛋白（±）におけるBMI高値の共存はeGFR低値を呈する率をより高めた．

キーワード 尿蛋白，eGFR，BMI，慢性腎臓病（CKD）

諸　言
我が国における血液透析患者数は2011年末の

時点で30万人を超え，なお増加しつつあり，原
因疾患は糖尿病性腎症，慢性腎炎，腎硬化症を
はじめとする慢性腎臓病（CKD）で，包括的かつ
有効なCKD対策の実行が新規透析導入患者の有
意な減少をもたらす重要な手段である 1）．また，
CKDが進行すれば透析が必要になるばかりでは
なく心血管系を中心に多岐にわたる疾患を併発す
る可能性もあり，初期段階での早期発見と適切な
対策が重要である 2）．第一報として著者らはすで
に尿蛋白（–）群に比し，（±）群で横断的にも縦断
的にも腎・心血管系指標における異常割合が高い
ことを報告した 3）．しかしながら，現状では依然
として尿蛋白（±）の判定に病的意義を付加するか
否かについては各機関ごとに議論の分かれるとこ
ろである．ごく初期の障害徴候である可能性を秘
めた尿蛋白（±）症例において，腎機能低下に関与
する可能性を有する他因子の影響を検討すること

により，尿蛋白（±）の時点で将来的に腎機能低下
に至る危険予知的精度を上げ，より早期に対策を
講じることができればCKD予防につながるもの
と考えられる．それら因子抽出への第一歩として，
今回はまず尿蛋白（±）症例におけるeGFR低値と
関連する可能性のある因子として生活習慣病に関
わるBMI，腹囲，血圧を取り上げ，これら諸因
子のeGFR低値との関連について，ロジスティッ
ク回帰分析により横断的に検討した．

方　法
2008年から2013年の6年間に，新潟縣健康管

理協会を受診した20,891名から尿蛋白（1+）以上
の486名，尿蛋白データ欠損10名，他の検査値に
ついてのデータが得られなかった55名を各々除外
した20,340名（男性11,948名，女性8,392名，年
齢52±11歳）を対象とした．なお，重複受診者は
初回受診時データのみを対象とした．

尿蛋白（±）症例において，eGFR低値（60mL/分

1）一般社団法人 新潟縣健康管理協会 
2）新潟大学大学院  医歯学総合研究科

連絡先：〒 950-0965  新潟県新潟市中央区新光町 11-1 
Tel：025-283-3939　Fax：025-283-3974
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/1.73m2 未満）に関連する因子を横断的に検索す
るために，eGFR低値の有無を評価項目（従属変
数）とし，尿蛋白，BMI，腹囲，血圧における異
常の有無を共変量（独立変数）としてロジスティッ
ク回帰分析により検討した．

解析ソフトとしてSPSS Statistics Ver.19（日本IBM，
東京）を使用し，得られたオッズ比の95% CIが1
をはさまなければ，5%の危険率で統計的に有意で
あるとした．ここで異常としている数値は，BMI
≧25，腹囲≧85cm（男性），≧90cm（女性），収
縮期血圧≧140mmHgかつ/または拡張期血圧≧
90mmHg， eGFR＜60（mL/分/1.73m2）とした．

さらに全因子投入モデルにて尿蛋白とBMIと
が有意に関連することが明らかとなったことか

ら，尿蛋白（±）とBMI≧25とのeGFR低値に対す
る組み合わせ効果についても検討した．

尿蛋白測定には機器としてUS-3100R（栄研化
学，東京）を，試験紙としてウロペーパーαⅢ6S（栄
研化学，東京）を使用した．

倫理的配慮としては，健診受診者に純粋な学術
研究を目的として，個人情報を特定できない形で
データの一部を使用することを通知し了承されて
おり，このデータ取り扱いに関する基本姿勢は一
般社団法人 新潟縣健康管理協会倫理審査委員会
において承認されている．

結　果
対象者の特徴を表1に示した．ついで尿蛋白

（–）例，（±）例における対象者特徴として，各項
目の平均値と標準偏差，異常値を呈する割合を表
2として示した．ロジスティック回帰分析結果と
して各項目におけるeGFR＜60に対する性・年
齢調整オッズ比を表3に示した．モデル1，2，3
によりそれぞれBMI，腹囲，血圧が尿蛋白に加
えて有意にeGFR低値に関連する因子であること
が認められた．次に，モデル4ですべての項目を

表1　対象者平均値± SD
全体：20,340（男性：11,948，女性：8,392）

項　目
年齢（歳） 52 ± 11
BMI（kg/m2） 22.8 ± 3.2
収縮期血圧（mmHg） 121 ± 16
拡張期血圧（mmHg） 75 ± 11
腹囲（cm）　　男性 84.7 ± 8.4

女性 79.8 ± 9.1
eGFR（mL/分 /1.73m2） 78.5 ± 13.6

表2　尿蛋白の判定別対象者平均値± SD〈A〉ならびに異常値割合%［度数］〈B〉
〈A〉 〈B〉

項　目 尿蛋白 項　目 尿蛋白
（–） （±） （–） （±）

年齢（歳） 52 ± 11 51 ± 12 BMI（kg/m2）〈25以上〉 21.9%［4226］ 32.9%［344］
BMI（kg/m2） 22.8 ± 3.2 23.7 ± 3.9 腹囲（cm）〈男性85以上・女性90以上〉 32.9%［6349］ 46.5%［487］
収縮期血圧（mmHg） 121 ± 16 124 ± 18 血圧（mmHg）〈140/90以上〉※ 17.9%［3456］ 26.2%［274］
拡張期血圧（mmHg） 75 ± 11 77 ± 12 ※収縮期血圧≧140かつ /または，拡張期血圧≧90
腹囲（cm）　　男性 84.5 ± 8.3 86.9 ± 9.7

女性 79.8 ± 9.1 79.5 ± 10.5

表3　ロジスティック回帰分析を用いたeGFR＜60.0に対する関連因子の検討
項　目 モデル*1 モデル2 モデル3 モデル4

尿蛋白（±） 1.56 1.59 1.60 1.55
（1.25,1.95）（1.28，1.98）（1.28,1.99）（1.24，1.93）

BMI（25以上） 1.37 － － 1.37
（1.21,1.56） （1.17，1.60）

腹囲（男性85cm以上・女性90cm以上） － 1.18 － 0.99
（1.05，1.34） （0.85，1.15）

血圧（140/90以上）※ － － 1.17 1.13
（1.03,1.33）（0.99，1.29）

表中データ :性年齢調整オッズ比（95% CI）
* 各モデルは尿蛋白と各因子〈モデル1；BMI，モデル2；腹囲，モデル3；血圧）ならびに全因子（モデル4）投入による解析結果
※収縮期血圧≧140かつ /または，拡張期血圧≧90
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含めて検討を行った結果，尿蛋白とBMIが有意
に関連する因子であることが明らかとなった．そ
こで尿蛋白（±）とBMI≧25とのeGFR低値に対
する組み合わせ効果につき検討したところ，尿蛋
白（–）かつBMI＜25の者に比し，尿蛋白（±）かつ
BMI≧25の者でeGFR低値に対する性・年齢調
整オッズ比は2.04（95% CI 1.44，2.90）であり，
BMI高値例において，尿蛋白（±）とeGFR低値と
の関連がより強く認められた（表4）．

考　察
尿試験紙蛋白尿（±）判定結果に焦点を合わせた

先行研究報告は限られており，著者らの第1報 3）

以外には，原らの（±）群では（–）群に比しメタボ
リックシンドローム（MetS）関連指標について有
意に高値を示したとの報告 4）や，Nagataらの日本
における7つのコホート研究由来39,000例にお
いて心血管系疾患死ハザード比が同じく（±）群で
有意に高いとの報告 5）がある．とりわけ本研究の
ようにeGFR低値に対して尿蛋白（±）と交絡の予
測される他因子とのロジスティック回帰分析によ
る多変量解析に関する報告例は著者らの知る限り
皆無である．

また，MetS関連因子のロジスティック回帰分
析による解析例には，蛋白尿陰性CKDに関する
宮本らの報告 6）がある．この報告では，独立変数
に加えられたBMIが有意のCKD関連因子とは認
められていない．

本研究では，尿蛋白（±）が共変量に加えられた
ことでBMIがeGFR低値に有意に関連したと考
えられるが，両因子のeGFR低値との因果関係に
ついては，本研究が横断的研究であることから言
及できない．

一般的には，肥満は男女を問わずCKDステージ

3以上への進展に関連しているとTsujimotoら7）が述
べているように，尿蛋白ひいてはCKDを発症させ
る危険因子でもあることはよく知られている．肥
満以外にも高血圧，高血糖，脂質異常などMetS
がCKD発症につながるとの報告も数多く8,9），小
田ら 10）は，CKDの頻度は非MetS群に比べてMetS
群で有意に高く，男性ではMetSとBMIとLDL-C
が，女性ではMetSと体脂肪率が独立してCKDに
関連したと述べている．井関は，その総説 11）で
自験例を引用しながら，トリグリセライドが高い
ほど蛋白尿が多く認められ，脂質異常症があると
CKDが発症しやすくなる，また非MetS群に比べ
MetS群においてはCKDの発症が約2倍増加する
と述べている．

今後は，このようにすでにCKDとの関連が明
らかにされている脂質異常など健診で入手可能な
血液検査項目についても，今回同様尿蛋白（±）と
関連付けて横断的検索を進めて有意に関連する因
子を抽出し，尿蛋白（±）時に共存するこれら因子
が将来的に腎機能低下に及ぼす影響を縦断的に検
討することで（±）の持つ腎機能低下への予知的確
率をさらに高め，早期発見によるCKD予防への
貢献を期したい．

結　語
尿蛋白（±）におけるBMI高値の共存は，eGFR

低値を呈する率をより高めた．

なお本論文の要旨は第55回日本人間ドック学
会学術大会（2014年，福岡）において発表した．

利益相反
本論文に関する利益相反はない．

表4　尿蛋白とBMIの組み合わせによるeGFR＜60.0への影響
尿蛋白 BMI オッズ比（95% CI）
（–） 25未満 1.00（Ref）
（–） 25以上 1.38（1.21，1.58）
（±） 25未満 1.62（1.23，2.14）
（±） 25以上 2.04（1.44，2.90）

表中データ：性年齢調整オッズ比（95% CI）
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Cross-sectional Studies on Factors Associated with Decreased eGFR in Case of Trace Protein 
Readings in Urinalysis by Dipsticks

Kazunari Banba1）, Yoriko Heianza2）, Mayumi Kasai1）, Yoshiyuki Ohno1）, Fujio Shimizu1）,
Yuki Kamimura1）, Akira Yamamoto1）, Keiko Matsuura1）, Hirohito Sone2）, Minoru Murayama1）

1） The Niigata Health Care Association
2） Niigata University Faculty of Medicine

Abstract
Objective: The aim of this study was to cross-sectionally examine factors associated with 
decreased eGFR in the case of a trace protein readings in urinalysis by dipsticks. 
Methods: Associations of trace proteinuria and metabolic syndrome-related factors, such 
as BMI, abdominal circumference and blood pressure, with decreased eGFR were exam-
ined by logistic regression analysis using specimens from 20,340 subjects (men: 11,948, 
women: 8,392, average age: 52 ± 11) who underwent a health check-up at The Niigata 
Health Care Association in the period from 2008 to 2013.
Results: Logistic regression analysis including all factors demonstrated that BMI and 
proteinuria were significantly related to decreased eGFR. In a further study concerning 
the additional effect of trace proteinuria and BMI ≥ 25 on decreased eGFR, the sex- and 
age-adjusted odds ratio was 2.04 (95% confidence interval (CI); 1.44, 2.90) in the trace 
proteinuria positive and BMI ≥ 25 group in comparison with the proteinuria negative and 
BMI < 25 group. 
Conclusion: The co-existence of BMI ≥ 25 with trace proteinuria was shown to increase 
the prevalence of decreased eGFR.

Keywords: urinary protein, eGFR, BMI, chronic kidney disease (CKD)
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健診業務の効率的な運用・顧客満足度向上への取り組み
和田真美　大宮裕紀子　久徳智子　隠岐 守 

村上 淳　跡部 優　岡村雅雄

要　約
目的：当施設では開設時より顧客満足度80%以上を目標として，受診者全員にアンケート調査を行っ
ている．待ち時間において満足度が70%前後と目標を達成できていない現状がある．待ち時間対策
として，今回新しく検査ごとの待ち人数，待ち時間，各受診者の位置をリアルタイムに把握できる
システムを構築，導入し，その有用性を検討した．
方法：システムは，NECネッツエスアイ株式会社が当施設の健診方法に沿って独自のものを構築し
た．ファイルに受診者情報の入力された ICカードを貼り付け，各検査に設置した ICタグ読み取り
用装置（以下，ICリーダ）上に，ファイルが乗せられると受診者位置がわかり，システム上で位置情
報管理を行う．システム導入前後のアンケート結果を比較した．
結果：受付の進行状況，各検査での混雑状況，待ち時間，各受診者の受診状況を画面上でリアルタ
イムに把握できるようになり，待ち時間の改善，満足度の向上が得られた．
結論：今回導入したシステムは，現状の運用を変えることがなく，スムーズに導入でき，良好な結
果が得られ，有用と考えられた．今後もデータを活用し，受診者の待ち時間の変化を分析し，さら
なる業務の効率化と改善を行い，受診者の待ち時間の満足度向上に努めたい．

キーワード 顧客満足度，システム開発，待ち時間

はじめに
近年我が国でも高齢者の増加や予防医学の重要

性が認識されてきたこともあり，国民の健康に対
する意識は高まっている．その一端を担っている
健診施設は顧客のためによりよい受診環境の整備
が重要であり，それによる顧客満足度の向上が課
題である 1,2）．当施設は，大阪府北部の高槻市に
立地し，人間ドックや健診を実施している．施
設内健診の平成25年度の受診者数は，一日ドッ
ク3,867人，二日ドック22人，人間ドック以外
の生活習慣病健診などは15,362人で年々増加し
ている．1日の受診者枠は80名としている．開設
時より顧客満足度80%以上を目標として，受診
者全員にアンケート調査を行っている（図1）．ア
ンケート項目は，大きく分けて「スタッフ対応」と

「待ち時間」の2つの観点で実施しており，満足，
やや満足，普通，やや不満，不満の5段階で評価
している．満足度は満足，やや満足を足したもの
としている．これまでの調査結果では，スタッフ

の対応においては満足度80%を達成しているが，
受付，各検査，診察の待ち時間においては満足度
が70%前後と目標を達成できていなかった．特
に胃内視鏡検査は他の検査と比較し，前処置を含
めた検査時間が15分以上と長く，1台で稼働して
いるため，検査の進行状況によっては待ち時間が
1時間程度発生し，受診者からは「胃内視鏡の待
ち時間が長い」という意見が多数みられた．また，
血圧測定と採血を同時に行っている検査室と診察
室でも混雑がみられた．受診者から寄せられた意
見や顧客満足度をもとにスタッフ間でこれまでに
も対策を検討し，結果，待ち時間対策として，こ
れまでに退屈な時間を感じさせないためタブレッ
トゲームや雑誌，健康に関するモニターなどを設
置してきた．混雑している検査ではスタッフ間で
連携し応援体制を整備している．しかし受診者の
増加によりこれらの対策だけでは改善が難しく
なってきた．そこで，継続受診に繋げ受診者数を
増加することを目標に，今回新しく検査ごとの待

社会医療法人愛仁会  愛仁会総合健康センター 連絡先：〒 569-1143  大阪府高槻市幸町 4-3 
Tel：072-692-9281　Fax：072-692-9290
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ち人数，待ち時間，各受診者の位置をリアルタイ
ムに把握できるシステムを構築，導入し，その効
果を検討したので報告する．

方　法
システム導入前は，受診者は受診票ファイル

（以下，ファイル）を受け取り検査へ進む．スタッ
フが健診項目に沿って実施し，スタッフの指示に
従って受診者がファイルを次の検査へ運ぶ．診察
では待ち人数，順番が分かるよう受付番号をPC
に入力し，モニター表示していた．

今回導入したシステムは，NECネッツエスア
イ株式会社（東京）が当施設の健診方法に沿って
独自のものを構築した．ファイルに受診者情報

（名前，年齢，検査項目）の入力された通常の大き
さのICカードを貼り付け，各検査に設置した IC
リーダに，ファイルが乗せられると受診者位置が
わかり，システム上で位置情報管理を行うように
した（図2，3）．受付画面，マップ画面，グラフ
画面がシステムに表示され，スタッフの携帯する
タブレット端末やPC端末で閲覧できる（図4，5）．
受付画面では，当日の受付時間帯ごとの予定受診図１　アンケート

図2　ICカード 図3　ICリーダ

ICカード
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者がリスト表示される（図6）．マップ画面では，
各検査の待ち時間が分かる．当施設は2フロアで
検査を実施しており，各フロアを図面に表したも
のである．マップ画面に各検査のファイル数が表
示されることにより，検査ごとの待ち人数が把握
できる（図7）．マップ下部には他フロアの情報を
表示することでフロア間での情報共有が可能とな
る．マップ内の数字を選択することで検査ごとに
待っている受診者の詳細情報を表示することが可
能となる．また，各受診者の検査が終了した項目
が表示される．グラフにより待ち時間も把握でき
る．受診者が各検査の ICリーダにファイルを入
れると，リアルタイムにスタッフ用のPCやタブ

レットにて検査ごとの待ち人数，待ち時間，受診
者情報が確認できる．受診者が誤った検査の IC
リーダにファイルを置くと，マップ画面に「検査
対象外の受診票が入っています」とアラームが表
示される．また，ICリーダに一程以上ファイル
が溜まると，「（検査名）にファイルが溜まってい
ます」とアラームが表示される．PCやタブレット
のアラーム表示を見て，スタッフが対応すること
とした．このシステム導入前の平成26年4月と
安定稼働後の平成27年4月それぞれ1ヵ月間の受
診者アンケートの結果を比較検討した．

なお，本研究は当施設倫理委員会の規定に従っ
て行ったものである．

図6　受付画面

図4　タブレット 図5　PC
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結　果
システム導入後，受付の進行状況，各検査での

混雑状況，待ち時間，各受診者の受診状況を画面
上でリアルタイムに把握できるようになった．長
い待ち時間が発生した場合，アラームが表示され，
各検査に応援スタッフを配置したり，胃内視鏡検
査では担当者以外が待ち時間の説明をし，待ち時
間の間に診察を実施するなど速やかに対応できる
ようになった．アンケート対象人数は，平成26
年4月807名と平成27年4月898名であった．胃

内視鏡検査待ち時間は，平均38分16秒（± 16分
44秒）から平均27分43秒（± 11分45秒）と有意な
改善を認めた（p<0.05）．また血圧・採血検査は
担当者以外の応援や，待ち人数が8名以上の時は
その他の検査への案内を行い，平均10分1秒（±
6分10秒）から9分23秒（± 5分1秒）と若干短縮し
た（p<0.05）．診察は人間ドックの診察が4名以
上，健診の診察が8名以上の待ち人数となれば医
師の診察応援，看護スタッフが医師の診察介助を
行うようにし，人間ドックの診察待ち時間は平

検査ごとの
待ち人数を表示

検査の待ち時間を表示

図7　マップ画面

表1　結果
システム導入前（平成26年4月） システム導入後（平成27年4月）

p値待ち時間 人数 待ち時間 人数
胃内視鏡（待ち時間+検査時間） 33分16秒± 16分44秒 126 27分43秒± 11分45秒 162 p<0.05
血圧・採血（待ち時間+検査時間） 10分1秒± 6分44秒 1028 9分23秒± 5分1秒 1184 p<0.05
人間ドック診察（待ち時間+診察時間） 30分41秒± 17分51秒 195 23分24秒± 13分1秒 221 p<0.05
健診診察（待ち時間+診察時間） 26分39秒± 23分40秒 854 18分14秒± 12分1秒 1142 p<0.05
平均値±標準偏差，p<0.05，対応のない t検定

システム導入前（平成26年4月）
受診者アンケート

システム導入後（平成27年4月）
受診者アンケート

受付待ち時間満足度 66% 72%
検査待ち時間満足度 64% 70%
診察待ち時間満足度 57% 68%
待ち時間に対する不満足度 1.5%（12人 /807人） 0.4%（4人 /898人）
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均30分41秒（± 17分51秒）から平均23分24秒（±
13分1秒）（p<0.05），健診の診察待ち時間は平
均26分39秒（± 23分40秒）から平均18分14秒（±
12分1秒）と有意な改善を認めた（p<0.05）．なお
待ち時間には，検査の待ち時間と検査所要時間が
含まれている．また，受診者アンケートでは待
ち時間に対する満足度は，受付が66%から72%，
検査が64%から70%，診察は57%から68%と
上昇している．不満足度についても，1.5%から
0.4%と減少した（表1）．

考　察
今回我々は，健診実施方法に合わせた独自のシ

ステムを構築したことで，現状の運用を大きく変
えることなくスムーズに導入でき早期に安定稼働
することができた．システム導入により胃内視鏡
検査など長かった待ち時間が短縮されるととも
に，効率良く受診者を各検査に案内できるように
なり，結果として受診者定員数を80名から90名
に増員することができた．また受診者の待ち時間
に対する満足度は下降することなく上昇した．受
診者アンケートでは，待ち時間の満足度は上昇し

ているが，目標の80%以上は達成していないた
め，さらなる対策が必要と考える．

結　語
現状の運用を変えることがなく，スムーズにシ

ステムを導入でき，平成26年度の受診者は増加
した．受診者アンケートの待ち時間に対する満足
度も上昇し，新しいシステムは有用であった．今
後はデータを活用し，受診者の待ち時間の変化を
分析し，さらなる業務の効率化と改善を行い，受
診者の待ち時間の満足度向上に努めたい．

利益相反
本研究における利益相反はない．
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2） 吉益 順，三好恭子，見本真一ほか：人間ドックにおけ
る受診者対応改善への取り組みについて．人間ドック 
2013；28：555-561．
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Raising E¡ciency of Procedures and Improving Customer Satisfaction in Health Check-ups

Manami Wada, Yukiko Omiya, Tomoko Kutoku, Mamoru Oki 
Jun Murakami, Yuu Atobe, Masao Okamura

Aijinkai Total Health Care Center

Abstract
Objective: With the aim of achieving a customer satisfaction rate of at least 80%, we have 
been performing questionnaire surveys of all examinees since our facility opened. How-
ever, still at around 70%, the satisfaction target had not been achieved for waiting time. As a 
strategy to improve waiting time, we introduced a system that enables the number of people 
waiting, the waiting time for each exam and the location of examinees to be monitored for 
each exam in real time, and evaluated its usefulness. 
Methods: A customized system matched to the health check-up procedures at our facil-
ity was created by NEC Networks & System Integration Corporation. IC cards containing 
examinee data are attached to files and by placing the files on an IC tag reading device (IC 
reader) installed at each exam, the position of examinees can be monitored and position 
data management carried out. Questionnaire results for before and after introduction of the 
system were compared. 
Results: By monitoring examinee reception progress status, the waiting time and conges-
tion status for each exam as well as the examination status of each examinee on screens in 
real time, we could improve waiting time and raise the degree of satisfaction. 
Conclusion: We considered the system to be useful as it was smoothly introduced with no 
change to our current operations and produced good results. Using data from the system, 
we will continue making efforts to improve examinee satisfaction regarding waiting time by 
analyzing changes in examinee waiting times and further improving procedures. 

Keywords: customer satisfaction, system development, waiting time
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平成27年度 第3回日本人間ドック学会理事会議事録

日　　時 平成 27 年 12 月 11 日（水）15：30 ～ 17：30
会　　場 スクワール麹町　3 階　「華」会議室
出 席 者 日本人間ドック学会 理事長　　奈良昌治
  第 56 回学術大会長　　　　　   土屋　敦
  第 57 回学術大会長　　　　　   相澤孝夫
  日本人間ドック学会 副理事長　宮下正弘，松木康夫，伊藤千賀子，篠原幸人
  理　　　事：新 智文，天野隆弘，荒瀬康司，加藤公則，加納繁照，笹森 斉，髙橋英孝，
   　津下一代，那須  繁，中川高志，丹羽利充，野村幸史，日野原茂雄，
   　福井敏樹，桝田 出，三原修一，武藤繁貴，和田高士，渡辺清明
  監　　　事：石井孝宜，大井利夫，折津政江
  名誉顧問及び委員長：小山和作，笹森典雄，山口和英，事務局 中田 彬他　　　以上 43 名

奈良昌治理事長が開会挨拶を行い，この理事会は定款第 45 条により理事総数 30 名，出席者数 26 名
であり過半数を超えており適法に成立していることを宣言した．議事進行を行うにあたり，議長は定款
44 条により奈良昌治理事長が行うこと，議事録署名人については本日出席している宮下正弘，松木康夫，
伊藤千賀子，篠原幸人，4 人の副理事長及び石井孝宜，大井利夫，折津政江 3 人の監事となると報告した．

（議決承認事項）
○第 1号議案　第 60回（2019年・平成 31年度）学術大会長の公募等について

　奈良昌治議長より 4 年後の学術大会長は公募（応募期間は 2015 年 12 月 14 日～ 2016 年 3 月 31 日）
とする旨説明し，理事会は別段の異議無く，満場一致で承認可決した．

○第 2号議案　平成 27年度人間ドック健診専門医認定者の承認について
　天野隆弘理事より以下の内容を説明し，理事会は別段の異議無く，満場一致で承認可決した．
・受験合格者は人間ドック学会 213 名，総合健診医学会 20 名，合計 233 名
　　　　　　認定期間：平成 28 年 4 月 1 日～平成 33 年 3 月 31 日の 5 年間

○第 3号議案　平成 27年度人間ドック健診指導医・研修施設の承認について
　天野隆弘理事より以下の内容を説明し，理事会は別段の異議無く，満場一致で承認可決した．
・指導医 273 名（日本人間ドック学会新規認定：166 名・新制度へ更新（移行）認定：13 名
　日本総合健診医学会新規認定：9 名・新制度へ更新（移行）認定：85 名）
・研修施設 77 施設（日本人間ドック学会新規認定：20 施設・新制度へ更新（移行）認定：14 施設
　日本総合健診医学会新規認定：1 施設・新制度へ更新（移行）認定：42 施設）

○第 4号議案　平成 28年度健保連との一日ドック /二日ドックの指定契約
○第 4号－ 2議案　平成 28年度保険者との集合契約 Aの締結について

　那須繁理事より標記健保連との一日ドック / 二日ドックの指定契約及び保険者との集合契約 A につ
いては平成27年度と同様となると説明し，理事会は別段の異議無く，満場一致で承認可決した．加えて，
組合健保担当者の人間ドック等に対する意識調査（134 健保組合回答）についても説明された．

○第 5号議案　判定区分表の一部修正について
　伊藤千賀子副理事長より以下のとおり判定区分表の備考欄を修正することを報告され，理事会は別
段の異議無く，満場一致で承認可決した．
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・「子宮頚部細胞診」*6 採取器具は綿棒ではなくブラシ，へら，サイトピック等を使用し，可能で
あれば液状化検体法（LBC）にて検体を保存する．不適性標本はすみやかに再検査，ASC-US は
HPV-DNA 検査あるいは 6 か月後再検査とする．

○第 6号議案　会員の入退会について
　奈良昌治議長より会員の入退会について前回理事会承認以降の 7 月 22 日から 12 月 7 日の期間で新
規入会医師 79 名，退会医師は 23 名，退会の取消 3 名で，A 会員合計は 5,536 名，B 会員（医師以外）
は新規 8 名，退会は 14 名で合計 477 名，C 施設会員は新規で 5 会員，退会は 9 施設で 1,647 会員，S
賛助会員は企業等で新規 2 企業，退会 1 企業で 32 件となった．以上総合計で 7,692 会員となった旨，
報告された．理事会は別段の異議無く，満場一致で承認可決した．

○第 6号－ 2議案　健康日本 21推進全国連絡協議会よりの依頼について
　奈良昌治議長よりタバコパッケージの警告表示等を強化する要望書を協議会と共同して政府に提出
する旨説明し，その了解を求めた．理事会は別段の異議無く，満場一致で承認可決した．

（報告事項）
①第 56回日本人間ドック学会学術大会の開催結果報告について

　土屋 敦第 56 回学術大会長より役員への大会協力への謝辞，開催内容結果及び大会参加者の入場者
数等を以下のとおり報告された．
・開催内容は大会長講演を始め一般演題 507 演題で総演題 531 題，ランチョンセミナー 16 題，企業

展示 78 社，95 ブースであった．
・参加者については有料参加者 4,639 人，事前登録参加者は 2,324 人，当日参加者は 2,315 人，市民公

開講座の参加者については 220 人であった．
・収入については大会参加費等にて 94,230,921 円，支出については繰越金 5,572,802 円を含めて

94,230,921 円．繰越金（予備費）については，学会本部に返納する旨説明された．
②第 57回日本人間ドック学会学術大会について

　相澤孝夫第 57 回学術大会長より開催概要を以下のとおり説明した．
・次期大会は平成 28 年 7 月 28 日～ 29 日，会場はまつもと市民芸術館他 2 会場，一部シンポジストの

人選以外は主要プログラムは確定している，一般演題募集は平成 28 年 1 月 14 日～ 3 月 24 日とした．
・一般演題に国際セッションを設けていること，7 月 30 日には小澤征爾氏による記念コンサートを開

催する予定である．
③厚労省第 16回保険者による・保健指導等に関する検討会について

　津下一代理事，武藤繁貴理事より保険者共通のインセンティブ指標を検討している旨，説明された．
④渡航受診者受入医療機関のリスト化に向けた第 1回調査委員会について

　篠原幸人副理事長より MEJ の依頼があり，2016 年 6 月を目途に渡航受診者受入医療機関のリスト
化に向け，人間ドック健診施設機能評価認定施設から手挙げ方式による参加を促すことになる，理事
の先生方にも是非ご協力願いたいと報告された．

⑤平成 27年度正味財産増減計算書（4月～ 9月）について
　五十嵐邦彦特別顧問より概ね順調に推移していると説明された．

⑥平成 28年度事業計画（案）について
　奈良昌治理事長より詳細に説明された．意見，修正等あれば事務局に申し出ること．

⑦各種委員会報告等
　各委員長より開催した委員会報告を行った．
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・基本問題検討委員会（第 3 回，第 4 回，第 5 回）
・人間ドック健診施設機能評価委員会（第 6 回，第 7 回，第 8 回）
・人間ドック健診施設機能評価運営検討小委員会（第 3 回）
・人間ドック健診の有用性に関する大規模研究委員会（第 2 回）
・学術委員会（第 2 回）/ 女性の人間ドック健診のあり方に関する小委員会（第 2 回）/ 基準項目検討

小委員会（第 1 回）
・倫理委員会（第 1 回）
・編集委員会（第 2 回）
・人間ドック健診認定医 / 専門医制度委員会（第 1 回）＜ドック学会単独＞
・人間ドック健診専門医制度合同委員会（第 1 回）/ 認定小委員会（第 3 回）/ 試験問題検討・作成小

委員会（第 3 回）/ 認定小委員会（第 1 回 / 第 2 回）
・意見交換会＜日本総合健診医学会＞
・人間ドック健診認定医・専門医研修会（第 40 回 / 第 41 回）
・人間ドック健診情報管理指導士ブラッシュアップ研修会（第 35 回～第 37 回）
・フィリピン官民ミッション報告書

　ここで折津政江監事より，「次の議案は来年度の社員・理事改選に関わる事項のため，議長にも直
接利害関係が生じる事項となるので，公正を期するため，これより議長を奈良昌治理事長から折津政
江監事に交代する旨」の提案がなされ，理事会は折津政江監事を本議案に関してのみ仮議長として選
出し，折津政江監事は，奈良昌治理事長より議長を引き継いだ．

（社員・理事改選に関わる事項）
1）社員選任 /役員選定に関わるスケジュールについて

　笹森典雄社員選任・役員選定委員長よりスケジュール等報告し，理事会は別段の異議無く，満場一
致で承認可決した．

2）立候補定年を適用しない理事の指名決議について
　折津政江仮議長より来年度定年に達している奈良昌治理事長，松木康夫副理事長 2 名の指名決議を
理事会に提案したが，両名とも辞退を申し出たため，理事会は理事会確認事項で定めた指名決議を行
わないことで，満場一致で承認可決した．
　理事会は折津政江仮議長を解き，奈良昌治理事長が議長として議事を進行した．

　以上予定された全ての報告，議決承認事項について審議され，奈良昌治議長は閉会を宣言し散会した．



人間ドック　Vol.30  No.5  2016年60 ( 860 )

平成27年12月11日　公益社団法人　日本人間ドック学会
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契約書第2条に基づき定める検査項目

一日ドック基本検査項目表　平成28年度版
区分 検　査　項　目 備　　　　　　　考

身
体
計
測

身　　　　　長
体　　　　　重
肥　　満　　度
B 　　M　　  I
腹　　　　　囲

生
理

血　圧　測　定 原則2回測定値と平均値
心　　電　　図
心　　拍　　数
眼　底　検　査 両眼撮り
眼　圧　検　査
視　力　検　査
聴　力　検　査
呼 吸 機 能 検査 1秒率，%肺活量，%1秒量（対標準1秒量）

X
線
・
超
音
波

胸　部　X　線 2方向（デジタル画像も可）
＊上部消化管X線 食道・胃・十二指腸．4ツ切等8枚以上（デジタル画像も可）

発泡剤，鎮痙剤，下剤の使用は任意とする
腹 部 超 音 波 検査対象臓器は胆のう・肝臓（脾臓を含む）

・膵臓・腎臓とする．但し，膵臓検出できない時はその旨記載すること

生
化
学

総　　蛋　　白
ア ル ブ ミ ン
クレアチニン

尿　　　　　酸
総コレステロール

HDLコレステロール
LDLコレステロール 直接法とする（Friedewaldの計算式による算出でも可）

中　性　脂　肪
総ビリルビン
AST（GOT）
ALT（GPT）

γ -GT（γ -GTP）
A　　L　　P
血糖（空腹時）

HbA1c

血
液
学

赤　　血　　球
白　　血　　球
血　　色　　素
ヘマトクリット
血　小　板　数
M 　　C　　  V
M 　　C　　  H
M 　C　 H　 C

血
清
学

C 　 R 　 P
血液型（ABO） 本人の申し出により省略可
血液型（Rh） 本人の申し出により省略可

梅　毒　反　応 本人の申し出により省略可（梅毒脂質抗原使用検査）
HBs　抗　原 本人の申し出により省略可

尿

蛋　　　　　白
PH

尿　　　　　糖
沈　　　　　渣 蛋白，潜血反応が陰性であれば省略可
潜　　　　　血
比　　　　　重

便 潜　　　　　血 免疫法で実施（2回法）
問診･診察 内　　　　　科 胸部聴診，腹部触診等

情　報　提　供 特定健診情報提供を含む
質　　問　　票 特定健診質問票22項目を含む

説明，教育，指導
オプション検査項目　★乳房触診＋乳房画像診断　　　　★婦人科診察＋子宮頸部細胞診（医師による）
　　　　　　　　　　★PSA検査　　　★HCV抗体
＊原則としてX線検査とする．本人からX線検査が困難との申し出があり医師が必要と認めた場合，内視鏡検査に変更することも可
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契約書第2条に基づき定める検査項目

二日ドック基本検査項目表　平成28年度版
区分 検 査 項 目 備　　　　　　　考

身
体
計
測

身　　　　　長
体　　　　　重
肥　　満　　度
B 　　M　　 I
腹　　　　　囲

生
理

血　圧　測　定 原則2回測定値と平均値
心　　電　　図 負荷試験は任意で実施
心　　拍　　数
眼　底　検　査 両眼撮り
眼　圧　検　査
視　力　検　査
聴　力　検　査
呼 吸 機 能 検 査 1秒率，%肺活量，%1秒量（対標準1秒量）

X
線
・
超
音
波

胸　部　X　線 2方向（デジタル画像も可）
＊上部消化管X線 食道・胃・十二指腸．4ツ切等8枚以上（デジタル画像も可）

発泡剤，鎮痙剤，下剤の使用は任意とする．
腹 部 超 音 波 検査対象臓器は胆のう・肝臓（脾臓を含む）

・膵臓・腎臓とする．但し，膵臓検出できない時はその旨記載すること．

生
化
学

総　　蛋　　白
ア ル ブ ミ ン
クレアチニン

尿　　　　　酸
総コレステロール

HDLコレステロール
LDLコレステロール 直接法とする（Friedewaldの計算式による算出でも可）

中　性　脂　肪
総ビリルビン
AST（GOT）
ALT（GPT）

γ -GT（γ -GTP）
A　　L　　P

血糖（75gブドー糖負荷試験） 血糖3回（0，60，120分）明らかに糖尿病と判明している場合は省略し｢空腹時血糖」を実施
HbA1c

血
液
学

赤　　血　　球
白　　血　　球
血　　色　　素
ヘマトクリット
血　小　板　数
M　　C　　V
M　　C　　H
M　C　H　C

血
清
学

C　　R　　P
   血液型（ABO） 本人の申し出により省略可

血液型（Rh） 本人の申し出により省略可
梅　毒　反　応 本人の申し出により省略可（梅毒脂質抗原使用検査）

HBs　抗　原 本人の申し出により省略可

尿

蛋　　　　　白
PH

尿　　　　　糖
沈　　　　　渣 蛋白，潜血反応が陰性であれば省略可
潜　　　　　血
比　　　　　重

便 潜　　　　　血 免疫法で実施（2回法）
問診･診察 内　　　　　科 胸部聴診，腹部触診等

情　報　提　供 特定健診情報提供を含む
質　　問　　票 特定健診質問票22項目を含む

説明，教育，指導
オプション検査項目　★乳房触診＋乳房画像診断　　　★婦人科診察＋子宮頸部細胞診（医師による）
　　　　　　　　　　★PSA検査　　　★HCV抗体
＊原則としてX線検査とする．本人からX線検査が困難との申し出があり医師が必要と認めた場合，内視鏡検査に変更することも可
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判定区分（2016年4月1日改定）

項　　目 A異常なし B軽度異常 C要経過観察・生活改善
D要医療

D1要治療・
D2要精検　＊1

E治療中
＊7

体格指数（BMI） kg/m2 18.5－24.9 －18.4，25.0－

腹囲 cm 男性 －84.9 85.0－
女性 －89.9 90.0－

血圧 mmHg 収縮期 －129 130－139 140－159 160－
（2回測定：平均値） 拡張期 －84 85－89 90－99 100－

心拍数（仰臥位） 回 /分 45－85 40－44，86－100 －39，101－

視力（裸眼，矯正両方の場合は矯正で判定）
（悪い側で判定） 1.0－ 0.7－0.9 －0.6

聴力 dB 1000Hz －30 35 40－
4000Hz －30 35 40－

呼吸機能
（スパイロメトリー）
（小数点1ケタ表記に変更）
＊2

1秒率（%） 70.0－ －69.9 －69.9
%1秒 量（ 予 測1
秒量に対する%） 80.0－ －79.9

%肺活量（%） 80.0－ －79.9

総たんぱく g/dL 6.5－8.0 8.1－9.0 6.0－6.4 －5.9，9.1－

アルブミン g/dL 4.0－ 3.6－3.9 －3.5

クレアチニン
（eGFRを優先して判定）
（小数点2ケタ表記に変更）

mg/dL
男性 －1.00 1.01－1.09 1.10－1.29 1.30－

女性 －0.70 0.71－0.79 0.80－0.99 1.00－

eGFR（mL/分 /1.73m2 による）
（小数点1ケタ表記に変更） 60.0－ 50.0－59.9 －49.9

尿酸 mg/dL 2.1－7.0 7.1－7.5 －2.0，7.6－8.9 9.0－

総コレステロール mg/dL ＊3 140－199 200－219 220－259 －139，260－

HDLコレステロール mg/dL 40－119 30－39 －29，120－

LDLコレステロール mg/dL 60－119 120－139 140－179 －59，180－

中性脂肪 mg/dL 30－149 150－199 200－399 －29，400－

AST（GOT） U/L 0－30 31－35 36－50 51－

ALT（GPT） U/L 0－30 31－40 41－50 51－

γ－GT（γ－GTP） U/L 0－50 51－80 81－100 101－

FPG（血漿）空腹時血糖 mg/dL
FPG：－99

かつ
HbA1c：－5.5

1） FPG：100－109かつ
　HbA1c：－5.9
2） FPG：－99かつ
　 HbA1c：5.6－5.9
1），2）のいずれかのもの

1） FPG：110－125
2） HbA1c：6.0－6.4
3） FPG：126－かつHbA1c：－6.4
4）FPG：－125かつHbA1c：6.5－
 1）～4）のいずれかのもの　＊5

FPG：126－
かつ

HbA1c：6.5－
HbA1c（NGSP） % ＊4

赤血球数 104 / μ L 男性 400－539 540－599 360－399 －359，600－
女性 360－489 490－549 330－359 －329，550－

白血球数 103 / μ L 3.2－8.5 8.6－8.9 2.6－3.1 －2.5，9.0－

血色素量 g/dL 男性 13.1－16.6 16.7－17.9 12.0－13.0 －11.9，18.0－
女性 12.1－14.6 14.7－15.9 11.0－12.0 －10.9，16.0－

ヘマトクリット % 男性 38.5－48.9 49.0－50.9 35.4－38.4 －35.3，51.0－
女性 35.5－43.9 44.0－47.9 32.4－35.4 －32.3，48.0－

血小板数 104 / μ L 13.0－34.9 35.0－39.9 10.0－12.9 －9.9，40.0－

CRP
（小数点2ケタ表記に変更）mg/dL －0.30 0.31－0.99 1.00－

梅毒反応 陰性 陽性

HBs抗原 陰性 陽性
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判定区分（2016年4月1日改定）　つづき

項　　目 A異常なし B軽度異常 C要経過観察・生活改善
D要医療

D1要治療・
D2要精検　＊1

E治療中
＊7

尿蛋白 （－） （＋－） （＋） （＋＋）－

尿糖 （－） （＋－） （＋）－

尿潜血 （－） （＋－） （＋） （＋＋）－

便潜血　2回法 1回目 （－） （＋）
2回目 （－） （+）（+）,（+）（-）,（-）（+）

子宮頚部細胞診　＊6 ベセスダ分類 NILM
不適正標本＝判定不能

（すみやかに再検査）・
ASC-US

ASC-H, LSIL, HSIL, 
SCC, AGC, AIS, 

Adenocarcinoma, 
Other malig

HCV抗体 陰性 陽性

項　目 検査方法
総たんぱく Biuret法
アルブミン＊ BCG法，BCP改良法
総コレステロール 酵素法
LDLコレステロール 直接法（非沈殿法：可視吸光光度法，紫外吸光光度法）
HDLコレステロール 直接法（非沈殿法：可視吸光光度法，紫外吸光光度法）
中性脂肪 酵素比色法，グリセロール消去（可視吸光光度法，紫外吸光光度法）
クレアチニン 酵素法
尿酸 ウリカーゼPOD法
AST（GOT） JSCC標準化対応法
ALT（GPT） JSCC標準化対応法
γ -GT（γ -GTP） JSCC標準化対応法
空腹時血糖 酵素法，電極法
HbA1c ラテックス凝集比濁法，HPLC法，酵素法
梅毒反応 梅毒脂質抗原使用法
CRP ラテックス凝集免疫比濁法，免疫比濁法，免疫比朧法
*アルブミンのBCG 法とBCP 改良法の差異は下記を参照
   http://www.jslm.org/others/news/20131225albumin.pdf

＊1 値の高低、所見によってのD1要治療、D2要精検のいずれかを採用するかは任意とする
＊2 呼吸機能検査は検者、被験者の良好の関係が数値を微妙に変えるので注意する
 また、1秒率、%1秒量の組み合わせで閉塞性障害の重症度を判定する
 1秒率が70%未満かつ%1秒量80%以上が軽症、79%以下が中等症以上と判定する
 1秒率、%肺活量の組み合わせで閉塞性、拘束性、混合性換気障害と判定する
＊3 総コレステロールよりLDLコレステロール判定を優先する
＊4 判定区分でのHbA1cの表記はNGSP値である。HbA1c（NGSP値）は=1.02× JDS値（%）+0.25%で変換可能である
＊5 空腹時血糖、HbA1c（NGSP）併合判定C区分の3）4）と判定した場合はOGTTを推奨する
＊6 採取器具は綿棒ではなくブラシ、へら、サイトピック等を使用し、可能であれば液状化検体法（LBC）にて検体を保存する
 不適性標本はすみやかに再検査、ASC-USはHPV-DNA検査あるいは6か月後再検査とする
＊7 従前どおり治療中の場合はE判定とする
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日本人間ドック学会学術大会（および前身の）開催記録

通算
回数 名　　　称 会　　　期

年　月　日
主 催 者
学 会 長

所　　属
（職　　名） 会　場（開催地）

1 短期人間ドック医療担当者講習会 34. 8.23－24 橋本　寛敏 聖路加国際病院長 聖路加国際病院 東 京
2 短期人間ドック医療担当者講習会 35. 8.13 〃 日本病院協会会長 聖路加国際病院 東 京
3 短期人間ドック医療担当者講習

会・研究会
36. 9.29－30 〃 〃 都道府県会館 東 京

4 短期人間ドック医療担当者講習
会・研究会

37. 9. 8－ 9 古玉　太郎 京都第二赤十字病院長 京都第二赤十字病院 京 都

5 短期人間ドック実施病院講習会 38. 8.22 阿久津　慎 名鉄病院長 名古屋興和新薬講堂 名古屋
6 短期人間ドックセミナー・研究会 39. 8.27－28 橋本　寛敏 日本病院協会会長 社会文化会館 東 京
7 短期人間ドックセミナー・研究会 40. 8.26－27 佐藤元一郎 諏訪赤十字病院長 諏訪市民センター 諏 訪
8 A）短期人間ドックセミナー・研究会 41. 9. 8－ 9 小野田敏郎 佼成病院長 佼成病院 東 京

B）短期人間ドックセミナー・研究会 42. 9. 8－ 9 小山　三郎 大阪赤十字病院長 大阪科学技術センター 大 阪
9 人間ドック研究会 43. 9.20－21 橋本　寛敏 日本病院協会会長 マツダ八重州ビル 東 京

10 人間ドック学会 44. 8.28－29 松木　光彦 仙台市立病院長 仙台市庁舎 仙 台
11 45. 8.27－28 牧田　　中 牧田総合病院長 青山会館 東 京
12 46. 8.20－21 佐藤　三郎 青森県立中央病院長 朝日生命青森支社 青 森
13 47. 8.25－26 大鈴　弘文 東京警察病院長 東医健保会館 東 京
14 48. 8.24－25 阿久津　慎 名鉄病院長 名古屋市工業研究所 名古屋
15 49. 8.23－24 堀内　　光 済生会中央病院長 私学会館 東 京
16 50. 8.22－23 木村　　登 久留米大学教授 久留米大学医学部 久留米
17 51. 8.20－21 丹野　三男 仙台市立病院長 斎藤報恩会会館 仙 台
18 52. 8.26－27 清瀬　　闊 三井記念病院 第一生命ホール 東 京
19 53. 8.18－19 小関　忠尚 京都第二赤十字病院 京都府立文化芸術会館 京 都
20 54. 8.23－24 菅原　虎彦 聖路加国際病院長 銀座ガスホール 東 京
21 55. 8.21－22 二本杉　皎 大阪赤十字病院長 大阪赤十字会館 大 阪
22 56. 8.28－29 樫田　良精 関東中央病院長 経団連ホール 東 京
23 57. 9. 9－10 大内　清太 青森県立中央病院長 青森市民文化ホール 青 森
24 日本人間ドック学会 58. 9. 2－ 3 吉川　政己 東京警察病院長 経団連ホール 東 京
25 59. 8.24－25 岡山　義雄 岡山病院長 愛知県産業貿易館 名古屋
26 60. 8.22－23 河野　　稔 北品川総合病院長 東京簡易保険郵便年金会館

ホール
東 京

27 61. 8.21－22 宇津　典彦 国立久留米病院長 萃香園ホテル 久留米
28 62. 8.20－21 竹本　吉夫 秋田赤十字病院長 秋田文化会館 秋 田
29 63. 8.25－26 依田　忠雄 岡山赤十字病院長 岡山プラザホテル 岡 山
30  1. 8 .24－25 藤間　弘行 藤間病院長 東京ヒルトンインターナショナル 東 京
31  2. 8 .23－24 中山　耕作 聖隷浜松病院長 グランドホテル浜松 浜 松
32  3. 8 .22－23 井上　幹夫 福岡大学医学部

健康管理学教室教授
電気ホール 福 岡

33  4. 9 . 3－ 4 長崎　　彬 高知赤十字病院長 高知県民文化ホール 高 知
34  5. 8 .26－27 佐藤　祐造 名古屋大学総合保健体

育科学センター教授
名古屋市中小企業振興会館 名古屋

35  6.10.20－21 笹森　典雄 牧田総合病院附属健診
センター院長

日本青年館 東 京

36  7. 8 .24－25 後藤　由夫 東北厚生年金病院長 江陽グランドホテル 仙 台
37  8. 8 .29－30 小山　和作 日赤熊本健康管理セン

ター所長
ニュースカイホテル 熊 本

38  9. 8 .21－22 伊藤千賀子 広島原爆障害対策協議
会健康管理・増進セン
ター副所長

広島国際会議場 広 島
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通算
回数 名　　　称 会　　　期

年　月　日
主 催 者
学 会 長

所　　属
（職　　名） 会　場（開催地）

39 10. 8.27－28 奈良　昌治 足利赤十字病院 鬼怒川温泉ホテルニュー岡部 栃 木
40 11. 8.26－27 櫻井　健司 聖路加国際病院長 京王プラザホテル 東 京
41 12. 8.24－25 藤澤　正清 福井県済生会病院長 福井フェニックス・プラザ 福 井
42 13. 8.30－31 西村　昭男 医療法人社団カレスアラ

イアンス理事長
ロイトン札幌
北海道厚生年金会館

北海道

43 14. 8.29－30 宮崎　忠昭 長野赤十字病院長 ホテル国際21 長 野
44 15. 8.28－29 武田　隆男 武田病院グループ会長 ホテルグランヴィア京都 京 都
45 16. 8.26－27 高木　　弘 JR東海総合病院長 名古屋国際会議場 名古屋
46 日本人間ドック学会学術大会 17. 8.25－26 宮下　正弘 秋田赤十字病院長 秋田ビューホテル

ホテルメトロポリタン秋田
秋 田

47 18. 9.14－15 鈴木　　信 琉球大学名誉教授 沖縄コンベンションセンター
健康文化村カルチャー
リゾートフェストーネ

沖 縄

48 19. 8.30－31 中村　治雄 （財）三越厚生事業団
常務理事

ロイヤルパークホテル
三越劇場

東 京

49 20. 9.11－12 片岡　善彦 徳島赤十字病院長 アスティとくしま
徳島文理大学むらさきホール

徳 島

50 21. 9. 3－ 4 山門　　實 三井記念病院
総合健診センター所長

グランドプリンスホテル
赤坂

東 京

51 22. 8. 26－ 27 吉田　　威 吉田病院
理事長・病院長

旭川市民文化会館
旭川グランドホテル

北海道

52 23. 8. 25－ 26 大道　道大 森之宮病院
院長

大阪国際会議場 大 阪

53 24. 9. 1－ 2 和田　高士 東京慈恵会医科大学 
大学院健康科学教授

東京国際フォーラム 東 京

54 25. 8. 29－30 堺　　常雄 聖隷浜松病院
総長

アクトシティ浜松，
オークラアクトシティホテル浜松

浜 松

55 26. 9. 4－ 5 寺坂　禮治 福岡赤十字病院
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1. 　投稿内容
投稿の内容は人間ドックおよびその領域に関連する原著，症例報告，短報，総説，Letters to the Editor

などで，他誌に発表されていないものに限ります．
なお，臨床研究に関する論文は1964年のヘルシンキ宣言（以後の改定を含む）の精神に則ったものでな

ければなりません．すなわち，論文の内容が疫学研究あるいは臨床研究の場合は，その研究計画が自施
設の倫理委員会あるいは日本人間ドック学会倫理委員会の承認を得ていること，ならびに対象者のイン
フォームド・コンセントが得られていることが必要です．また，そのことを本文中に記載してください．
症例報告の場合は，受診者のプライバシーに十分配慮し，インフォームド・コンセントを得た上で投稿し
てください．

2. 　投稿資格
投稿者は本学会正会員，施設会員，および名誉会員とします．編集委員会が特に認めたものは，この限

りではありません．
3. 　投稿様式

投稿原稿は，和文は全角，英数字は半角で，Microsoft Word他のオンラインシステムにアップロード可
能なファイル形式で作成してください．

アップロード可能なファイル形式：doc（docx），xls（xlsx），ppt（pptx），jpg，tiff，gif，ai，eps，psd
また，ファイル名は，必ず，半角英数字で入力し，拡張子をつけてください．
ファイル名の例：honbun.doc.，zu1.jpg.，hyou1.xls.等
ご使用になったMicrosoft Officeのバージョンを，「カバーレター」（アップロードする際の頭書きを記載

する部分）に記載してください．
論文の長さは題名，和文・英文要約，図，表，文献を含み，原著刷り上がり6頁（12,000字）以内，症例

報告・短報4頁（8,000字）以内，総説8頁（16,000字）以内，Letters to the Editor半頁（1,200字）以内を原
則とします．

用語は日本医学会編「日本医学会医学用語辞典英和・和英」，日本内科学会編「内科学用語集」により，
略語については巻末の「日本人間ドック学会誌 略語一覧」を使用すること．掲載略語以外は，初出時に正
式用語を使い，（　）に略語を示す．

外国語は固有名詞，文頭にきた語句のみ，最初の１字を大文字とします．
度量衡の単位はSI単位を原則とします．（例）kg，g，mg/dL，L，mL，m，cm，℃など，数値には3桁

ごとに（，）を入れます．（例）1,234,567,890
図，表はA4サイズ以下で作成し，1枚につき原稿400字分とします．
図，表の挿入位置は，本文中の該当箇所に（表１）の様に入れてください．
画像ファイルは，本文とは別ファイルにて作成して，アップロードしてください．
原稿の末尾に，図，表の標題および説明を番号順にまとめて記載してください．
統計解析にソフトを使用した場合は，ソフト名等を記載してください．（例）統計解析ソフトはSPSS 

ver17 for Windowsを用いた．
4. 　投稿論文の書き方
（a） 論文記載の順序，形式

（1） タイトル頁：題名，著者名，所属機関，所在地および筆頭著者の職種，氏名，連絡先（Tel，Fax，
E-mail），別刷りの希望部数を書いてください．なお，題名，著者名，所属機関には英文を併記し
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てください．
（2） 2頁目：和文要約（600字以内）を目的：，方法：，結果：，結論：の順に書いてください．キーワー

ドを４個以内で併記してください．
（3） 3頁目：英文要約（ダブルスペース，250 words以内），キーワード（英文）を4個以内で併記してく

ださい．なお，英文要約についてはその作成を学会に依頼することも可能ですが，その場合には
有料となります．英文要約を学会で作成することを希望される場合には，その旨を3頁に明記して
ください．

（4） 4頁目以後：本文を書き，緒言（はじめに），対象，方法，結果（成績），考察（考案），結語（まとめ），
利益相反（Conflict of Interest），（謝辞），文献の順として，それぞれ行を変えてください．

（b） 文献の引用
（1） 本文中に引用番号順に番号を「辻ら1）の研究によれば……」のように上付きで入れてください．
（2） 雑誌の引用の場合，略号は日本文献は医学中央雑誌，外国文献はIndex Medicusに従ってください．

著者が4名以上の場合は3名併記のうえ「ほか」または‘et al’としてください．
（例）　1） 辻　裕之，天川和久，大本由起子ほか：慢性腎臓病予測因子としての尿酸値の意義．人間ドッ

ク2008；23：23-28.
2） Ozaki S, Atarashi K, Minami M, et al : Effect of aging and body weight changes on serum 

uric acid. Ningen Dock 2008 ; 22 : 43-48.
（3） 単行本の引用の場合，著者名（上記の通り），題名，監修・編者名，書名，版数，発行所名，発行地，

発行年号（西暦）引用頁-頁の順としてください．
（例）　1） 小山和作：事後指導の基本．後藤由夫，奈良昌治監，山門 實，阿部眞秀編，健診判定基準ガ

イドライン 改定新版，文光堂，東京，2008，273-281．
2） Kaplan NM : Measurement of blood pressure. In : Kaplan NM(ed), Kaplan's Clinical 

Hypertension. 7th edit, Lippincott William & Wilkins, Philadelphia, 2002, 25-55.
（4） ホームページの引用の場合，著者名：タイトル．発表年，引用元のURL［確認した日付*］の順とし

てください．*引用のために確認した日付を記入してください．
（例）　1） 厚生労働省健康局総務課 生活習慣病対策室：禁煙支援マニュアル．2006，http://www.

mhlw.go.jp/topics/tobacco/kin-en-sien/manual/index.html［2012.03.02］
2） Ministry of Health, Labour and Welfare : Fact sheet of abridged life tables for Japan 2010. 

2011, (In Japanese) http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/life/life10/index.html (accessed 
July 28, 2011)

5. 　原稿の採択
受け付ける原稿は投稿規定に従ったものとします．投稿規定に従っているかは，オンライン上に投稿用

チェックリストがありますのでチェックしてください．投稿規定に従っていないものは受理せず返却します
ので投稿規定に従って書き直しをして再提出してください．受理した原稿の採否および掲載順序は編集委
員会が決定いたします．査読終了後の再投稿は，3カ月以内とします．それ以後は新規論文として扱います．

6. 　原稿の校正
校正は初校のみを著者校正としますが，校正に際しては原則として文章の書き換え，図，表の変更は認

められません．
7. 　別刷り

別刷りを希望する場合は投稿時に申し込んでください．
30部までは無料ですので，「100部希望：30部（無料）＋70部」のようにタイトルページに明記してくだ



人間ドック　Vol.30  No.5  2016年 69 ( 869 )

さい．なお，有料分は20部から10部単位で受け付け，1部100円（税別）をいただきます．
8. 　掲載料

刷り上がり原著6頁，症例報告・短報4頁，総説8頁，Letters to the Editor半頁までの費用は当学会の
負担とします．それ以上の頁の費用については，1頁ごとの超過掲載料10,000円を著者の実費負担として
いただきます．

また，図，表のトレースが必要だった場合や，カラー印刷を希望される場合の費用も著者の実費負担と
なりますので留意してください．

9. 　著作権
論文の内容については，論文の筆頭者が著作者の人格権を代表し，実質的な責任を負います．
また，論文が受理され，本誌に掲載された論文の版権は当学会に委譲されますので，著作権委譲に関

する用紙（投稿承諾書）に著者全員の署名をし，投稿時にオンラインシステムにアップロードするか，また
は郵送にて提出して下さい．投稿承諾書は綴り込みのもの（コピー可）を使用するか，本学会ホームページ
からダウンロードして使用して下さい（手順：学会ホームページ→学会誌→投稿規定→投稿承諾書）．

なお，本誌に掲載された論文は当学会ホームページに掲載いたします．
10.   利益相反

利益相反がある場合には開示が必要ですので，オンラインシステム上に記載して下さい．
11.   発行月

本誌の発行は年5回（6月，8月，9月，12月，3月）とし，8月号は日本人間ドック学会学術大会抄録集と
します．

12.   オンライン投稿先
原稿は，以下のオンライン投稿・査読システム（ScholorOne Manuscripts）よりご投稿ください．
http://mc.manuscriptcentral.com/ningendock

（問い合わせ先）
〒151-0051　東京都渋谷区千駄ヶ谷5-8-10　外苑マンション605

（株）サイエンティスト社内日本人間ドック学会誌「人間ドック」編集部
電話：03-3354-2004　FAX：03-3354-2017
E-mail：sadoku@scientist-press.com

附記1：図，表などの引用について
「人間ドック」への投稿に際して，図，表などの引用について注意してください．

1）  引用に際して原著者などの許諾が必要な場合
下記の諸条件をすべて充たす場合には，著作権法上原著者，出版社，学会などの許諾がなくても引用可
能です．
・既に公表されている著作物であること．
・引用する図，表などの量が客観的に正当な範囲（引用者の良心に従う）であること．
・図，表などの引用に際して，原型のままの掲載が不可欠であること．なお，改変して引用する場合には

許諾が必要となります．
・原著者の名誉を毀損したり，原著者の意図に反した利用法をしないこと．
・出典を明示すること．
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2）  引用に際して原著者などの許諾が必要は場合
上記の条件を一項目でも充たさない場合には，著作権法上の引用の範囲を逸脱することになり，「人間ドッ
ク」投稿前に，原著者，出版社，学会などの著作権保有者からの許諾を取得する必要があります．なおこ
の際には，著作権使用料の支払いが発生することがあります．

附記2：参考とすべき倫理指針等
1） 「臨床検査を終了した検体の業務，教育，研究のための使用について－日本臨床検査医学会の見解－」
 （日本臨床検査医学会　臨病理 2010；58：101-103.）
2） 「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」（平成13年3月29日文部科学省・厚生労働省・経済

産業省告示第1号　平成16年12月28日全部改正・平成17年6月29日一部改正，平成26年11月25日
一部改正）

3） 「遺伝子治療臨床研究に関する指針」（平成14年3月27日文部科学省・厚生労働省告示第1号　平成16
年12月28日全部改正，平成26年11月25日一部改正）

4） 「遺伝学的検査に関するガイドライン」（平成15年8月　遺伝医学関連10学会：日本遺伝カウンセリング
学会，日本遺伝子診療学会，日本産科婦人科学会，日本小児遺伝学会，日本人類遺伝学会，日本先天
異常学会，日本先天代謝異常学会，日本マススクリーニング学会，日本臨床検査医学会（以上五十音順），
家族性腫瘍研究会）

5） 「ヒト遺伝情報に関する国際宣言」（UNESCO　October 16，2003）
6） 「ファーマコゲノミクス検査の運用指針」（平成21年3月24日　日本臨床検査医学会，日本人類遺伝学会，

日本臨床検査標準化協議会　平成21年11月2日改定，平成24年7月21日改正）
7） 「医療における遺伝学的検査・診断に関するガイドライン」（平成23年2月　日本医学会）
8） 「厚生労働科学研究における利益相反（Conflict of Interest：COI）の管理に関する指針」（平成20年3月

31日厚生労働省施行通知）
9） 臨床研究の利益相反（COI）に関する共通指針（平成22年4月12日：内科系関連10学会）
10） 「人を対象とする医学系研究に関する倫理指針」（平成26年12月22日：文部科学省・厚生労働省）

［改訂日：平成27年6月4日］
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1. 　投稿内容
投稿の内容は人間ドックおよびその領域に関連する原著，症例報告，短報，総説，Letters to the Editor

などで，他誌に発表されていないものに限ります．
なお，臨床研究に関する論文は1964年のヘルシンキ宣言（以後の改定を含む）の精神に則ったものでな

ければなりません．すなわち，論文の内容が疫学研究あるいは臨床研究の場合は，その研究計画が自施
設の倫理委員会あるいは日本人間ドック学会倫理委員会の承認を得ていること，ならびに対象者のイン
フォームド・コンセントが得られていることが必要です．また，そのことを本文中に記載してください．
症例報告の場合は，受診者のプライバシーに十分配慮し，インフォームド・コンセントを得た上で投稿し
てください．

2. 　投稿資格
投稿者は本学会正会員，施設会員，および名誉会員とします．編集委員会が特に認めたものは，この限

りではありません．
3. 　投稿様式

投稿原稿はワードプロセッサーを使用し，本文はA4判用紙にMS明朝体，12ポイント，和文は全角，英・
数字は半角で，40字×20行の横書きとし，フロッピーディスクあるいはCD-ROMでの提出を原則としま
す．またプリントアウトした原稿を2部添付してください．なお，フロッピーディスクあるいはCD-ROM
には使用したOS （WindowsまたはMacintosh），使用ソフトウェア名とそのバージョン番号を明記してく
ださい．

論文の長さは題名，和文・英文要約，図，表，写真，文献を含み，原著刷り上がり6頁（12,000字）以内，
症例報告・短報4頁（8,000字）以内，総説8頁（16,000字）以内，Letters to the Editor半頁（1,200字）以内
を原則とします．

用語は日本医学会編「日本医学会医学用語辞典英和・和英」，日本内科学会編「内科学用語集」により，
略語については巻末の「日本人間ドック学会誌 略語一覧」を使用すること．掲載略語以外は，初出時に正
式用語を使い，（　）に略語を示す．

外国語は固有名詞，文頭にきた語句のみ，最初の１字を大文字とします．
度量衡の単位はSI単位を原則とします．（例）kg，g，mg/dL，L，mL，m，cm，℃など，数値には3桁

ごとに（，）を入れます．（例）1,234,567,890
図，表，写真は1枚につき，原稿400字分とします．
図，表，写真は，写真製版のためそのまま利用できる「汚れのない明瞭な原画」を添付してください．なお，

サイズは編集の都合により適宜変更する場合があります．
図，表はA4判の別紙に，写真はA4判の台紙に貼り，写真は台紙の裏に筆頭著者名，写真番号と天地

を明記し，それぞれにまとめて原稿の末尾に添付してください．また挿入の場所を原稿の欄外に明記して
ください．あるいはデータを保存し，OS名やバージョン番号を明記したフロッピーディスクかCD-ROM
でお送りください．

さらに，図，表，写真の表題および説明を別紙に和文で番号順にまとめて原稿の末尾に添付してください．
統計解析にソフトを使用した場合は，ソフト名等を記載してください．（例）統計解析ソフトはSPSS 

ver17 for Windowsを用いた．
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4. 　投稿論文の書き方
（a） 論文記載の順序，形式

（1） タイトル頁：題名，著者名，所属機関，所在地および筆頭著者の職種，氏名，連絡先（Tel，Faxあ
ればE-mail），別刷りの希望部数を書いてください．なお，題名，著者名，所属機関には英文を併
記してください．

（2） 2頁目：和文要約（600字以内）を目的：，方法：，結果：，結論：の順に書いてください．キーワー
ドを４個以内で併記してください．

（3） 3頁目：英文要約（ダブルスペース，250 words以内），キーワード（英文）を4個以内で併記してく
ださい．なお，英文要約についてはその作成を学会に依頼することも可能ですが，その場合には
有料となります．英文要約を学会で作成することを希望される場合には，その旨を3頁に明記して
ください．

（4） 4頁目以後：本文を書き，緒言（はじめに），対象，方法，結果（成績），考察（考案），結語（まとめ），
利益相反（Conflict of Interest），（謝辞），文献の順として，それぞれ行を変えてください．

（b） 文献の引用
（1） 本文中に引用番号順に番号を「辻ら1）の研究によれば……」のように上付きで入れてください．
（2） 雑誌の引用の場合，略号は日本文献は医学中央雑誌，外国文献はIndex Medicusに従ってください．

著者が4名以上の場合は3名併記のうえ「ほか」または‘et al’としてください．
（例）　1） 辻　裕之，天川和久，大本由起子ほか：慢性腎臓病予測因子としての尿酸値の意義．人間ドッ

ク2008；23：23-28.
2） Ozaki S, Atarashi K, Minami M, et al : Effect of aging and body weight changes on serum 

uric acid. Ningen Dock 2008 ; 22 : 43-48.
（3） 単行本の引用の場合，著者名（上記の通り），題名，監修・編者名，書名，版数，発行所名，発行地，

発行年号（西暦）引用頁-頁の順としてください．
（例）　1） 小山和作：事後指導の基本．後藤由夫，奈良昌治監，山門 實，阿部眞秀編，健診判定基準ガ

イドライン 改定新版，文光堂，東京，2008，273-281．
2） Kaplan NM : Measurement of blood pressure. In : Kaplan NM(ed), Kaplan's Clinical 

Hypertension. 7th edit, Lippincott William & Wilkins, Philadelphia, 2002, 25-55.
（4） ホームページの引用の場合，著者名：タイトル．発表年，引用元のURL［確認した日付*］の順とし

てください．*引用のために確認した日付を記入してください．
（例）　1） 厚生労働省健康局総務課 生活習慣病対策室：禁煙支援マニュアル．2006，http://www.

mhlw.go.jp/topics/tobacco/kin-en-sien/manual/index.html  ［2012.03.02］
2） Ministry of Health, Labour and Welfare : Fact sheet of abridged life tables for Japan 2010. 

2011, (In Japanese) http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/life/life10/index.html (accessed 
July 28, 2011)

（c） 投稿原稿の部数
　　投稿原稿は2部，フロッピーディスクあるいはCD-ROMは1部提出してください．
5. 　原稿の採択

受け付ける原稿は投稿規定に従ったものとします．投稿規定に従っているかは，投稿用チェックリスト
でチェックしてください．投稿規定に従っていないものは受理せず返却しますので投稿規定に従って書き
直しをして再提出してください．受理した原稿の採否および掲載順序は編集委員会が決定いたします．査
読終了後の再投稿は，3カ月以内とします．それ以後は新規論文として扱います．なお，採用された原稿
等の返却は原則としていたしません．
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6. 　原稿の校正
校正は初校のみを著者校正としますが，校正に際しては原則として文章の書き換え，図・表・写真の変

更は認められません．
7. 　別刷り

別刷りを希望する場合は投稿時に申し込んでください．
30部までは無料ですので，「100部希望：30部（無料）＋70部」のようにタイトルページに明記してくだ

さい．なお，有料分は20部から10部単位で受け付け，1部100円（税別）をいただきます．
8. 　掲載料

刷り上がり原著6頁，症例報告・短報4頁，総説8頁，Letters to the Editor半頁までの費用は当学会の
負担とします．それ以上の頁の費用については，1頁ごとの超過掲載料10,000円を著者の実費負担として
いただきます．

また，図，表のトレーシング，カラー写真の印刷の費用も著者の実費負担となりますので留意してくだ
さい．

9. 　著作権
論文の内容については，論文の筆頭者が著作者の人格権を代表し，実質的な責任を負います．
また，論文が受理され，本誌に掲載された論文の版権は当学会に委譲されますので，著作権委譲に関

する用紙（投稿承諾書）に著者全員の署名をし，投稿時に郵送にて提出して下さい．投稿承諾書は綴り込み
のもの（コピー可）を使用するか，本学会ホームページからダウンロードして使用して下さい（手順：学会ホー
ムページ→学会誌→投稿規定→投稿承諾書）．

なお，本誌に掲載された論文は当学会ホームページに掲載いたします．
10.   利益相反

利益相反がある場合には開示が必要ですので，投稿時に利益相反（COI）自己申告書を提出して下さい．
利益相反（COI）自己申告書は綴り込みのもの（コピー可）を使用するか，本学会ホームページからダウンロー
ドして使用して下さい（手順：学会ホームページ→学会誌→投稿規定→利益相反（COI）自己申告書）．

11.   発行月
本誌の発行は年5回（6月，8月，9月，12月，3月）とし，8月号は日本人間ドック学会学術大会抄録集と

します．
12.   原稿送付先

原稿は次の宛先へ郵便書留，Expackもしくは宅配便でお送りください．
　〒151-0051　東京都渋谷区千駄ヶ谷5-8-10　外苑マンション605

　（株）サイエンティスト社内日本人間ドック学会誌「人間ドック」編集部
　電話：03-3354-2004　FAX：03-3354-2017
　E-mail：sadoku@scientist-press.com

附記1：投稿用チェックリストについて
「人間ドック」への投稿に際して，論文作成上の不備のために査読審査が円滑に進まないことがあります．

査読審査を円滑に，かつ迅速に進めるための投稿用チェックリストが作成されています．著者はチェックリ
ストの各項目をチェックし，それぞれの□に確認の∨印を記して，投稿論文が投稿規定に合致していること
を確認してください．確認後にチェックリストに署名をして，投稿原稿とともに郵送してください．全チェッ
ク項目に∨印のない原稿は受理されません．

なお，投稿用チェックリストは，「人間ドック」に添付されていますので，それを使用してください．
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附記2：図・表などの引用について
「人間ドック」への投稿に際して，図・表などの引用について注意してください．

1） 引用に際して原著者などの許諾が必要な場合
下記の諸条件をすべて充たす場合には，著作権法上原著者，出版社，学会などの許諾がなくても引用可
能です．
・既に公表されている著作物であること．
・引用する図・表などの量が客観的に正当な範囲（引用者の良心に従う）であること．
・図・表などの引用に際して，原型のままの掲載が不可欠であること．なお，改変して引用する場合には

許諾が必要となります．
・原著者の名誉を毀損したり，原著者の意図に反した利用法をしないこと．
・出典を明示すること．

2） 引用に際して原著者などの許諾が必要は場合
上記の条件を一項目でも充たさない場合には，著作権法上の引用の範囲を逸脱することになり，「人間

ドック」投稿前に，原著者，出版社，学会などの著作権保有者からの許諾を取得する必要があります．な
おこの際には，著作権使用料の支払いが発生することがあります．

附記3：参考とすべき倫理指針等
1） 「臨床検査を終了した検体の業務，教育，研究のための使用について－日本臨床検査医学会の見解－」
 （日本臨床検査医学会　臨病理 2010；58：101-103.）
2） 「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」（平成13年3月29日文部科学省・厚生労働省・経済

産業省告示第1号　平成16年12月28日全部改正・平成17年6月29日一部改正，平成26年11月25日
一部改正）

3） 「遺伝子治療臨床研究に関する指針」（平成14年3月27日文部科学省・厚生労働省告示第1号　平成16
年12月28日全部改正，平成26年11月25日一部改正）

4） 「遺伝学的検査に関するガイドライン」（平成15年8月　遺伝医学関連10学会：日本遺伝カウンセリング
学会，日本遺伝子診療学会，日本産科婦人科学会，日本小児遺伝学会，日本人類遺伝学会，日本先天
異常学会，日本先天代謝異常学会，日本マススクリーニング学会，日本臨床検査医学会（以上五十音順），
家族性腫瘍研究会）

5） 「ヒト遺伝情報に関する国際宣言」（UNESCO　October 16，2003）
6） 「ファーマコゲノミクス検査の運用指針」（平成21年3月24日　日本臨床検査医学会，日本人類遺伝学会，

日本臨床検査標準化協議会　平成21年11月2日改定，平成24年7月21日改正）
7） 「医療における遺伝学的検査・診断に関するガイドライン」（平成23年2月　日本医学会）
8） 「厚生労働科学研究における利益相反（Conflict of Interest：COI）の管理に関する指針」（平成20年3月

31日厚生労働省施行通知）
9） 臨床研究の利益相反（COI）に関する共通指針（平成22年4月12日：内科系関連10学会）
10） 「人を対象とする医学系研究に関する倫理指針」（平成26年12月22日：文部科学省・厚生労働省）

［改訂日：平成27年6月4日］
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「人間ドック」投稿用チェックリスト

「人間ドック」への郵送での投稿に際して，著者は，各項目のリストをチェックし，□印に確認
の∨印を記して，投稿論文が投稿規定に合致していることを確認して下さい．その上で，こ
のチェックリストに署名をして，投稿原稿とともに郵送してください．全チェック項目に∨
印のない原稿は，受付けられません．

論文作製について
□ 　論文構成が，投稿規定のとおり，タイトル頁（表紙），和文要約，英文要約，本文，
 　文献，図表の題名・説明の順になっているか
□ 　タイトル頁（表紙）を1ページ目とした，ページを入れたか
□ 　本文と図表は別ファイルに保存したか

タイトル頁（表紙）に次の項目を記載したか
□ 　和文の題名，著者名，所属施設名，所属地
□ 　英文の題名，著者名，所属施設名
□ 　筆頭著者の氏名，職種，連絡先，メールアドレス
□ 　別冊希望部数
□ 　共著者の氏名，所属施設名，施設住所

和文要約（2ページ目）
□ 　600字以内で，目的：，方法：，成績：，結論：にわけて，それぞれ記載したか
□ 　和文キーワード（4個以内）をつけたか

英文要約（3ページ目）
□ 　ダブルスペース，250words 以内で，Objective：，Methods：，Results：，
 　 Conclusions：にわけてそれぞれ記載したか
□ 　内容は和文要約と一致しているか
□ 　英文キーワード（4個以内）をつけたか
□ 　英文要約の作製を学会に依頼する場合には，その旨を記載したか

本文（4ページ目以後）
□ 　本文の構成は，緒言（はじめに），対象，方法，結果（成績），考察（案），結語
 　（まとめ），利益相反（Conflict of Interest），（謝辞），文献の順に整っているか
□ 　Ｉ，1，1）などの箇条書きにしていないか
 　　注：原著論文では，本文の内容を箇条書きにしない
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□ 　論文内容，ことに方法に関して，倫理的考慮を要する場合には，
 　方法にその倫理問題についての配慮を記載したか
□ 　略語は，本文の初出の時に正式用語を使い，（ ）に略語を示したか
□ 　HbA1cはNGSP値で表記されているか

文　献
□ 　記載方法に誤りはないか
□ 　引用雑誌名の略号は医学中央雑誌，Index Medicusに従い，正しいか
□ 　文献番号は，本文で引用した順序になっているか

図・表，写真
□ 　図の説明文（表題）は，図の順に別紙に記載したか
□ 　表に縦線を使用していないか
 　　注：表には縦線は使用しない
□ 　図・表の挿入希望箇所を，本文の欄外に記載したか
□ 　写真の裏面に，筆頭著者名，写真番号，天地を記載したか

投稿直前のチェック
□ 　投稿原稿は2部あるか
□ 　フロッピーディスクまたはCD-ROM 1部を同封したか
□ 　責任者に投稿の最終チェックを受けたか
□ 　投稿承諾書を同封したか
□ 　利益相反がある場合，利益相反（COI）自己申告書を同封したか

全チェック項目に∨印のある事を確認しました．

 年 月 日，  著者署名

    職　　種
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投稿承諾書
日本人間ドック学会　殿

論文題名：

上記論文は，  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    所属の

　　　　　　　　　　　　　　　　が筆頭著者であり，日本人間ドック学会誌｢人間ドック｣に投稿
することを共著者として承諾いたします．なお，本論文は，他誌に発表されたことはなく，他誌に
投稿中でないこと，すなわち二重投稿でないことを認めますとともに，本論文内容に関して，こと
に倫理的問題を含めての全責任を負います．

＜利益相反に関して＞
日本人間ドック学会誌「人間ドック」に投稿した論文について，論文内に論じられている主題あるい
は資料について，利益を有する企業もしくはその他の営利を目的とした団体との経済的利害関係が
ある場合は，論文中に開示していることを認めます．
※利益相反がある場合は，利益相反（COI）自己申告書で開示をしてください．

また，本論文が｢人間ドック｣に掲載された場合，本論文の著作権は日本人間ドック学会が保有する
ことを認めます．

※著者が人間ドック学会のＡ会員の場合は，署名欄の右に会員番号も併記してください．

筆頭著者署名 （Ａ　　　　）

共著者署名 （Ａ　　　　） 共著者署名 （Ａ　　　　）

共著者署名 （Ａ　　　　） 共著者署名 （Ａ　　　　）

共著者署名 （Ａ　　　　） 共著者署名 （Ａ　　　　）

共著者署名 （Ａ　　　　） 共著者署名 （Ａ　　　　）

共著者署名 （Ａ　　　　） 共著者署名 （Ａ　　　　）

共著者署名 （Ａ　　　　） 共著者署名 （Ａ　　　　）

年　　月　　日　提出
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日本人間ドック学会  御中

利益相反（COI）自己申告書

論文題名：

筆頭著者の，投稿時から遡って過去１年以内の発表内容に関係する企業・組織または団体との利益
相反について下記に申告してください．

項　目 該当の状況 有であれば，著者名：企業名などの記載

①報酬額　
1つの企業・団体から年間 100 万円以上

有 ・ 無

②株式の利益　
1つの企業から年間 100 万円以上
あるいは株式 5％以上を保有

有 ・ 無

③特許権使用料　
1つにつき年間 100万円以上

有 ・ 無

④講演料　
1つの企業・団体から年間合計 50万円以上

有 ・ 無

⑤原稿料　
1つの企業・団体から年間合計 50万円以上

有 ・ 無

⑥研究費などの総額　
治験，受託研究，共同研究などについて， 
1つの企業・団体から支払われた総額が
年間 200万円以上

有 ・ 無

⑦奨学寄付金などの総額
1つの企業・団体から，申告者個人または申
告者が所属する講座・分野あるいは研究室の
代表に支払われた総額が年間 200万円以上

有 ・ 無

⑧企業などが提供する寄付講座
企業や団体が提供する寄付講座に所属して
いる場合

有 ・ 無

⑨旅費，贈答品などの受領
1つの企業・団体から年間 5万円以上

有 ・ 無

筆頭著者名（署名）：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
年　　月　　日　提出
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INSTRUCTIONS TO AUTHORS
Ningen Dock International

O¡cial Journal of Japan Society of Ningen Dock

Ningen Dock International is the official journal of Japan Society of Ningen Dock, in which original 
articles, case reports, and review articles in both Japanese and English are published. Ningen Dock accepts 
only manuscripts that are original work in the field of ningen dock and related areas not previously 
published or being considered for publication elsewhere, except as abstracts. The manuscripts published 
in Ningen Dock will appear on the website of our society.

If the manuscript concerns a clinical study, it must be in accordance with the Declaration of Helsinki 
of 1964 (subsequent revisions included). Therefore, for a manuscript whose content is epidemiological or 
clinical research, the approval of the facility’s Institutional Review Board (IRB) or the Ethics Committee 
of Japanese Society of Ningen Dock must have been obtained for the study described. Also, in the text, it 
should be indicated that informed consent has been obtained from subjects. Additionally, for case reports, 
it should be stated that adequate care has been taken to ensure the privacy of the subject concerned.

Online submission system
Ningen Dock uses an online submission system called ScholoarOne Manuscripts. 
Please access http://mc.manuscriptcentral.com/ningendock
This site is only in Japanese at this time.

Preparation of manuscript
All manuscripts must be written in English with MS-Word, Excel, PowerPoint and/or a common graphic 
format. Authors who are not fluent in English must seek the assistance of a colleague who is a native 
English speaker and is familiar with the field of the manuscript.

The title, abstract, text, acknowledgments, references, tables, and figure legends should begin on separate 
sheets, with pages numbered, and be typed double-spaced using the 12-point font size in MS-Word.
Files for submission should be prepared in English in a Microsoft Word or other file format that may be 
uploaded to the online system. 

Available formats for files to be uploaded: doc (docx), xls (xlsx) ppt (pptx), jpg, tiff, gif, ai, eps, psd File 
names must consist of alphanumeric characters and an extension.

Example file names: Manuscript.doc, Fig1.jpg, Table1.xls, etc.
Please indicate the version of Microsoft Office used in a cover letter accompanying the uploaded files.
All measurements should be expressed in SI units. Less common abbreviations should be spelled out at 

first usage and the abbreviated form used thereafter.

Title page
Titles should be concise and informative. Include the full names of authors, names and addresses of 
affiliations, and name and address of a corresponding author to whom proofs are to be sent, including a 
fax number, telephone number and e-mail address.

Abstract
The abstract should not exceed 250 words, and should be arranged under the following subheadings: 
Objective, Methods, Results, Conclusions, and have up to 4 keywords.

Types of articles
Original articles: An original article should not exceed 3,000 words, and should be arranged as follows: 
Abstract, Objective, Methods, Results, Discussion, (Conclusion), (Acknowledgments), and References.
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Case reports: A case report should not exceed 2,000 words, and be arranged as follows: Abstract (which 
should be a brief summary of the content without headings), Introduction, Case report, Discussion, and 
References.
Review articles: Review articles should not exceed 4,000 words. Review articles are usually by invitation. 
However, articles submitted without an invitation may also be considered by the Editorial Board.

References
References should be numbered consecutively in order of appearance in the text and cited in the text 
using superscript numbers. For example, according to the study by Sasamori1). For journals, the names 
and initials of the first three authors, followed by “et al” if there are other coauthors, the complete title, 
abbreviated journal name according to Index Medicus, volume, beginning and end pages, and year should 
be included. For books, the names and initials of the first three authors, followed by “et al” if there are 
other coauthors, the complete title, book name, edition number, beginning and end pages, name and city 
of publisher, and year should be included. Examples of references are given below.
Journal: Ishizaka N, Ishizaka Y, Nagai R, et al: Association between white cell count and carotid 
arteriosclerosis in Japanese smokers. Atherosclerosis 2004; 175: 95-100.
Book: Kaplan NM: Measurement of blood pressure. In: Kaplan NM(ed), Kaplan's Clinical Hypertension. 
7th ed., Lippincott William & Wilkins, Philadelphia, 2002, 25-55.

Tables
Tables should be cited in the text, and numbered sequentially with Arabic numerals. Each table should be 
given a number and a brief informative title, and should appear on a separate page. Explain in footnotes 
all abbreviations used.

Figures
Figures should be cited in the text, and numbered sequentially with Arabic numerals. A brief descriptive 
legend should be provided for each figure. Legends are part of the text, and should be appended to it on a 
separate page. Color figures can be reproduces if necessary, but the authors will be expected to contribute 
towards the cost of publication.

Con£ict of Interest (COI) 
All authors are required to disclose any conflict of interest (COI) on the form designated by the Japan 
Society of Ningen Dock. 

If no author has any COI, this should be indicated in the manuscript. 

Page proofs
The corresponding author will receive PDF proofs, the author should correct only typesetting errors. After 
correcting, page proofs must be returned promptly.

Reprints
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日本人間ドック学会誌 略語一覧
略語 正式名（英） 正式名（和）

1 1,5-AG 1,5-anhydroglucitol 1,5-アンヒドログルシトール
2 17-OHCS 17 α -hydroxycorticosteroid 17-ハイドロキシコルチコステロイド
3 95% CI 95% confidence interval 95%信頼区間
4 α -GI α -glucosidase inhibitor α -グルコシダーゼ阻害薬
5 β 2 -MG β 2 -microglobulin β 2 -ミクログロブリン
6 γ -GTP γ -glutamyl transpeptidase γグルタミルトランスペプチターゼ
7 A/G比（A/G ratio） albumin-globulin ratio アルブミン /グロブリン比
8 ABI ankle-brachial index 上腕足関節血圧比
9 ACTH adrenocorticotropic hormone 副腎皮質刺激ホルモン

10 ADL activities of daily living 日常生活動作
11 AFP α -fetoprotein α -フェトプロテイン
12 ALP alkaline phosphatase アルカリホスファターゼ
13 ALT alanine aminotransferase アラニンアミノトランスフェラーゼ
14 Apo（a） apolipoprotein（a) アポリポ蛋白（a)
15 APTT activated partial thromboplastin time 活性化部分トロンボプラスチン時間
16 AST aspartate aminotransferase アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ
17 BMI body-mass index 体格指数
18 CA125 carbohydrate antigen 125 シーエー125
19 CA19-9 carbohydrate antigen 19-9 シーエー19-9
20 cAMP cyclic adenosine 3’, 5’-monophosphate 環状アデノシン3’、5’-一リン酸
21 CAPD continuous ambulatory peritoneal dialysis 持続携行式腹膜透析
22 CBC complete blood cell count 全血球計算
23 Ccr creatinine clearance クレアチニンクリアランス
24 cDNA complementary deoxyribonucleic acid 相補的デオキシリボ核酸
25 CEA carcinoembryonic antigen がん胎児性抗原
26 cGMP cyclic guanosine 3’, 5’-monophosphate 環状グアノシン3’、5’-一リン酸
27 ChE cholinesterase コリンエステラーゼ
28 CKD chronic kidney disease 慢性腎臓病
29 COI conflict of interest 利益相反
30 COPD chronic obstructive pulmonary disease 慢性閉塞性肺疾患
31 CK creatinine kinase クレアチンキナーゼ
32 CRP c-reactive protein C反応性タンパク
33 CT computed tomography コンピューター断層撮影
34 CVA cerebrovascular accident 脳血管障害
35 D-Bil direct bilirubin 直接ビリルビン
36 DBP diastolic blood pressure 拡張期血圧
37 DNA deoxyribonucleic acid デオキシリボ核酸
38 DRG diagnosis-related group 診断別分類
39 dsDNA double stranded deoxyribonucleic acid 二本鎖デオキシリボ核酸
40 EBM evidence-based medicine 科学的根拠に基づく医療
41 ECG electrocardiogram 心電図
42 eGFR estimated glomerular filtration rate 推算糸球体濾過量
43 EIA enzyme immunoassay 酵素免疫測定法
44 ELISA enzyme-linked immunosorbent assay 酵素免疫吸着測定法
45 EPO erythropoietin エリスロポエチン
46 ESR erythrocyte sedimentation rate 赤血球沈降速度
47 FBG fasting blood glucose 空腹時全血ブドウ糖
48 FDA Food and Drug Administration 食品医薬品局
49 FEV forced expiratory volume 努力呼気量
50 FEV1 forced expiratory volume in one second 1秒量
51 FEV1％ forced expiratory volume ％ in one second 1秒率
52 FPG fasting plasma glucose 空腹時血糖
53 FSH follicle stimulating hormone 卵胞刺激ホルモン
54 FT3 free triiodothyronine 遊離トリヨードサイロニン
55 FT4 free thyroxine 遊離サイロキシン
56 FVC forced vital capacity 努力肺活量
57 GFR glomerular filtration rate 糸球体濾過量
58 GH growth hormone 成長ホルモン
59 Hb hemoglobin ヘモグロビン
60 HbA1c hemoglobin A1c ヘモグロビンA1c
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略語 正式名（英） 正式名（和）
61 hCG human chorionic gonadotropin ヒト絨毛性ゴナドトロピン
62 HCV hepatitis C virus C型肝炎ウイルス
63 HDL-C high-density lipoprotein cholesterol 高比重リポ蛋白コレステロール
64 HLA histocompatibility ［leucocyte］ antigen 組織適合 (性）抗原
65 HPLC high-performance liquid chromatography 高速液体クロマトグラフィー
66 Ht hematocrit ヘマトクリット
67 ICD International Classification of Disease 国際疾病分類
68 ICU intensive care unit 集中治療室
69 IFG impaired fasting glucose 空腹時血糖異常
70 IGT impaired glucose tolerance 耐糖能異常
71 IMT intima-media thickness 内膜中膜複合体厚
72 LAP leucine aminopeptidase ロイシンアミノペプチダーゼ
73 LDH lactate dehydrogenase 乳酸脱水素酵素
74 LDL-C low-density lipoprotein cholesterol 低比重リポ蛋白コレステロール
75 Lp(a) lipoprotein (a) リポ蛋白 (a)
76 LPL lipoprotein lipase リポプロテインリパーゼ
77 MCH mean corpuscular hemoglobin 平均赤血球血色素量
78 MCHC mean corpuscular hemoglobin concentration 平均赤血球血色素濃度
79 MCV mean corpuscular volume 平均赤血球容積
80 METs meatbolic equivalent メッツ（運動強度指数）
81 MetS metabolic syndrome メタボリックシンドローム
82 MMG mammography マンモグラフィー
83 MRA magnetic resonance angiography 磁気共鳴血管造影
84 MRI magnetic resonance imaging 磁気共鳴画像
85 mRNA messenger RNA メッセンジャーリボ核酸
86 MRSA methicillin-resistant Staphylococcus aureus メチシリン耐性黄色ブドウ球菌
87 MSW medical social worker 医療ソーシャル・ワーカー
88 NMR nuclear magnetic resonance 核磁気共鳴
89 PET positron emission tomography 陽電子放射断層撮影
90 PSA prostate-specific antigen 前立腺特異抗原
91 PTH parathyroid hormone 副甲状腺ホルモン
92 PWV pulse wave velocity 脈波伝播速度
93 QOL quality of life 生活の質
94 RBC red blood cell 赤血球
95 RF rheumatoid factor リウマトイド因子
96 RI radioactive isotope 放射性同位元素
97 RIA radioimmunoassay 放射免疫測定法
98 RNA ribonucleic acid リボ核酸
99 SBP systolic blood pressure 収縮期血圧

100 SD standard deviation 標準偏差
101 SEM standard error of the mean 標準誤差
102 STD sexually transmitted disease 性行為感染症
103 T-Bil total bilirubin 総ビリルビン
104 T3 triiodothyronine トリヨードサイロニン
105 T4 thyroxine サイロキシン
106 TC total cholesterol 総コレステロール
107 TG triglyceride トリグリセライド
108 TIA transient (cerebral) ischemic attack 一過性脳虚血発作
109 TIBC total iron binding capacity 総鉄結合能
110 tPA tissue plasminogen activator 組織プラスミノーゲン活性化因子
111 TPHA Treponema pallidum hemagglutination assay 梅毒トレポネーマ血球凝集テスト
112 TSH thyroid stimulating hormone 甲状腺刺激ホルモン
113 TTT thymol turbidity test チモール混濁試験
114 UCG ultrasonic echocardiography 心臓超音波検査
115 UIBC unsaturated iron binding capacity 不飽和鉄結合能
116 UN urea nitrogen 尿素窒素
117 VLDL very-low-density lipoprotein 超低比重リポ蛋白
118 WBC white blood cell 白血球
119 WHO World Health Organization 世界保健機構
120 ZTT zinc sulfate (turbidity) test 硫酸亜鉛混濁試験



人間ドック　Vol.30  No.5  2016年 93 ( 893 )

「人間ドック」著作権管理委託について

　日本人間ドック学会刊行の「人間ドック」の複写に係る著作権管理を，一般社団法人学術
著作権協会に委任いたしました．
　したがいまして，今後，「人間ドック」の複写については無断複写ができないこととなり，

「人間ドック」の複写に際しては下記の団体からの許諾が必要となります．
　ここに，“著作権管理委託についての通知”をいたします．

記

複写される方へ：
　「人間ドック」に掲載された著作物を複写したい方は，（社）日本複写権センターと包括複
写許諾契約を締結されている企業の方でない限り，著作権者から複写権等の行使の委託を受
けている次の団体から許諾を受けてください．

〒 107-0052　東京都港区赤坂 9-6-41　乃木坂ビル（一社）学術著作権協会
TEL：（03）3475-5618　FAX：（03）3475-5619
E-mail：info@jaacc.jp

Notice about photocopying：
　In order to photocopy any work from this publication, you or your organization must 
obtain permission from the following organization which has been delegated for copyright 
clearance by the copyright owner of this publication．

　Japan Academic Aasociation for Copyright Clearance, Inc. (JAACC)6-41 Akasaka，
9・chome，Minato-ku, Tokyo 107-0052 Japan
Phone：81-3-3475-5618　FAX：81--3-3475-5619
E-mail：info@jaacc.jp

　また，アメリカ合衆国において本書を複写したい場合は，次の団体に連絡して下さい．
Copyright Clearance Center, Inc.
222 Rosewood Drive, Danvers, MA 01923 USA
Phone 1-978-750-8400    FAX 1-978-646-8600

　　公 益 社 団 法 人
日本人間ドック学会
理事長　奈良　昌治
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狩野　臨‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 570

鏑木　淳一‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 7

鎌谷　洋一郎‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 632

上村　由紀‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 847

狩野　吉康‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 46

川久保　清‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 714

川向　由紀‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 722

河村　正敏‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 38

川村　実里‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 616

菅野　壮太郎‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 15, 38

き
菊地　恵観子‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 714

岸　知恵‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 588

北　嘉昭‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 22

く
草野　五月‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 728

久徳　智子‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 851

窪田　健一‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 594

窪田　雅子‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 616

窪田　素子‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 22

熊坂　文成‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 570

黒木　茂高‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 30

黒澤　功‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 570

こ
古賀　さやか‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 30

児玉　ひとみ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 15

小寺　徹‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 588

小西　由里子‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 52

小林　淳‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 574

小林　三津子‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 616

駒田　富佐夫‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 30

小山　麻美‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 65

近　京子‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 59

近藤　修二‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 841

さ
三枝　義信‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 71

坂口　正髙‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 71

櫻井　晃洋‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 632

笹森　典雄‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 602

笹森　斉‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 602, 750

佐藤　亜希‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 722

佐藤　亜矢子‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 722

佐藤　利幸‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 580

し
謝　勲東‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 556, 563

塩松　由美子‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 722

篠田　誠‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 52

渋谷　大助‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 59

島田　和子‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 570

清水　郁也‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 616

清水　不二雄‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 847

白崎　温久‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 705

白藤　寛子‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 728

神野　豊久‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 556, 563

す
末本　博康‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 705

菅原　知紀‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 15, 38

菅原　亮一‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 574

杉田　由加里‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 623

須澤　満‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 602

鈴木　丈夫‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 71

鈴木　俊雄‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 822

鈴木　朋子‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 22

須永　道明‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 574

角中　ちひろ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 580

せ
千　哲三‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 714, 722

そ
曽根　博仁‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 847
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た
高澤　円‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 602

高田　史男‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 632

髙野　泰明‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 588

高橋　英孝‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 750

田口　淳一‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 632

武冨　淳美‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 728

武見　ゆかり‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 623

田代　貴也‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 30

田幡　恵利子‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 841

ち
千田　さおり‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 722

つ
塚本　由紀‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 746

辻　裕之‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 556, 563

津下　一代‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 623

津田　好子‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 588

土田　知宏‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 22

土屋　敦‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 547

て
手嶋　紀子‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 59

寺田　総一郎‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 822

と
徳田　宇弘‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 15, 38

徳永　俊照‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 833

戸田　達史‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 632

戸塚　真弓‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 570

豊田　成司‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 46

な
内藤　美希‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 728

中川　高志‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 750

中川　望‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 746

中川　優子‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 602

中川　善雄‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 588

永嶋　康夫‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 602

中村　誉‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 623

中村　隆典‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 30

中村　正和‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 623

中山　富雄‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 833

永吉　実紀子‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 71

那須　繁‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 805

に
西川　慶一郎‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 616

丹羽　利充‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 549

の
野波　善郎‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 594

は
萩原　暢子‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 728

萩原　美桜‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 15, 38

櫨場　美和‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 616

橋本　智子‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 746

橋本　光代‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 556, 563

橋本　佳明‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 741

畑中　孝輔‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 574

畑中　宗博‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 574

馬場　郁子‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 580

林　芙美‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 623

原　茂子‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 556, 563

原野　昭子‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 594

半藤　保‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 65

番場　一成‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 847

ひ
東　拓弥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 52

東山　聖彦‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 833

髭　修平‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 46

日高　えり子‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 594

日野　浩司‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 746

平塚　正幸‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 46

廣岡　大司‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 616

廣岡　知臣‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 616

廣田　尚久‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 841
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ふ
福井　敏樹‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 809

福山　藍子‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 588

藤田　映輝‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 15, 38

藤原　祥子‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 728

二村　梓‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 741

船津　和夫‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 841

古畑　総一郎‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 71

へ
平安座　依子‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 847

ほ
堀江　弘子‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 30

本多　智子‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 594

本田　律子‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 689

ま
真栄里 仁 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 623

前澤　純子‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 841

曲　友弘‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 570

松井　泰子‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 841

松浦　恵子‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 847

松木　隆央‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 750

松下　多賀子‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 841

松沼　三千代‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 574

丸山　弘美‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 722

丸山　勝‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 71

み
水野　杏一‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 841

溝口　勝己‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 822

宮住　奈巳‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 746

宮地　勇人‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 632

宮地　元彦‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 623

宮本　瑠美‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 52

む
武藤　繁貴‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 697

村上　淳‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 851

村上　善則‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 632

村永　信吾‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 52

村松　正明‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 632

村本　あき子‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 623

村山　実‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥65, 847

も
持松　泰彦‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 608

森　貴子‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 71

や
柳澤　振一郎‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 30

山門　實‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 5

山下　毅‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 841

山田　博‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 841

山中　英壽‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 570

山本　晃‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 847

山本　敬‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 556, 563

山本　浩史‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 833

山本　麻以‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 833

よ
横尾　郁子‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 556, 563

横山　徹爾‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 623

吉永　陽子‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 608

わ
和田　高士‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 623, 632

和田　真美‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 851

渡邉　不二夫‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 46
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A
Aiko Fukuyama ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 593

Aki Sato ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 727

Akiko Ariga ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 562, 569

Akiko Harano ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 601

Akiko Muramoto ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 631

Akimichi Imamura ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 51

Akira Yamamoto ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 850

Asami Koyama ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 70

Atsuko Ikeda ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 840

Atsumi Taketomi ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 734

Atsuo Okuwaki ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 607

Atsushi Abe ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 740

Atsushi Tsuchiya ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 547

Ayako Sato ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 727

Azusa Futamura ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 745

C
Chie Omizu ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 64

Chihiro Suminaka ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 587

Chikao Okuda ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 562, 569

D
Daisuke Shibuya ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 64

Doumei Sunaga ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 579

E
Eiki Fujita ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 21, 45

Emi Abe ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 70

Emiko Kikuchi ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 721

Emiko Ueno ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 593

Eri Iwamoto ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 37

Eri Kakei ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 70

Eriko Hidaka ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 601

Eriko Tabata ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 846
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Fujio Shimizu ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 850

Fujio Watanabe ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 51

Fukumi Oda ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 75

Fumi Hayashi ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 631

Fuminari Kumasaka ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 573

Fumio Imamura ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 840

Fusao Komada ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 37
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Haruhisa Shirasaki ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 713

Haruko Okuyama ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 593

Haruyuki Ogura ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 573

Hidekazu Ishii ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 573

Hidetoshi Yamanaka‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 573

Hirohito Sone ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 850

Hiroki Otsuka ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 21, 45

Hiroko Horie ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 37

Hiroko Shirafuji ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 734

Hiromi Maruyama ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 727

Hiromi Ono ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 64

Hiroshi Tsuji ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 562, 569

Hiroshi Yamada ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 846

Hiroshi Yamamoto ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 840

Hiroyasu Suemoto ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 713

Hiroyoshi Ogawa ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 70

Hiroyoshi Onodera ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 64

Hiroyuki Ito ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 832

Hisato Kato ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 562, 569

Hitomi Kodama ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 21

Hitoshi Maesato ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 631

Hitoshi Sasamori ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 607

I
Ikuko Baba ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 587

Ikuko Yokoo ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 562, 569

Ikuya Shimizu ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 622
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Isao Kurosawa ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 573

J
Jiro Okami ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 840

Joji Toyota ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 51

Jun Akaike ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 51

Jun Kobayashi ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 579

Jun Murakami ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 856

Junichi Kaburaki ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 7

Junko Ishizuka ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 740

Junko Maezawa ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 846

K
Kanae Oda ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 721

Katsumi Mizoguchi ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 832

Kazuhisa Amakawa ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 562, 569

Kazuko Shimada ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 573

Kazunari Banba ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 850

Kazuo Funatsu ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 846

Kazuyo Tsushita ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 631

Keiichiro Nishikawa ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 622

Keiko Matsuura ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 850

Keiko Ohara ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 846

Keisuke Oota ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 846

Kenichi Kubota ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 601

Kiyoshi Kawakubo ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 721

Kouji Hino ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 749

Kousuke Hatanaka ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 579

Kumiko Ishiguro ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 70

Kyoko Kon ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 64

Kyoko Ogawa‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 562, 569

Kyouichi Mizuno ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 846

M
Madoka Takazawa ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 607

Mai Yamamoto ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 840

Makoto Shinoda ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 58

Mamoru Oki ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 856

Manami Wada ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 856

Masahiko Higashiyama ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 840

Masakazu Nakamura ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 631

Masako Kubota ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 622

Masao Okamura ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 856

Masaru Maruyama ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 75

Masataka Sakaguchi ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 75

Masatoshi Kawamura ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 45

Masayo Araki ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 727

Masayuki Hiratsuka ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 51

Mayumi Kasai ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥70, 850

Mayumi Totsuka ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 573

Michiyo Matsunuma ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 579

Mie Inoue ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 727

Miki Naito ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 734

Mikiko Nagayoshi ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 75

Minako Ito ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 615

Minekazu Okumura ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 622

Minori Kawamura ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 622

Minoru Murayama ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥70, 850

Minoru Yamakado ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 5

Mio Hagiwara ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 21, 45

Mitsuko Kobayashi ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 622

Mitsuru Suzawa ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 607

Mitsuyo Hashimoto ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 562, 569

Miwa Hashiba ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 622

Mizuka Imai ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 29

Motohiko Miyachi ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 631

Motoko Kubota ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 29

Munehiro Hatanaka ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 579

N
Nami Miyazumi‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 749

Naofumi Ono ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 37

Naohisa Hirota ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 846

Naokazu Ono ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 579

Nobuko Hagiwara ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 734

Noriko Teshima ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 64

Norio Sasamori ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 607

Noritaka Onoda ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 21, 45

Nozomu Kanou ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 573

Nozomu Nakagawa ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 749

R
Ritsuko Yamamoto-Honda ‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 696
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Rumi Miyamoto ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 58

Ryoichi Izumida ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 832

Ryoichi Sugawara ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 579

Ryuichi Iwakiri ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 37

S
Saori Chida ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 727

Satao Arimoto ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 562, 569

Satomi Ogura ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 593

Satsuki Kusano ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 734

Sayaka Koga ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 37

Shigeki Muto ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 697

Shigeko Hara ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 562, 569

Shigenobu Egawa ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 587

Shigeru Nasu ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 805

Shigetaka Kuroki ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 37

Shigeyuki Endo ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 562, 569

Shingo Muranaga ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 58

Shinichirou Yanagisawa ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 37

Shiun Dong Hsieh ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 562, 569

Shouko Fujiwara ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 734

Shuhei Hige ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 51

Soichiro Furuhata ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 75

Soichiro Terada ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 832

Sotaro Kanno ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 21, 45

Syuji Kondo ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 846

T
Takahiro Tokuda ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 21, 45

Takahisa Eguchi ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 37

Takahisa Ushiroyama ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 734

Takako Matsushita ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 846

Takako Mori ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 75

Takanori Nakamura ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 37

Takashi Hirooka ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 622

Takashi Nakamura ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 631

Takashi Wada ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 631

Takashi Yamamoto ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 562, 569

Takaya Tashiro ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 37

Takeo Suzuki ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 75

Takeshi Yamashita ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 846

Takuya Higashi ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 58

Tamotsu Handou ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 70

Tetsuji Yokoyama ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 631

Tetsuzo Sen ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 721, 727

Tohru Kotera ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 593

Tomio Nakayama ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 840

Tomo Kagoshima ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 832

Tomoe Kishi ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 593

Tomohiro Magari ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 573

Tomohiro Tsuchida ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 29

Tomoko Hashimoto ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 749

Tomoko Honda ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 601

Tomoko Kutoku ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 856

Tomoko Suzuki ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 29
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Toshiteru Tokunaga ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 840
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nonalcoholic fatty liver disease ‥‥‥‥‥‥‥‥ 51
nonalcoholic fatty liver disease (NAFLD) ‥‥‥ 615

O
occupational category ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 631
occupational health check-up ‥‥‥‥‥‥‥‥ 727
opinion poll ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 734
opportunistic health check-up ‥‥‥‥‥‥‥ 727
optical coherence tomography (OCT) ‥‥‥‥ 579
osteoporosis ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 601
oxidative stress ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 37

P
pancreatic duct dilatation ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 64
patients who are left untreated or who drop out ‥ 696
positioning ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 749
positive predictive value ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 21
positive predictive value (PPV) ‥‥‥‥‥‥‥‥ 29
postmenopausal woman ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 70
postprandial hyperlipidemia ‥‥‥‥‥‥‥‥ 587
pre-glaucoma ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 579
pretreatment for EGD ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 846
prevention of diabetes ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 696
prognostic classification ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 573
pronase ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 846
prostate cancer screening ‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 573

R
regression analysis ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 601

S
screening ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 587
seasonal variation ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 745
sex ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 562
Shakuyakukanzoto ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 593
smoking ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 721
smoking cessation ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 37
specific health guidance ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 631
standing test ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 58
subjective well-being ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 7
superior mesenteric artery aneurysm ‥‥‥‥‥ 75
system development ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 856

T
transvaginal sonography ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 70

U
ultrasonography ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 75
upper gastrointestinal endoscopy ‥‥‥‥‥‥ 593
urinary protein ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 850
urological malignancy ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 569
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V
vascular function tests ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 821
vasovagal reaction ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 607
visceral fat tissue area ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 697
visceral fat tissue volume ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 697
visual inspection and palpation ‥‥‥‥‥‥‥ 734

W
waiting time ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 856
workshop ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 631

Y
years of experience ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 631
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巻頭言では，那須 繁人間ドック健診施設機能評価
副委員長，機能評価事業運営検討小委員会委員長に
よる評価委員会の報告と保健指導実施施設認定事業
の内容に関して 12 年間の経過報告と今後の課題が書
かれています．健診機関における積極的保健指導と
フォローアップが必須であるが，施設間の格差が多い
ことなどが指摘されております．経済的に無駄のない
施設評価として未病率を，一項目とすることも必要で
はないかと思われました．

総説は，人間ドックとしての動脈硬化対策として実
施されうる検査に関して概説するとともにその意義を
まとめたものです．機器を用いての血管機能の画像
検査とともに，バイオマーカーに関して詳細なデータ
に基づいております．心・脳血管障害は，死因として
がんに匹敵するものであり，高齢化に伴いさらにその
頻度は高くなると推察されます．動脈硬化対策として
の人間ドックは今後必要であるとともに，どのような
検査を組み合わせることにより発症進展を予測しうる
か，prospective な検討が今後は重要であると思われ
ました．

編集後記

第30巻 第5号（Vol.30 No.5   2016）
平成28年3月31日発行

原著は 5 編です．ロコモティブシンドローム健診は，
高齢化に対しての今後導入を検討すべき課題ですが，
健診とともに，運動療法を組み合わせることが重要と
考えられます．

肺がんのアミノインデックスによるがんスクリーニ
ングですが，がんに特異的アミノインデックスに関し
ては診断のみならず予後との集積が必要と考えられ
ます．その他，胃内視鏡精度管理向上への対策，尿
蛋白±の意義，健診業務における効率化とともに受診
者の満足度に関してなど，人間ドックでの日常課題を
検討したものです．

巻頭言で述べられておりますように，人間ドックに
おいては，積極的保健指導とともにフォローアップは
必須条件で，さらに人間ドック診療における全国的な
規模での prospective な研究が必要であり，未病対策
へのエビデンスを構築するようなことができる研究機
関が望まれます．日本人間ドック学会と日本総合健診
学会とが専門医制度など体制の一体化が進められて
おります．日本のメガデータによる健康管理基盤が作
られるときと期待したいです．

（原　茂子）



がんリスクスクリーニング（AICS®）

１回の採血で、複数のがんのリスクを評価！

〒163-0409 東京都新宿区西新宿二丁目1番1号
URL http://www.srl-group.co.jp/

AICS®とは血液中のアミノ酸濃度を測定し、健康な人と
がんである人のアミノ酸濃度のバランスの違いを統計的に
解析することで、現在がんであるリスク（可能性）を評価する
検査です。

男性AICS（5種）
女性AICS（6種）

胃がん、肺がん、大腸がん、膵臓がん、前立腺がん
胃がん、肺がん、大腸がん、膵臓がん、乳がん、子宮がん・卵巣がん*

●検査対象となるがんの種類

*子宮がん・卵巣がんは、子宮頸がん、子宮体がん、卵巣がんを対象としています。いずれかのがんであるリスクについて評価することがで
きますが、それぞれのがんのリスクについて区別することはできません。

アミノインデックス®、AICS®は、味の素株式会社の登録商標です。




