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会　告

会告  －社員改選について－

　2018年度（平成 30年度）は本法人社員の改選期にあたります．公益社団法人日本人間ドック学会定
款第 15条および社員選任細則に基づき 2018年度（平成 30年度）～ 2019年度（平成 31年度）の 2年
間任期の社員を選出することとなり，社員立候補者を募集いたします．
　社員資格条件としては申請時年会費を完納している個人正会員であり，社員選任細則第 4条「連続し
て 5年以上本法人正会員であること」，「最近 3年間に本法人学術大会にて演題発表及び学術誌に 1回以
上投稿する等、予防医学に関連する充分な実績のあること」，「人間ドック認定医であること」の内 2つ
以上満たしていなければなりません．
　つきましては，社員に立候補をされる方は別紙第 1号様式「社員立候補申請書」に必要事項をご記入
の上，本法人社員選任委員会事務局までお送りください．
　なお，社員の定数は 150～ 200名以内で，今回は 6地域ブロックより選出することに決定しており，
各地域別紙①の人数以内となっておりますので御承知おきください．

＜参考資料＞
　・公益社団法人日本人間ドック学会定款（抜粋）
　・公益社団法人日本人間ドック学会社員選任細則

1．申請書提出期間　　平成 29年 12月 1日～平成 30年 1月 20日必着
2．送　　付　　先　　〒 102-0075東京都千代田区三番町 9-15ホスピタルプラザビル 1階
　　　　　　　　　　　公益社団法人 日本人間ドック学会
　　　　　　　　　　　社員選任委員会　宛

（注）・立候補者の資格について確認が必要な場合は本法人事務局にお問い合わせください．
・正会員の皆様の投票により新社員が決定されます．6地域ブロック毎の立候補者が定数内の場合
または立候補者数全体で 150～ 200名以内の場合は社員選任細則第 2条第 5項により投票を省略
します．

平成 29年 12月 　　　　　　　　
公益社団法人 日本人間ドック学会

社員選任委員会
委員長　加藤正弘
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別紙①

平成 29年 11月 30日
社員選任委員会決定

1．本法人定款第 15条 2項に規定する 6地域ブロック

北海道
東北地域 関東地域 中部

甲信越地域 近畿地域 中国
四国地域

九州
沖縄地域

北海道 茨城県 新潟県 滋賀県 鳥取県 福岡県
青森県 栃木県 富山県 京都府 島根県 佐賀県
岩手県 群馬県 石川県 大阪府 岡山県 長崎県
宮城県 埼玉県 福井県 兵庫県 広島県 熊本県
秋田県 千葉県 山梨県 奈良県 山口県 大分県
山形県 東京都 長野県 和歌山県 徳島県 宮崎県
福島県 神奈川県 岐阜県 香川県 鹿児島県

日本国内以外 静岡県 愛媛県 沖縄県
愛知県 高知県
三重県

1）12月号学会誌「人間ドック」を発送する（受け取る地域）場所を正会員の住所地とする．
2）日本国内以外の住所地の正会員の場合は関東地域に編入する．
3）社員配分定数に関わらず，各地域ブロック毎の社員候補者が 1名以上いること．

2．6地域ブロックよりの社員配分人数については以下の範囲内とする．

北海道
東北地域 関東地域 中部

甲信越地域 近畿地域 中国
四国地域

九州
沖縄地域

1～ 16名 1～ 80名 1～ 36名 1～ 29名 1～ 20名 1～ 19名

＊本法人定款 15条により社員人数は最低 150名～最大 200名であるため，現在の社員人数を考慮しつ
つ社員を配分した．

＊ 6地域ブロック毎の立候補者が定数内の場合または立候補者数全体で 150～ 200名以内の場合は社員
選任細則第 2条第 5項により投票を省略します．
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　　日本人間ドック学会社員立候補申請書（第 1号様式）

社員選任委員会　御中 

私、　　　　　　　　　　  は社員選任委員会の公示に従い、日本人間ドック学会社員に立候補を申請します。

社員選任細則第 4条により、社員に立候補するには、年会費を納めている個人会員であり、以下の諸条件を 2つ満たす必
要があります。

●満たしている条件 2つに○をつけて下さい。（2を選択した方のみ次頁実績を必ずご記入ください）

1． 連続して 5年以上本法人正会員であること
2． 最近 3年間に本法人学術大会にて演題発表及び学術誌に 1回以上投稿する等、予防医学に関連する十分な実
績があること

3． 人間ドック認定医であること

平成　　　年　　　月　　　日

会員番号 　　－
　  （ふりがな）

立候補者氏名 印　

e-mail
（なければ空白）

生年月日 西暦　　　　　年　　　　月　　　日

所　属

所属所在地

（〒 　　　　　）

電話： FAX：

自宅住所

（〒　　　 　　）

電話： FAX：

推薦人（正会員）
※複数人推薦は
出来ません

　　－
 （ふりがな）

　氏名 印　

（学歴及び認定医・専門医等）

年 月

年 月

年 月

人間ドック認定医 １．有　　　　　　２．無 認定番号 号　

人間ドック健診専門医 １．有　　　　　　２．無 認定番号 号　

他の学会専門医等

（職歴及び主な経歴）

年 月

年 月

年 月

年 月
※学歴 /職歴 /経歴事項は選挙公告に使用しますので正確にご記入下さい
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※ 立候補申請条件の 2.「最近 3年間以内に本法人学術大会にて演題発表及び学術誌に 1回以上投稿する等、予防医学
に関連する十分な実績があること」を選択した方は、必ず下記に実績をご記入ください。

※「5年以上の正会員」と「人間ドック認定医」を選んだ方はご記入不要です。

　　　主な業績（過去 3年）＊最新のものから順に
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公益社団法人日本人間ドック学会定款（抜粋）
（社員・役員の選任、権能関係のみ）

第３章　 社　員
第 15条（入社と任期等）
　本法人は、正会員の中から選任された１５０名以上２００名以内の正会員（以下「社員」）をもって
一般社団・財団法人法に規定する社員とする。
２　社員は 2年毎に改選を行い 47都道府県又は地域ブロックより正会員の割合に応じて選任し、その

配分人数は別に定める。
３　正会員は社員に立候補できる。前項による 47都道府県又は地域ブロック配分定数を超えた場合は

正会員による選挙を行う。その際、立候補した正会員は他の正会員と等しく社員を選挙する権利を
有する。

４　社員の任期は、選任の２年後に実施される選挙終了の時までとする。また補充によって選任された
社員の任期は、退任した社員の任期の満了すべきときまでとする。加えて社員の再任を妨げない。

５　社員を選任するにあたり必要な細則は理事会において定めるが、理事、理事会は社員を選任するこ
とはできない。

６　社員が社員総会決議取消しの訴え、解散の訴え、責任追及の訴えおよび役員の解任の訴え（一般社
団・財団法人法第 266条第 1項、第 268条、第 278条、第 284条）を提起している場合（一般社団・
財団法人法第 278条第 1項に規定する訴えの提起の請求をしている場合を含む。）には当該訴訟が
終結するまでの間、当該社員は社員たる地位を失わない、ただし当該社員は第 19条の役員の選任、
第 24条の役員の解任、ならびに第 29条の定款変更についての議決権を有しないこととする。

第 16条（退社及び除名）
　社員は、いつでも退社することができる。
２　社員の除名は、正当な事由があるときに限り、社員総会の決議によってすることができる。
３　社員は、一般社団・財団法人法第 29条各号の事由の発生により退社する。
４　社員は、正会員の資格を喪失したときは退社したとみなす。

第 17条（社員の職務）
　社員は社員総会を構成し、第 29条に定める事項を審議する。

第４章　役員等
第 18条（種類及び定数）
　本法人に、理事２０名以上３０名以内、監事３名以内、名誉理事長、学術大会長１名を置く。
２　理事のうち１名を理事長、５名以内を副理事長とする。
３　理事長および副理事長は、一般社団・財団法人法上の代表理事となる。
４　名誉理事長および学術大会長は一般社団・財団法人法上の役員の位置づけとしないものとする。
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第 19条（選任等）　
　理事および監事は、社員総会において社員の中から選任する。但し監事 3名以内のうち、1名につい
ては会員以外より選任する。
２　監事の選任に関する議案を社員総会に提出する場合は、監事（２人以上いる場合は、その過半数）

の同意を受けなければならない。
３　理事長および副理事長は理事会で選定する。
４　名誉理事長は理事長の職にかつてあった者で、本法人の発展に尽力した名誉会員であり、理事長が

指名し、理事会および社員総会の承認を得る。　
５　学術大会長は、理事会の推薦により理事長が指名する。
６　理事長、副理事長、監事はそれぞれ相互に兼ねることができない。
７　各理事について、その理事および配偶者または三親等以内の親族等である理事の合計数が、理事総

数の３分の１を超えてはならない。監事についても、同様とする。
８　他の同一の団体の理事または使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係ある理事の合計

数は、理事の総数の３分の１を超えてはならない。監事についても、同様とする。
９　理事または監事に異動があったときは、２週間以内に登記し、遅滞なくその旨を行政庁に届け出な

ければならない。

第 20条（理事等の職務・権限）
　理事は、理事会を構成し、この定款の定めるところにより、本法人の業務の執行を決定する。
２　理事長は、本法人を代表し、その業務を執行する。
３　副理事長は、理事長を補佐し、本法人の業務を執行する。また理事長に事故あるときは、理事長が

あらかじめ指名した副理事長が順序によって、その職務を代行する。　
４　学術大会長は、学術大会を主宰する。

第 21条（監事の職務・権限）
　監事は、次の各号に規定する職務を行う。
（1） 理事の職務執行を監査することができる。
（2） 本法人の業務ならびに財産および会計の状況を監査することができる。
（3） 社員総会および理事会に出席し、必要があると認めるときは意見を述べることができる。
（4） 理事が不正の行為をし、もしくはその行為をするおそれがあると認めるとき、または法令もしくは

定款に違反する事実もしくは著しく不当な事実があると認めるときは、これを理事会に報告しなけ
ればならない。

（5） 前号の報告をするため必要があるときは、理事長に理事会の招集を請求すること。ただし、その請
求があった日から５日以内に、２週間以内の日を理事会とする招集通知が発せられない場合は、直
接理事会を招集することができる。

（6） 理事が社員総会に提出しようとする議案、書類その他法令で定めるものを調査し、法令もしくは定
款に違反し、または著しく不当な事項があると認めるときは、その調査の結果を社員総会に報告す
ることができる。

（7） 理事が本法人の目的の範囲外の行為その他法令もしくは定款に違反する行為をし、またはこれらの
行為をするおそれがある場合において、その行為によって本法人に著しい損害が生ずるおそれがあ
るときは、その理事に対し、その行為をやめることを請求することができる。

（8） その他監事に認められた法令上の権限を行使することができる。
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第 22条（役員の任期）
　理事の任期は、選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の
ときまでとする。
２　監事の任期は、選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結

のときまでとする。
３　前 2項の規定にかかわらず、任期満了前に退任した理事または監事の補欠として選任された理事ま

たは監事の任期については、それぞれ退任した理事または監事の任期の満了するときまでとする。
４　第 1項の規定にかかわらず、増員された理事の任期については、他の理事の任期満了のときまでと

する。
５　理事または監事については、再任を妨げない。
６　学術大会長の任期は１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の

ときまでとする。
７　任期中に社員資格を喪失した役員はその資格を失うものとする。

第 26条（報酬等）
　役員および社員は無給とする。ただし、常勤の役員は有給とすることができ、その額は社員総会の決
議により定める。
２　役員および社員には費用を弁償することができる。
３　その他、第１項または第２項に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。

第５章　 社員総会
第 27条（種類）
　本法人の社員総会は、定時社員総会と臨時社員総会の２種とする。

第 28条（構成）
　社員総会は、社員をもって構成する。
２　社員総会における議決権は、社員１名につき１個とする。

第 29条（社員総会の権能）
　社員総会は、次の事項および一般社団・財団法人法に規定する事項に限り決議する。
（1） 社員の除名
（2） 理事および監事の選任および解任ならびに理事の任期の短縮
（3） 役員の報酬等の額およびその支給基準
（4） 一般社団・財団法人法第 113条に規定する役員の責任の一部免除
（5） 定款の変更
（6） 事業の全部または一部の譲渡、公益目的事業の廃止
（7） 解散および継続
（8） 合併契約の承認
（9） 第 64条第 2項による残余財産の帰属の決定
（10） 役員が社員総会に提出し、または提供した資料を調査する者の選任



8 9

（11） 社員による招集の請求により招集された社員総会における、法人の業務及び財産の状況を調査する
者の選任

（12） 計算書類および財産目録の承認

２　社員総会は、前項第 10号または第 11号に掲げる事項を決議する場合を除き、あらかじめ社員総会
の目的として通知された事項以外の事項について決議することはできない。

第 30条（開催）
　定時社員総会は、毎事業年度終了後３ヶ月以内に開催する。
２　臨時社員総会は次の各号の一に該当する場合に開催する。
（1） 理事が必要と認め、理事会に招集の請求をしたとき。
（2） 社員現在数の５分の１以上から会議の目的を記載した書面によって開催の請求があったとき。

第 31条（招集）
　社員総会は、理事会の決議に基づき、理事長が招集する。
２　理事長は、前条第２項第２号の規定による請求があったときは、その請求のあった日から３０日以

内に臨時社員総会を招集しなければならない。この期間が経過しても招集されないときは、各理事
が臨時社員総会を招集することができる。

３　社員総会を招集する場合には、理事会は次の事項を決議しなければならない。
① 社員総会の日時および場所
② 社員総会の目的である事項（当該事項が役員等の選任、役員等の報酬等、事業の全部の譲渡、定
款の変更、合併のいずれかであるときは、その議案の概要（確定していない場合はその旨）を含む。）

③ 社員総会に出席できない社員が書面で議決権を行使することができることとするときは、その旨、
社員総会参考書類に記載すべき事項および議決権行使の期限

④ 代理人による議決権の代理行使について、委任状その他の代理権を証明する方法および代理人の
数その他代理人による議決権の行使に関する事項

第 32条（招集通知）
　理事長は、社員総会の日の２週間前までに、社員に対して、前条第 3項各号に掲げる事項（次項によ
り社員総会参考書類に記載した事項を除く。）を記載した書面により、その通知を発しなければならない。
２　社員総会に出席しない社員が書面で議決権を行使することができることとするときは、前項の通知

は、一般社団・財団法人法第 41条第 1項に規定する次の書類を添付しなければならない。
① 社員総会参考書類
② 議決権行使書面

第 33条（議長）
　定時社員総会の議長は、理事長がこれにあたる。理事長に事故ある場合は、あらかじめ定めた順序に
より副理事長または他の理事がこれにあたる。ただし、第 30条第 2項第 2号の規定による臨時社員総
会の議長は、臨時社員総会において出席社員の中から選出する。
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第 34条（定足数）
　社員総会は、社員現在数の過半数の出席（委任状による出席含む。）がなければ開会することができ
ない。

第 35条（議決）　
　社員総会の決議は、社員総数の過半数が出席し、出席者の社員の過半数をもって行う。
２　前項の規定にかかわらず、次に掲げる事項の決議は、社員総数の半数以上でかつ議決権の３分の２

以上に当たる多数をもって行う。
① 社員の除名
② 監事の解任
③ 一般社団・財団法人法第 113条第 1項に規定する役員の責任の一部免除
④ 定款の変更
⑤ 事業の全部の譲渡
⑥ 解散および継続
⑦ 合併契約の承認

第 36条（議決権の代理行使）　
　社員総会に出席できない社員は、委任状その他の代理権を証明する書面を理事長に提出して、代理人
にその議決権を代理行使させることができる。

第 37条（書面による議決権行使）　
　社員総会に出席しない社員が書面で議決権を行使することができることとするときは、社員総会に出
席できない社員は、第 32条第 2項に規定する議決権行使書面をもって議決権を行使することができる。
この場合においては、当該議決権の数を第 35条の議決権の数に算入する。

第 38条（決議の省略）　
　理事または社員が社員総会の目的である事項につき提案した場合において、社員の全員が提案された
議案につき書面により同意の意思表示をしたときは、その議案を可決する社員総会の決議があったもの
とみなす。

第 56条（事業報告および決算）
　本法人の事業報告書、財産目録、貸借対照表、損益計算書（または正味財産増減計算書）は、毎事業
年度終了後３ヶ月以内に理事長が作成し、監事の監査を受け、理事会および社員総会の議決、承認を受
けなければならない。
２　前項に規定する書類は、当該事業年度経過後３ヶ月以内に行政庁に提出しなければならない。
３　貸借対照表は、定時社員総会の終結後遅滞なく、公告しなければならない。

第１３章　定款の変更、合併および解散等
第 63条（定款の変更）
　本法人の定款を変更するときは、第 35条第 2項に規定する社員総会の決議をしなければならない。
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ただし、公益社団法人および公益財団法人の認定等に関する法律（平成 18年法律第 49号）（以下「公
益法人認定法」という。）第 11条第 1項に規定する事項については、あらかじめ行政庁の認定を受けな
ければならない。
２　前項の規定にかかわらず、第 65条の規定はこれを変更することができない。

第 64条（解散および残余財産の帰属）
　本法人は、次の事由により解散する。
（1） 第 35条第 2項に規定する社員総会による解散の決議があったとき
（2） 社員が欠けたとき
（3） 合併（当該合併により本法人が消滅する場合に限る）
（4）  破産手続開始の決定
（5） 裁判所による解散命令があったとき
２　本法人が解散等により清算するときに有する残余財産は前項第 1号に定める決議により、本法人と

類似の事業を目的とする他の公益法人または国もしくは地方公共団体に寄付するものとする。
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公益社団法人日本人間ドック学会社員選任細則

　公益社団法人日本人間ドック学会定款（以下「本法人定款」という）第 15条第 2項、第 5項に関す
る選任細則は次のように定める。 

（社員選任委員会）
第 1条　社員の選任に関する業務を公正に行うため、社員選任委員会（以下「委員会」という）を設置する。

1）委員会は毎改選前年 12月 1日の選挙告示前に組織し、翌年 3月 31日選挙業務終了後に解散する。
2）委員会の委員は 7名とし、委員の任命は理事会の承認を得て理事長が委嘱する。
3）委員会に委員長を置く、委員長は委員の互選とする。

第 2条　委員会の業務は次のとおりとする。
1） 社員の任期満了に伴う選挙告示を 12月発刊する学会誌に掲載すること。
2） 正会員名簿（11月 30日確定）及び社員になるため立候補する者（以下、「社員候補者」）の名簿作
成に関すること。

3） 社員候補者に使用する申請用紙、選挙用紙を予め定め、また日本国内以外の住所地の正会員の投票
方法については委員会にて定めること。

4） 地域ブロックより選任する社員配分定数は、その地域ブロックの正会員の割合を勘案し委員会にて
定めること。

5） 社員候補者が前項にて定めた社員配分定数を超えた地域ブロックについては 2）項にて確定した正
会員名簿により選挙を実施すること。 

6） 選挙会場における投票の管理、開票及びその結果の発表に関すること。
7） 無効投票の確認、選挙において、投票によって選挙を行ったときは有効投票の上位から順次当選者
とする。ただし得票が同数であるときは、同数である得票者に開票立会人である委員長が籤を引か
せてこれを決すること。

8） その他選挙が厳正かつ公正に行われるために必要な措置。

第 3条　本法人定款第 15条 2項に規定する地域ブロックとは以下のとおりとする。

北海道
東北地域 関東地域 中部

甲信越地域 近畿地域 中国
四国地域

九州
沖縄地域

北海道 茨城県 新潟県 滋賀県 鳥取県 福岡県
青森県 栃木県 富山県 京都府 島根県 佐賀県
岩手県 群馬県 石川県 大阪府 岡山県 長崎県
宮城県 埼玉県 福井県 兵庫県 広島県 熊本県
秋田県 千葉県 山梨県 奈良県 山口県 大分県
山形県 東京都 長野県 和歌山県 徳島県 宮崎県
福島県 神奈川県 岐阜県 香川県 鹿児島県

日本国内以外 静岡県 愛媛県 沖縄県
愛知県 高知県
三重県
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1） 12月号学会誌「人間ドック」を発送する（受け取る地域）場所を正会員の住所地とする。
2） 日本国内以外の住所地の正会員の場合は関東地域に編入する。
3） 社員配分定数に関わらず、各地域ブロック毎の社員候補者が 1名以上いること。

（社員の選任に関する細則）
第 4条　社員になるため立候補する者（以下、社員候補者）は、申請時年会費を完納していることの他、

以下の諸条件を 2以上満たしていなければならない。
1） 連続して 5年以上本法人正会員であること
2） 最近 3年間に本法人学術大会にて演題発表及び学術誌に 1回以上投稿する等、予防医学に関連する
充分な実績があること

3） 人間ドック認定医であること
　
　２　申請時期は毎改選前年 12月 1日から翌年１月 20日までとする。

（付　則）
　本法人定款施行細則は、平成 21年 6月 25日より施行する。
　2．本法人定款施行細則は、平成 21年 9月 1日より施行する。
　3．本法人定款施行細則は、平成 27年 4月 1日より施行する。
　4．本法人定款施行細則は、平成 28年 6月 17日より施行する。
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会　告

平成 29年 12月 8日

公益社団法人日本人間ドック学会
理事長　篠原　幸人

平成 30年度（2018年度）　一日・二日ドック基本検査項目改訂のお知らせ

　平成 29年（2017年）12月 8日に開催いたしました第 3回理事会にて，平成 30年度（2018年度）か
らの健保連との基本検査項目が別紙のとおり決定しました事をご報告申し上げます．一部従来のものと
変更があります事をご留意ください．
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平成 30年度　一日ドック基本検査項目表
区分 検　査　項　目 備　　　　　考

基
　
本
　
検
　
査
　
項
　
目

身
体
計
測

身　　　　　長
体　　　　　重
肥　　満　　度

BMI
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 　両眼撮り
眼　　　　　圧
視　　　　　力
聴　　　　　力 　簡易聴力
呼　吸　機　能 　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
上部消化管Ⅹ線 　食道・胃・十二指腸。4ツ切等 8枚以上　＊ 1

腹  部  超  音  波 　検査対象臓器は肝臓（脾臓を含む）・胆のう・膵臓・腎臓・腹部大動脈とする。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

eGFR
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

Non-HDLコレステロール
中　性　脂　肪
総 ビ リ ル ビ ン

AST（GOT）
ALT（GPT）

γ -GT（γ -GTP）
ALP

血糖（空腹時）
HbAlc

血
液
学

赤　　血　　球
白　　血　　球
血　　色　　素
ヘマトクリット

MCV
MCH

MCHC
血　小　板　数

血
清
学

CRP 　定量法
血液型（ABO　Rh） 　本人の申し出により省略可

HBs抗原 　本人の申し出により省略可

尿 尿一般・沈渣 　蛋白・尿糖・潜血など
　沈渣は、蛋白､ 潜血反応が陰性であれば省略可

便 潜　　　　血 　免疫法で実施（2日法）

医療面接（問診） 　医療職が担うこと（原則、医師・保健師・看護師とする）
　問診票（質問票）は、特定健診対象者には特定健診質問票 22項目を含むこと。

医　師　診　察 　胸部聴診、頸部・腹部触診など。　＊ 2

結　果　説　明 　医師が担うこと。
　受診勧奨、結果報告書、特定健康診査対象者には情報提供　＊ 2

保　健　指　導
　医療職が担うこと（実施者は「特定健康診査・特定保健指導の円滑な実施に向けた手引き（第 3版）」
　に準ずること。医師の結果説明の間での実施も可とする）
　受診勧奨、結果報告書、特定健康診査対象者には情報提供　＊ 2

オ
プ
シ
ョ
ン
検
査
項
目

上部消化管内視鏡 　＊ 3
乳房診察 +マンモグラフィ 　乳房診察は医師の判断により省略することも可。乳房診察 +乳腺超音波
婦人科診察 +子宮頚部細胞診 　検体採取は医師が実施すること。

PSA
HCV抗体 　＊ 4

＊ 1　Ⅹ線検査を基本とする。本人及び保険者から内視鏡検査の申し出があった場合は、オプション項目に掲げる金額を加算し実施する。
＊ 2　診察・説明・指導は、施設の実状を踏まえた効率的な運用を認める。なお、原則として医師による診察と結果説明は別々に行うこと。
＊ 3　内視鏡検査を行う際は、別途、十分な説明のもとに本人から文書同意を取得すること。原則、鎮痛薬・鎮静薬は使用しない。
＊ 4　厚労省の肝炎総合対策に基づき、未実施の場合は実施を推奨する。
<補足 >梅毒検査は、本契約における基本検査項目およびオプション検査項目には含まれないが、受診者本人の申し出により実施することは妨げない。
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平成 30年度　二日ドック基本検査項目表
区分 検　査　項　目 備　　　　　考

基
　
本
　
検
　
査
　
項
　
目

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 　両眼撮り
眼　　　　　圧
視　　　　　力
聴　　　　　力 　簡易聴力
呼　吸　機　能 　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
上部消化管Ⅹ線 　食道・胃・十二指腸。4ツ切等 8枚以上　＊ 1

腹  部  超  音  波 　検査対象臓器は肝臓（脾臓を含む）・胆のう・膵臓・腎臓・腹部大動脈とする。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

eGFR
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

Non-HDLコレステロール
中　性　脂　肪
総 ビ リ ル ビ ン

AST（GOT）
ALT（GPT）

γ -GT（γ -GTP）
ALP

血糖（75g ﾌﾞﾄﾞｰ糖負荷試験） 　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
HbAlc

血
液
学

赤　　血　　球
白　　血　　球
血　　色　　素
ヘマトクリット

MCV
MCH

MCHC
血　小　板　数

血
清
学

CRP 　定量法
血液型（ABO　Rh） 　本人の申し出により省略可

HBs抗原 　本人の申し出により省略可

尿 尿一般・沈渣 　蛋白・尿糖・潜血など
　沈渣は、蛋白､ 潜血反応が陰性であれば省略可

便 潜　　　　血 　免疫法で実施（2日法）

医療面接（問診） 　医療職が担うこと（原則、医師・保健師・看護師とする）
　問診票（質問票）は、特定健診対象者には特定健診質問票 22項目を含むこと。

医　師　診　察 　胸部聴診、頸部・腹部触診など。　＊ 2

結　果　説　明 　医師が担うこと。
　受診勧奨、結果報告書、特定健康診査対象者には情報提供　＊ 2

保　健　指　導
　医療職が担うこと（実施者は「特定健康診査・特定保健指導の円滑な実施に向けた手引き（第 3版）」
　に準ずること。医師の結果説明の間での実施も可とする）　
　受診勧奨、結果報告書、特定健康診査対象者には情報提供　＊ 2

オ
プ
シ
ョ
ン
検
査
項
目

上部消化管内視鏡 　＊ 3
乳房診察 +マンモグラフィ 　乳房診察は医師の判断により省略することも可。乳房診察 +乳腺超音波
婦人科診察 +子宮頚部細胞診 　検体採取は医師が実施すること。

PSA
HCV抗体 　＊ 4

＊ 1　Ⅹ線検査を基本とする。本人及び保険者から内視鏡検査の申し出があった場合は、オプション項目に掲げる金額を加算し実施する。
＊ 2　診察・説明・指導は、施設の実状を踏まえた効率的な運用を認める。なお、原則として医師による診察と結果説明は別々に行うこと。
＊ 3　内視鏡検査を行う際は、別途、十分な説明のもとに本人から文書同意を取得すること。原則、鎮痛薬・鎮静薬は使用しない。
＊ 4　厚労省の肝炎総合対策に基づき、未実施の場合は実施を推奨する。
<補足 >梅毒検査は、本契約における基本検査項目およびオプション検査項目には含まれないが、受診者本人の申し出により実施することは妨げない。
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会　告

平成 29年 10月 31日

健診判定・指導マニュアル作成委員会
委員長　和田　高士

判定区分の変更について

　平成 30年（2018年）4月 1日実施分からの，当学会で定める判定区分表の一部改訂いたしますので
お知らせいたします（次々頁参照）．
　人間ドック判定区分 2018（案）について，会員ならびに関連学会に対して，パブリックコメントを
6月 15日から 7月 7日の期間において募集いたしました（学会HP「学会概要」のパブリックコメント
参照）．その結果から一部修正（HbA1cの脚注 4）を行い，ここに最終版を提示いたします．なお，6種
類の画像検査の判定区分（学会HP「その他の情報」の判定区分参照）につきましては，従来どおりであ
ります．
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判定区分（2018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・再検査）

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以下、25.0以上

腹　囲 cm
男性 84.9以下 85.0以上

女性 89.9以下 90.0以上

血　圧
（2回測定 :平均値） mmHg

収縮期 129以下 130–139 140–159 160以上

拡張期 84以下 85–89 90–99 100以上

心拍数（仰臥位） 回 /分 45–85 40–44、86–100 39以下、101以上

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以上 0.7–0.9 0.6以下

聴力 dB
1000Hz 30以下 35 40以上

4000Hz 30以下 35 40以上

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以上 69.9以下
%1秒量（予測 1
秒量に対する%）

80.0以上
（1秒率 70.0%以上）

80.0以上
（1秒率 69.9%以下） 79.9以下

%肺活量（%） 80.0以上 79.9以下

総たんぱく g/dL 6.5–7.9 8.0–8.3 6.2–6.4 6.1以下、8.4以上

アルブミン g/dL 3.9以上 3.7–3.8 3.6以下

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以下 1.01–1.09 1.10–1.29 1.30以上

女性 0.70以下 0.71–0.79 0.80–0.99 1.00以上

eGFR（mL/分 /1.73m2による）（小数点 1ケタ表記に変更） 60.0以上 45.0–59.9 44.9以下

尿酸 mg/dL 2.1–7.0 7.1–7.9 2.0以下、8.0–8.9 9.0以上

HDLコレステロール mg/dL 40以上 35–39 34以下

nonHDLコレステロール mg/dL 90–149 150–169 170–209 89以下、210以上

LDLコレステロール mg/dL 60–119 120–139 140–179 59以下、180以上

中性脂肪 mg/dL　＊ 3 30–149 150–299 300–499 29以下、500以上

AST（GOT） U/L 30以下 31–35 36–50 51以上

ALT（GPT） U/L 30以下 31–40 41–50 51以上

γ -GT（γ -GTP） U/L 50以下 51–80 81–100 101以上

FPG（血漿）
空腹時血糖 mg/dL FPG：99以下

かつ
HbA1c：5.5以下

1）FPG：100-109かつ
　   HbA1c：5.9以下
2）FPG：99以下かつ
　   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以上かつ
　   HbA1c：6.4以下
4）FPG：125以下かつ
　   HbA1c：6.5以上
1）～ 4）のいずれかのもの 

FPG：126以上
かつ

HbA1c：6.5以上HbA1c（NGSP） %　＊ 4

白血球数 103/µL 3.1–8.4 8.5–8.9 9.0–9.9 3.0以下、10.0以上

血色素量 g/dL
男性 13.1–16.3 16.4–18.0 12.1–13.0 12.0以下、18.1以上

女性 12.1–14.5 14.6–16.0 11.1–12.0 11.0以下、16.1以上

血小板数 104/µL 14.5–32.9 12.3–14.4、33.0–39.9 10.0–12.2 9.9以下、40.0以上

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

梅毒反応 陰性 陽性

HBs抗原 陰性 陽性

HCV抗体 陰性 陽性
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判定区分（2018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・再検査）

D要医療
D1要治療・
D2要精検　＊ 1

E治療中
＊ 7

尿蛋白 （－） （±） （＋）　＊ 5 （2＋）以上 

尿潜血 （－） （±） （＋）　＊ 5 （2＋）以上

尿糖 （－） （±）以上

便潜血　2日法 1日目・2日目 （－） いずれか（＋）

子宮頚部細胞診　 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　＊ 6

ASC-H、LSIL、HSIL、
SCC、AGC、AIS、
Adenocarcinoma、

Other malig

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
＊＊ 胸部X線、上部消化管エックス線、上部消化管内視鏡、腹部超音波、心電図、眼底の画像健診判定マニュアルについては、日本人間ドック学会ホームペー

ジを参照

＊1 値の高低、所見によってのD1要治療、D2要精検のいずれ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 血糖・脂質に影響を与えるために空腹時採血を前提としている
＊4 空腹時血糖、HbA1c（NGSP）併合判定C区分の1）2）と判定した場合はOGTTを推奨する
 3）4）と判定した場合は、生活改善指導等を実施後その結果を短期間で再評価することが望ましい
＊5 尿蛋白が（+）かつ尿潜血が（+）である場合は、尿蛋白をD判定とする
＊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 治療中の場合はE判定とする
＊＊ 眼圧の基準範囲は9～20mmHgであるが、緑内障の7割がこの範囲内にあるので、判定区分を設定していない
＊＊ 総ビリルビンについては中等度までは、上昇に比例して死亡率の減少、動脈硬化予防となるので判定区分を設定していない
＊＊  ALPについては、年齢、性、血液型、測定法等によって基準範囲が大きく異なる為、判定区分を設定していない
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ドック会発第 531号
 平成 29年 12月 8日

各　位
日本人間ドック学会 理事長　篠原幸人

人間ドック健診認定医 /専門医制度委員会 委員長　山門　實
＜公印省略＞

2017年第 5回人間ドック健診専門医研修会の開催について（ご案内）
（第 48回人間ドック健診認定医・専門医研修会）

1．日　　時　　平成 30年 3月 4日（日）12：30～ 15：45（受付 11：30～ 12：30）
2．会　　場　　東京：東京ビッグサイト 7F 国際会議場（江東区有明 3-21-1  TEL：03-5530-1111（代表））
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　　900名
5．取得単位　　7単位
6．参 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．
7．申込方法　　日本人間ドック学会公式サイト http://www.ningen-dock.jp/よりオンライン登録．

平成 30 年 1 月 10 日（水）よりオンライン受付を開始します．
※オンラインでの登録が困難な場合は下記事務局担当までご連絡ください．
お問合わせ先：日本人間ドック学会　事務局　認定医・専門医研修会担当

TEL：03-3265-0079（9：00～ 17：00　平日のみ）
8．連絡事項　　※受付は 12：30にて終了します．12：30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【領収書 ･修了証（オレンジ用紙）】に氏名等を記入の上，
半分を切り離し，研修会終了後，指定場所の回収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．
注） 人間ドック認定医 50単位以上については，次回更新への繰越しはできませんので，参加登録の際は，
単位数をご確認の上，お申込みください．

【会場までのアクセス】
● 電車：りんかい線「国際展示場」駅下車徒歩約 7分（駅を背
に斜め右方向へ（コンビニ前を通る）直進すると屋根のある
遊歩道に出るので道なりに．正面の大きな階段を登り，橋を
渡った先の大きな建物）

 ゆりかもめ「国際展示場正門」駅下車徒歩約 3分 （改札を出
て右，突き当たりを左．道なりに歩いて正面の大きな建物）

● 都営バス：東 16系統（豊洲駅前経由）東京駅八重洲口より
約 35分・海 01系統（豊洲駅前経由）門前仲町より約 30分・
虹 01系統，浜松町駅より約 30分

● 直通バス：羽田空港より約 25分・成田空港より約 60分
◎ 東京ビッグサイト入口から入り，屋内左右のエレベーターも
しくは，エスカレーターをご利用の上 7階へお越し下さい．

● 国際展示場ホームページ http://www.bigsight.jp/

＜会場案内図＞

人間ドック健診認定医・専門医研修会
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2017年第 5回人間ドック健診専門医研修会
（第 48回人間ドック健診認定医・専門医研修会）

【平成 30年 3月 4日（日）12：30～ 15：45　東京ビッグサイト】

プログラム（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

11：30～ 12：30 受　付

12：30～ 12：35 開会挨拶

12：35～ 13：35 「医療安全・医療倫理について」

 小林　弘幸　　順天堂大学医学部病院管理学研究室　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単位分取得可能です．

13：35～ 14：35 「循環器（心電図・高血圧等）について」

 山下　武志　　心臓血管研究所　所長

14：35～ 14：45 *******************　休　憩（10分）******************* 

14：45～ 15：45 「前立腺がん診断の問題点と最新治療」

 大東　貴志　　国際医療福祉大学　三田病院　泌尿器科部長

15：45～ A）参加証明シール配布・B）修了証提出

●申込開始日：1月 10日（水）　　※定員　900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

★下記手順に従いお申し込み下さい．
①オンライン登録ボタンより進み，まずメールアドレスを入力･送信して下さい．
 ※オンライン登録にはメールアドレスが必須となります．
②返信メール内URLより，本登録して下さい．Aからはじまる会員番号，氏名，ふりがなが必須とな
ります．【ドック学会登録内容と合致しないと登録できませんのでご注意下さい．】

③登録完了後，受付番号を明記した「登録確認証」メールを自動配信致します．
④研修会当日には，「登録確認証」メールを印刷したものを受付にお持ち下さい．

 ※登録出来ない，又は「登録確認証」メールが届かない場合は，下記事務局担当へお問い合わせ下さい．

★オンライン登録が困難な場合は，恐れ入りますが下記事務局担当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．

★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）

　　お問合せ先：日本人間ドック学会　事務局　認定医・専門医研修会担当
TEL：03-3265-0079（9：00～ 17：00　平日のみ）　FAX：03-3265-0083



III

● 現在，『人間ドック健診専門医制度（新制度）』について，掲載しております．
 詳しくは　新制度専門医 HP：http://www.senmoni.jp/をご確認ください．

   ● 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の『平成 29年度人間ドック健診専門医認定試験』は 10/22（日）に終了しました．
両学会の合格者には登録料 1万円の請求書を送付し，入金が完了した者を『平成 29年度人間ドック健診専門
医認定者』とし，両学会理事会にて承認されました．
※ 平成 29年度人間ドック健診専門医認定者の今後の詳細については，次頁をご確認ください．

　② セルフトレーニング問題 2017の採点結果について
新制度専門医（平成 24年度以降認定者等・修了者除く）が対象のセルフトレーニング問題 2017の申請者には
採点結果を 1月に送付いたします．
※ 合格者（修了者）には，修了証を同封し，5単位を加算します．
※ 新制度専門医は，認定期間 5年間のうちに，セルフトレーニング（5単位）を 1回修了することが更新条件（必須項目）
となります．

※ セルフトレーニング問題 2017の解答と解説は 32-5号（3月末発刊号）に掲載します．

　③ 平成 29年度 研修施設・指導医　認定申請について
新制度での研修施設および指導医新規申請について，認定小委員会にて審議し，両学会理事会にて承認され
ました．　　【認定期間 ：平成 30年 4月 1日～平成 35年 3月 31日】
※ 申請された研修施設および指導医には，審査結果を送付いたしました．
※ 認定となった研修施設・指導医には，平成 30年 3月末に認定証等を発行いたします．
※ 平成 24年度認定の研修施設・指導医の更新申請については，11月末に更新書類を送付しております．

   ★ 新制度　人間ドック健診専門医（平成 24年度）認定者　各位 ★
新制度 平成 24年度認定の専門医は，専門医認定期間（2013/4/1～ 2018/3/31）更新時期となりましたので
11月末に更新書類を送付しております．

【新制度 専門医更新申請期間：平成 29年 12月 1日（金）～平成 30年 3月 8日（木）郵送必着 】
　　　【 更新単位数　 50単位：両学会企画 30単位以上・他学会企画 上限 20単位  】

　　　　　　　必須 4項目：大会・研修会・医療安全 1回参加、セルフトレーニング 1回修了

※ 実績報告書（症例サマリー 10例）の提出等の更新条件を満たし，専門医更新申請を希望する方は，更新料 1万円を振
込み後，必要書類をご準備の上，申請期間内（3/8郵送必着）に申請願います．

※ 入金確認および申請手続き等が遅れ，理事会にて承認できない場合は，資格喪失となります！
※ 50単位を超えた単位については，更新後に繰越すことはできません．
※ 詳しくは，該当者に送付している『更新手続き方法について』等をご確認ください．

   ★ 旧制度　人間ドック専門医保留者　各位 ★
旧制度専門医（保留者）は，更新時期となりましたので 11月末に更新書類を送付しております．

　　【 旧制度専門医が更新に必要な単位数　 認定医 50単位＋専門医 30単位　 計 80単位 】

※ 80単位を満たし，専門医更新申請を希望する方は，更新料 1万円を振込み後，必要書類をご準備の上，申請期間内（3/8
郵送必着）に申請願います．申請期間は新制度と同期間となります．

※ 詳しくは，該当者に送付している『（旧制度）更新手続き方法について』等をご確認ください．

※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 人
間
ド
ッ
ク
健
診
専
門
医
制
度

※新制度専門医認定番号は 0からはじまる 5ケタ番号

※旧制度専門医認定番号は Sからはじまる番号
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平成 29年度 人間ドック健診専門医認定者　各位

平成 29年度人間ドック健診専門医認定者（10/22受験合格者）は，今後は両学会の定める新制度施
行規則・施行細則に準じ，更新のための単位取得等を行っていきます．
そのため，下記のとおり期間や手続き等が変わりますので，ご確認ください．
【日本人間ドック学会へ受験・申請した人間ドック健診専門医認定者で，人間ドック認定医有資格者は，
今後は専門医の更新を優先することになります．（認定医資格は専門医資格に含みます）】

平成 29年度人間ドック健診専門医認定者（受験合格者・H29年度新制度更新予定者）
　　【 認定期間 ：平成 30年 4月 1日～平成 35年 3月 31日 】　5年間

※上記は，平成 29年 10月 22日（日）認定試験に合格した平成 29年度人間ドック健診専
門医認定者および，H29年度専門医更新予定者が対象です．

※平成 29年度人間ドック健診専門医認定者および更新者には，平成 30年 3月末頃，専門医
認定証，書類一式を送付いたします．

 詳細については，送付します関連書類をご確認ください．

●人間ドック健診専門医認定期間に合わせ，人間ドック認定医の認定期間が変わります．
注） 現在の人間ドック認定医認定期間は，専門医制度に合わせるため，すべて認定期間が

変更されます．

注）平成 30年 3月末頃，認定医有資格者には人間ドック健診専門医制度に関する書類と併
せて，認定期間を変更した『人間ドック認定医認定証』を送付いたします．

●平成 30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単位以上・両学会以外の企画上限 20単位）を認定期間内に取得することとなり
ます．

注） 現在の日本人間ドック学会人間ドック認定医で取得した単位は，すべてリセットされ，
平成 30年 4月 1日から，0単位スタートとなります．
※ そのため，平成 30年 3月 4日（日）に開催する『第 48回人間ドック健診認定医・専門医研修会』
に参加しても，単位は 3月末でリセットされますので，ご注意ください．

注） なお，合格者・更新予定者で人間ドック認定医認定満期日が，2018年 3月 31日の方は，
人間ドック認定医の更新手続きは不要となります．
  （現在，人間ドック認定医更新が保留となっている方も更新手続きは不要です）

注） 新制度単位項目内容については，新制度合同HP：http://www.senmoni.jp/ 
『規則－単位表』よりご確認ください． 

  （今後はシールでの管理は不要となり，個人 ID・PWによるHPでの取得単位確認となります）

人
間
ド
ッ
ク
健
診
専
門
医
制
度

例）　現：人間ドック認定医認定期間　平成 27年 4月 1日～平成 32年 3月 31日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　↓　　　↓　　　↓
　新：人間ドック認定医認定期間　平成 30年 4月 1日～平成 35年 3月 31日

※認定期間は専門医期間にあわせ，変更されます．



開催案内

学術大会長
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学術大会長ご挨拶

第 59 回日本人間ドック学会
学術大会開催にあたって

加藤　公則

新潟大学大学院生活習慣病予防検査医学講座　教授／
一般社団法人　新潟県労働衛生医学協会

　この度、第 59 回日本人間ドック学会学術大会の学術大会長と務めさせていただきます加藤公則と申します。この
学術大会は新潟県では初めての開催となります。このような伝統ある学会の大会長を務めさせて頂くことを大変光栄
に存じます。さらに、新潟県労働衛生医学協会は、1962 年の創立以来、予防医学のエキスパート機関として、受診
される皆さまから「安心」と「信頼」をいただけるよう、たゆまぬ努力を続けて参りました。その結果として、この
様な学会を主催できる事を心より誇りに感じております。
　第 59 回大会はテーマを「人が『人らしく』生きるために−健康長寿に寄与できる人間ドックを目指して−」とし
ました。このテーマに至った思いについて、少しお話し申し上げます。

　私は、循環器内科医として新潟大学医学部第一内科にて研鑽を積んで参りました。大学最後の数年間は重症虚血下
肢に対する血管再生治療を行っておりました。その際に出会った方々は、足だけではなく、脳梗塞、心筋梗塞をも合
併され、大変つらい闘病生活をおくっておられました。この様な重症患者さんを診て思った事は、もっと初期の段階、
つまり健診レベルから病気を早期発見し、私が診てきたような重症患者を減らしていく医療に取り組む事でした。ま
た、統計学的手法にも興味があり、新潟県労働衛生医学協会に就職し、健診や人間ドックに関わりながら研究を続け
て参りました。
　新潟県労働衛生医学協会は、僕にそれをもっと実践出来るようにバックアップを申し出てくれまして、新潟大学に
寄附講座を設立してくれました。これが、現職であります新潟大学大学院生活習慣病予防検査医学講座です。本学会
の特別講演をお願いしております新潟大学医学部　血液・内分泌・代謝内科講座　曽根博仁教授、健診学・人間ドッ
ク学の specialist にご指導を仰ぎながら、日々、国民の健康について出来る事を全てやるつもりでがんばって参りた
いと思っております。
　つまり、この『人らしく』に込めた思いとは、人間ドック健診を通して身体の健康を維持に努める事は、必ずや健
康長寿に結びつき、体の健康は心の健康にもつながり、文字通り『人らしい』人生を全うできるとの強い信念から出
たものです。それは、私が出会ってきた方々があの苦しみに遭遇することなく、お孫さんと楽しく穏やかで健康な老
後を迎えて欲しい。そんな、人として人らしく、心と体の健康を維持していって欲しい。それに貢献出来るような人
間ドック、健診でありたいという願い込めたものです。また、その様な場を提供できる人間ドック施設を目指して、我々
に何が出来るか、何をするべきかを、共に考える学会にしていきたいと思っております。

　私の生まれ故郷でもある新潟市に是非足をお運びいただき、私どもと共にこの熱い思いを共有していただきたいと
思っております。我々も最大のおもてなしの心をもって、皆さまをお迎えします。懇親会では、新潟の美味しいお米
と海の幸、山の幸、また淡麗辛口の新潟の銘酒の数々をご堪能頂ければ幸いです。また、佐渡が世界に誇る『鼓童』に、
アトラクションをお願いしております。学会では熱く議論を重ねて、その活発な討議で疲れた喉と体を、銘酒と名曲
で潤していただければと思っております。

多くの皆さまのご参加をお待ちしております。
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■	メインテーマ
 人が『人らしく』生きるために ー健康長寿に寄与できる人間ドックを目指してー

■	会　期
 2018 年 8 月 30 日（木）～ 31 日（金）

■	会　場
 朱鷺メッセ：新潟コンベンションセンター
 〒 950-0078　新潟県新潟市中央区万代島６番１号　TEL.025-246-8400

■	ホームページ
 http://www2.c-linkage.co.jp/dock59/

■	後　援（予定）
 新潟県、新潟市、新潟県医師会、新潟市医師会、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
 一般社団法人 新潟県労働衛生医学協会 新潟ウェルネス
 〒 950-1187　新潟県新潟市西区北場 1185-3

■	運営事務局
 株式会社コンベンションリンケージ　Linkage 北陸内
 〒 920-0025　石川県金沢市駅西本町１丁目 14 番 29 号　サン金沢ビル 3F
 TEL：076-222-7571　 FAX：076-222-7572
 E-mail：dock59@c-linkage.co.jp

開催概要
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■ 運営組織

学術大会長 加藤　公則 （新潟大学大学院生活習慣病予防検査医学講座　教授／
    一般社団法人新潟県労働衛生医学協会）
名誉大会長 笹川　　力 （一般社団法人新潟県労働衛生医学協会　顧問）
副大会長 今井　哲也 （一般社団法人新潟県労働衛生医学協会　会長）
 野沢　幸男 （一般社団法人新潟県労働衛生医学協会　副会長）
実行委員長 佐藤　幸示 （一般社団法人新潟県労働衛生医学協会　副会長）
副実行委員長 大塚　政人 （一般社団法人新潟県労働衛生医学協会　常務理事）
事務局長 松田　和博 （一般社団法人新潟県労働衛生医学協会　常務理事）
事務局次長 田代　　稔 （一般社団法人新潟県労働衛生医学協会
    健康づくり推進部部長）

プログラム委員会
委員長 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）
副委員長 佐々木　寛 （医療法人沖縄徳洲会千葉徳洲会病院　婦人科　部長）
委員 石坂　裕子 （三井記念病院総合健診センター　センター長）
 中村　正和 （公益社団法人地域医療振興協会
    ヘルスプロモーション研究センター　センター長）
 三原　修一 （みはらライフケアクリニック　院長）
 津下　一代 （あいち健康の森健康科学総合センター　センター長）
 児玉　省二 （新潟南病院　産婦人科　部長）
 佐々木壽英 （一般社団法人新潟県労働衛生医学協会　疫学部長）
 北川　　寛 （一般社団法人新潟県労働衛生医学協会
    附属プラーカ健康増進センター所長）
 関根　厚雄 （一般社団法人新潟県労働衛生医学協会
    胃内視鏡統括部長／附属集団検診センター所長）
 本間　　滋 （一般社団法人新潟県労働衛生医学協会
    附属集団検診センター診療部長）
 月岡　　恵 （一般社団法人新潟県労働衛生医学協会
    附属新潟ウェルネス所長）
 三間　　聡 （一般社団法人新潟県労働衛生医学協会
    附属三条検診センター所長）
 小林　隆司 （一般社団法人新潟県労働衛生医学協会　本部医局医長）

5

The 59th Annual Scientific Meeting of Japan Society of Ningen Dock



■ 学術大会長講演
「人が人らしく生きるために−健康長寿に寄与できる人間ドックを目指して」

座長：井上　和彦（一般財団法人淳風会健康管理センター　副センター長）
演者：加藤　公則（新潟大学大学院生活習慣病予防検査医学講座　教授／
　　　　　　　　　一般社団法人新潟県労働衛生医学協会）

■ 理事長講演
「日本人間ドック学会ここ２年間の歩み」

座長：加藤　公則（新潟大学大学院生活習慣病予防検査医学講座　教授／
　　　　　　　　　一般社団法人新潟県労働衛生医学協会）
演者：篠原　幸人（公益社団法人日本人間ドック学会　理事長）

■ 特別講演
「人間ドックのビッグデータが教える健康長寿エビデンス」

演者：曽根　博仁（新潟大学大学院医歯学総合研究科　血液・内分泌・代謝内科学　教授）

「女性の職域健診に関する話題について」
演者：自見はなこ（参議院議員）

■ 教育講演
「老化制御研究からみた健康寿命延伸の展望」

演者：南野　　徹（新潟大学大学院医歯学総合研究科　循環器内科学　教授）

「健診が楽しくなる脂質異常症の基本と応用」
演者：横手幸太郎（千葉大学大学院医学研究院　細胞治療内科学講座　教授）

「心電図の自動診断について」
演者：選定中

「職域、地域の健診データから見た健康障害と運動・身体活動の指導」
演者：勝川　史憲（慶應義塾大学スポーツ医学研究センター　教授）

「National Database を使った研究の推進」
演者：赤羽根直樹（厚生労働省　保険局医療介護連携政策課　保険システム高度化推進室室長）

主要プログラム（案） ※講演タイトルは予定のものとなります。
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■ シンポジウム
「人間ドック健診の新しい展開」

座長：岡田　邦夫（特定非営利活動法人健康経営研究会　理事長）
　　　古井　祐司（自治医科大学　客員教授）
演者：選定中

「がん検診最新の動向と課題～これからのがん検診のあり方を考える！～」
座長：三原　修一（みはらライフケアクリニック　院長）
演者：人間ドックにおけるがん登録の現状と課題
　　　　三原　修一（みはらライフケアクリニック　院長）
　　　胃がんリスク層別化（ABC 分類）をふまえた内視鏡検診のあり方
　　　　井上　和彦（一般財団法人淳風会健康管理センター　副センター長）
　　　CT コロノグラフィーによる大腸がん検診の現状と課題
　　　　飯沼　　元（国立がん研究センター中央病院　放射線診断部　医長）
　　　上部消化管内視鏡検診
　　　　成澤林太郎（新潟県立がんセンター　がん予防総合センター長）
　　　カプセル内視鏡の現状と展望
　　　　大塚　和朗（東京医科歯科大学　医学部附属病院　光学医療診療部　教授）

「特定健診・特定保健指導～より効果的な保健指導を求めて」
座長：津下　一代（あいち健康の森健康科学総合センター　センター長）
　　　中村　正和（公益社団法人地域医療振興協会
　　　　　　　　　ヘルスプロモーション研究センター　センター長）
演者：特定保健指導 10 年間の総括とあらたな展開
　　　　加藤　典子（厚生労働省健康局健康課　保健指導室長）
　　　地域資源を活用した保健指導（宿泊型保健指導）
　　　　高橋ちぐみ（山形県上山市役所　市政戦略課　クアオルト推進室）
　　　IoT を活用した生活習慣病行動変容プログラム
　　　　坊内良太郎（国立国際医療研究センター　糖尿病内分泌代謝科 
　　　　　　　　　　研究所糖尿病情報センター臨床情報研究室長）
　　　特定保健指導における禁煙指導：効果的な実施方法と実際
　　　　選定中
　　　特定保健指導における減酒指導：効果的な実施方法と実際
　　　　真栄里　仁（独立行政法人国立病院機構久里浜医療センター　教育情報部長）

「女性の家族性がん」
座長：佐々木　寛（医療法人沖縄徳洲会千葉徳洲会病院　婦人科　部長）
　　　児玉　省二（新潟南病院　産婦人科　部長）
演者：選定中
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■ 特別企画
「第５回健診看護実務者研究会」

特定非営利法人日本人間ドック健診協会

「超音波検査 ライブセミナー　腹部」
担当：小川　眞広（日本大学病院消化器内科　准教授）
　　　岡庭　信司（飯田市立病院　消化器内科部長）

「婦人科細胞診の実際」
担当：佐々木　寛（医療法人沖縄徳洲会千葉徳洲会病院　婦人科部長）

「優良施設の取り組みについて」
座長：野村　幸史（医療法人財団慈生会野村病院　理事長）
　　　那須　　繁（特定医療法人財団博愛会　理事長）
演者：選定中

■ 平成 29 年度優良施設展示説明会（仮称）※ポスター展示

■ 日本人間ドック学会会員集会
事業計画報告・委員会報告・人間ドック健診施設機能評価優秀賞
優秀論文表彰式

■ 共催セミナー
ランチョンセミナー等

■ 市民公開講座
第一部「乳がんについて（仮題）」
演者：佐藤　信昭（新潟県立がんセンター院長）
　　　その他選定中
第二部　第 7 回「受けてよかった人間ドック」体験記コンクール表彰式

■ 2018 年第 2 回人間ドック健診専門医研修会
 （第 49 回人間ドック健診認定医・専門医研修会）

日時：９月１日（土）午前予定
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一般演題募集要項
下記のとおり、一般演題を募集いたします。多くの応募をお待ちしております。

■ 発表資格
発表者は日本人間ドック学会員（正会員及び施設会員所属職員）に限ります。
未入会の方はご入会ください。

年会費　正会員
医師（A 会員）10,000 円　　医師以外（B 会員）6,000 円　　施設会員（C 会員）30,000 円

日本人間ドック学会入会申込み先
公益社団法人日本人間ドック学会　事務局
〒 102-0075　東京都千代田区三番町 9-15　ホスピタルプラザビル 1F
Tel：03-3265-0079　　Fax：03-3265-0083

■ 募集要項
インターネットのオンライン登録で受け付けます。詳細は学術大会ホームページ

（http://www2.c-linkage.co.jp/dock59/）の「演題募集」ページをご覧ください。
※投稿されたままの原稿を抄録集に掲載いたします。
※締切後の修正はできませんのでご注意ください。
※一般演題分類区分を必ずご選択ください。（次のページをご参照ください）
※抄録本文は、演題名、氏名、所属を含まず全角 800 文字以内でお願いいたします。
※共著者数は、発表者を含めて 10 名までといたします。
※応募の際、E-mail アドレスを正しくご入力ください。

■ 演題登録期間（予定）　　2018 年２月１日（木）～４月 11 日（水）

■ 発表形式
口頭発表またはポスター発表よりご希望をお選びください。
演題発表形式ならびに発表日時については、学術大会長にご一任願います。
結果は 2018 年６月下旬ごろ学術大会ホームページに掲載いたします。

■ 採否通知
演題の採否につきましては、演題選定委員による査読を行い決定いたします。
採否の通知は 2018 年 6 月下旬ごろ学術大会ホームページに掲載いたします。
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■ 一般演題の分類区分

■ 一般演題についてのお問い合わせ先

第 59 回日本人間ドック学会学術大会　運営事務局
株式会社コンベンションリンケージ　Linkage 北陸内
〒 920-0025 石川県金沢市駅西本町１丁目 14 番 29 号　サン金沢ビル 3F
TEL：076-222-7571　 FAX：076-222-7572　　E-mail：dock59@c-linkage.co.jp

グループ A　 診断およびスクリーニング機能
A	‐	1	 医療面接、受診者情報、診察	 A	‐	15	 子宮、卵巣
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「症状がないうちに病気の予兆を発見し，早期介入により疾病の発症を防ぐ」は健診制度の根本的な考え方
であるが，それが社会医学として効果を生んでいるのか，効率的であるのか，さらに改善すべき点はないの
かが問われている．

広く国民をカバーする政策として，糖尿病や循環器疾患等の発症予防と医療費適正化を目指す特定健診・
特定保健指導が，来年度から第3期を迎える．本制度により，それまで健診機関ごとに不統一だった判定基
準やデータ登録方式が統一され，医療保険者を通してナショナル・データ・ベース（NDB）に登録，政策評
価ができるようになった．メタボリックシンドロームに着目した保健指導実施の有無により，その後の検査
値変化や医療費が影響を受けることが明らかになり，健康投資としての保健事業の意義が明らかになってき
た．医療保険者は健診データとレセプトデータを分析し，効果的かつ効率的な保健事業を企画する「データ
ヘルス計画」に本格的に着手している．

このようななか，第3期はさらに保健指導実施率向上につなげるよう，保険者ごとの実施率公表，インセ
ンティブ・ペナルティを強化し，保健指導実施率45%を目指す．特にこれまで特定保健指導にほとんど取
り組んでこなかった保険者を減らしていくのが重要課題となっている．

一方，特定保健指導を実施しやすくする改正も予定している．特定保健指導の実績評価時期はこれまで6ヵ
月以降となっていたが，3ヵ月後でも可となる．これにより負担軽減につながるだけでなく，年度をまたぐ
保健指導が減るため，資格喪失による脱落防止や退職前の人の指導を差し控えるなどの対象者選定の制限も
解除されやすくなるだろう．反面，6ヵ月以上にわたる支援で得られた改善効果が，短期化により損なわれ
る可能性も心配されている．保健指導終了後も生活改善が継続できるよう，モニタリング習慣の定着や本人
の実生活の中で継続しやすい環境を整えるなどの工夫が必要となるだろう．

第3期には，健診当日に保健指導を実施しやすくする数々の方策が導入される．これはまさに人間ドック
健診実施機関における保健指導実施率を高めることが期待されている証左であろう．

日本人間ドック学会が実施する集合契約では，健診により特定保健指導に該当する人に対しては，保険者
が利用券を発行しなくても一気通貫で特定保健指導を実施できる．人間ドック後の結果説明と同時に保健指
導に入ることができるので，初回面接の導入率が高まることが期待される．健診当日に血液検査等の結果が
出そろわなくても，肥満・血圧・喫煙により保健指導対象に該当していることがわかれば，その場で保健指
導を行い，後日結果が出そろったところで電話等での指導で補完することにより，初回面接とすることがで
きる．

保険者がマネジメントする場合の個別契約に限るが，初回面接を行った機関が必ずしも最終評価を行わな
くてもよいという制度も導入される．これまで継続的支援や評価の体制が整備できないために特定保健指導
を実施しなかった健診機関が，新たに参入できる可能性が広がる．

これまで必須であった，積極的支援終了認定のための継続支援180ポイントにも変更が加わる．積極的支
援を繰り返しているリピーターに対しては，一定の効果が出ていれば翌年度は動機づけ支援相当の指導で可
とするなどの軽減策が導入された．保険者がモデル実施を行う場合には，180ポイント未満でも一定の成果

巻　頭　言

第3期特定健診・特定保健指導に向けて
～受診者，保険者，社会に期待される健診機関の役割

あいち健康の森健康科学総合センター
津下一代
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が出ていれば保健指導終了とすることができる．つまり，保健指導効果が高くなるような工夫が評価される
といってよいだろう．

これらの改革についていくためには，保健指導者の育成が重要であり，日本人間ドック学会では第3期に
向けて研修を強化しているところである．

｢実施率＝保健指導終了者数／特定保健指導該当者数｣である．保険者にとって実施率を高めるためには，
終了者数を増やすだけでなく，保健指導該当者数を減らすことが，より根源的な目標となる．そのために現
在は特定保健指導該当ではない人が，保健指導該当にならないように働きかけることも重要である．健診後
の情報提供，禁煙支援などもその有効な方策となろう．

我々は，日本人間ドック学会の大規模研究の一環として，健診受診者のうち糖尿病予備群に該当する人
が 4年間に糖尿病に移行する割合について，人間ドック受診者と企業健診受診者とで比較した（Nutrition, 
Metabolism & Cardiovascular Diseases 2017；27：679-687）．その結果，人間ドック受診者のほうが糖尿
病への移行が有意に低いこと（HR：0.81（0.75-0.86）），肥満者における肥満改善率や喫煙者における禁煙率，
朝食欠食者における朝食改善率が有意に高いことが判明した．つまり，結果表を送付するだけの一般的な健
診よりも，結果説明や指導を行う人間ドックの優位性が示されたものであり，このような情報提供の在り方
が重要となると考えられる．

保険者では，特定保健指導以外にも「重症化予防プログラム」やハイリスク者に対する体系的なアプローチ
も進んでいる．健診を糸口にして確実に予防につなげ，健康寿命を延伸・医療費を適正化していくためにも，
健診機関が果たすべき役割は大きい．人間ドックは任意型健診（100%自己負担）として個人の不安やリスク
に対応する面もあるが，我が国では公的な健診制度との関連や加入者全体の健康を守る保険者・自治体等か
らの補助（公費負担の投入）により多くが実施されていることに留意し，保険者等のニーズに応えていく必要
がある．

政府が発表した「未来投資戦略2017」には，今後，我が国の政策資源を集中投入し，未来投資を促進する
戦略分野として，「健康寿命の延伸」関連分野が第一に掲げられている．『健康寿命をさらに延伸し，世界に
先駆けて生涯現役社会を実現させる』ため，データの利活用を積極的に図る方向である．

健診機関が単なる検査機関ではなく，国や自治体，保険者・企業等の健康投資へのよいパートナーとなる
ことが，今後のこの分野の発展につながるものと考えている．
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人間ドック32：595-600， 2017理事長講演

第58回日本人間ドック学会学術大会　理事長講演

今後の人間ドック健診と日本人間ドック学会
篠原幸人

日本人間ドック学会  理事長 
（東海大学 名誉教授，国家公務員共済組合連合会 立川病院 神経内科）

はじめに
平成28年6月，18年続いた奈良昌治前理事長

時代の後を受けて，図らずも第8代日本人間ドッ
ク学会理事長の重責を担うこととなった．

過去に日本脳卒中学会理事長の経験が6年ほど
あるが，人間ドックに関しては経験の浅い小生が

「何で今さら理事長に？」という考えは私自身にも
あったし，古くからの友人達からも「お引き受け
しない方が良いのでは？」というアドバイスをい
ただいた．しかし，理事会の満場（私を除く）一致
のご推挙であり，短期間でも学会のお役に立てれ
ばとの考えで，「清水の舞台から飛び降りる」心境
になった次第である．

日本脳卒中学会理事長時代には，学会の考えや
方向性を学会員にご理解いただき，また，ご批判
をいただきやすくする目的で，毎年総会時に「理
事長講演」を行い，それを学会誌に公表してきた．
今回，第58回学術大会長中川高志先生のご好意
で，当学会では恐らく初めての理事長講演の時間
をいただいた．

本稿はその講演の要約である．できれば，会員
諸父兄から忌憚のないご批判と感想をいただけれ
ば幸いである．

1. 新理事長の素朴な疑問（表1）
新理事長として日本人間ドック学会を見た時

に，私にはいくつかの素朴な疑問が生じていた．
そのなかには当然のこととして今まで学会員の
方々もあまり気にしていなかった事項も含まれ
る．それらの疑問点を少しずつ解決していくこと
が，18年にわたり多大な業績を積み重ねられた奈
良前理事長ご引退の意義をより一層意味のあるこ
とに繋げられると考えている．
表1にその疑問点を列記した．在任中にこれら

の疑問点をすべて解消するのは無理としても，人
間ドック学を予防医学領域のなかで体系づけるこ
とができればとの思いはある．

2. 人間ドック健診をどう定義するか
最近，厚生労働省は特に特定健診・がん検診な

どの対策型健診の普及に力を入れている．対策型
健診の充実は国民にとって望ましいことではある
が，一般の方々には任意型の人間ドック健診との
区別がつきにくくなっているのも事実である．

従って，我々ははっきり「本当の人間ドック健
診の定義」を明示する必要があるが，明確にそれ
を示した文献は見当たらない．

人間ドック健診とは，「受診者に対し，問診を

表1　新理事長の素朴な疑問
1．人間ドックの正しい定義は何か？

2．日本人間ドック学会は会員諸施設の実情をどこまで把握しているか？

3．日本人間ドック学会は国民にどこまでその存在を知られているか？

4．人間ドックが日本国民の健康増進に役立っているというエビデンスはどこまであるか？

5．日本人間ドック学会はどこまで会員のお役に立つ仕事をしているか？

6．本学会の今後の進むべき道はどこか？
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含む医療面接・身体診察および当学会が定める基
準検査項目のすべてを安全・正確かつ迅速に行い，
その結果を直ちに分かり易く受診者ご本人に直接
説明し，また，その結果や受診者の今までの生活
習慣・生活環境を参考に，今後の生活（予後）指導
を十分に行い，さらに必要に応じて再検査や精査
検査の指示，専門医への紹介ができるシステム（な
いしはその施設）」と定義したい．特に，下線の部
分は必要条件と考えている．

この定義は，特に対策型健診と任意型人間ドッ
ク健診の違いを受診者に説明するために必要不可
欠なものと考える．この差を明確にし，相違をはっ
きりさせなければ，近い将来人間ドック健診は政
府の推奨する対策型健診に飲み込まれてしまうで
あろう．

3. これからの人間ドックの在り方と，国民の健
康増進に役立つことを示すエビデンス作り

今後我々は，人間ドック健診の対策型健診に対
する優位性を示す必要がある．しかし残念ながら，
従来の人間ドックに関する文献・研究には高いエ
ビデンスを示すものはきわめて少ない．

従来，人間ドックの受診は“恐らく”疾病の早期発
見に役立ち，早く発見されれば予後は良好であろ
うという“想像”に基づく考え方が支配的であった．

以前，人間ドック誌の巻頭言 1,2）で筆者が強調
したように，予防医学の一翼を担うべき「人間ドッ
ク学」をより発展させるためには，このエビデン
ス作りを心がけることと，学会ホームページやマ
スコミの力をお借りしてのその優位性を示すプロ
パガンダが必要である．

そのためにも現在進行中の学会主導の「大規模
研究調査」からのエビデンス作りのみならず，公
募による「学会奨励学術研究」補助制度を新設し，
若い一般会員に研究に対する興味をさらに持って
いただきたいと考えている．

4. 学会は会員諸施設の実情をどこまで把握でき
ているか

理事長として赴任してはじめて，学会事務局は
限られた認定施設の現状は十分把握しているもの

の，1,670以上のC会員（施設会員）施設すべての
実状は十分把握できていないことが判明した．「人
間ドックの現状」という学会からの公式出版物も，
限られた施設からのデータだけから作成されてい
た．この状況では「本当の人間ドックの現状」とは
言えないと感じ，本年より全会員施設の実態調査
に着手した．また，調査対象施設の拡大のみなら
ず，調査方法も変更させていただいた．この主旨
をお汲み取りいただき，今後の会員諸氏のご協力
を期待している．

5. 日本人間ドック学会は国民にどこまでその存
在を知られているか

「人間ドック」自体は国民に良く知られている
が，「日本人間ドック学会」の存在やその活動に関
しては，殆ど知られていない．一億総 IT化の時
代である．各種のプロパガンダあるいは日本語以
外の記載など，ホームページの充実を新委員長土
屋敦委員長にお願いし，その充実を図っていただ
くことにした．

6. 日本人間ドック学会はどこまで会員の役に
立っているか

日本人間ドック学会ほど多様な会員を含む学術
団体も少ない．個人会員・施設会員の両方を含む
点もそうであるが，会員の考え方・人間ドックを
行う目的には，表2のように多様なものが含まれ
うる 1,2）．この点は理解できるし，その現状を否定
する気持ちなど更々ない．また，学会はそれらの
すべてに会員諸氏に満足を与えうる存在でなけれ
ばならない．しかし，「学会」を名乗る以上，やは
り人間ドックを学問として見る目は絶対に忘れて
はならない．
（1）人間ドック学をサイエンスに 2）

学会を名乗る以上には，人間ドックをサイエン

表2 会員各位（施設も含む）の人間ドック健診の考え方・目
的は多様

1．受診者の検査異常の早期発見，早期対応とその指導

2．病院経営上の収益拡大

3．受診者に検査異常を生じさせない対策

4．その他
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スのレベルまで引き上げる必要がある．無論，無
症状の検査異常者を早期に発見し，その対応をし
て，症状を伴う二次性生活習慣病の発症を水際で
予防することは，人間ドック健診の醍醐味の一つ
である．しかし，予防医学的な見地から言えば，
我々は無症状の検査異常・疾患・疾病を見つけた
だけで満足する以外に，これらの無症状の疾病が
発生しないように，患者を十分に指導することが
重要で，それでこそ人間ドック学を真のサイエン
スに浄化させるポイントではないだろうか．それ
が人間ドックの定義の項で述べた「今までの生活
習慣・生活環境を参考に今後の生活指導を行う」
ことの重要性である．
（2）健団協の設立

学会に会員として入会して，総会その他で新
しい知識を吸収していただき，また，数多くの情
報を事務局を通して知っていただくことも会員の
方々には重要であろう．

しかし，学会としては学会員の声を政府や厚生
労働省にお届けすることも大切な役割である．さ
らに，本邦には日本総合健診学会，日本病院会，
全日本病院協会などいくつかの健診（検診を含む）

を事業の一つとする団体が存在する．それらの意
見を統一し，日本人間ドック学会を含む4団体（将
来的には団体数はもっと増える可能性もあるが）
間の情報を共有し，さらに各種健診の質の担保・
向上をも諮り，国民に良質な健診を提供すること
は我々の使命の一つである．それを目的として，
図1のような構成で平成29年2月16日，健診団
体協議会（以下，健団協）が発足し，初代議長に筆
者が就任した．

その目的を表3に示す．最終的には本協議会と
しては健診関連諸団体の足並みを揃え，国や厚
生労働省に一致協力して物が言える団体にするこ

表3　健団協設立の目的
1．日本国民に人間ドック健診の受診を啓発する
2．健診4団体の優良認定施設の認定基準の相違が，健保連の施設推薦に弊害をおこしていることの是正
3．各種検査の種類と方法・採血採尿時間が各施設で異なる点の是正
4．判定基準の相違や健診結果のフォーマット形式の統一
5．その他
上記項目2～5は2008年頃からの問題点

現実的には：
1．2019年度からの指定契約の問題
2．その契約内容の調整
3．2019年改訂の特定健診の項目やがん検診に対し，従来の人間ドック健診検査項目の再検討など

将来的には：
1．フォーマットの統一や判定基準の一元化
2．精度管理体制（機器の保守点検を含む）や外部精度管理体制のチェック
3．4団体の各指定施設の評価も将来は一元化
など，各施設の体制や健診の質（要精密検査の指示率，実施率，健診従事者の教育体制，学会発表など）
も含め，統一化

最終的には：
1．健診4団体が足並みを揃え，国や厚生労働省にも一致協力して物が言える団体にすること （例：人間ドッ
ク健診の個人負担部分の税制上医療控除，その他）

2．国民健康情報の一元管理に協力（日本医学健康管理評価協議会とも協力が必要か）
3．その他

図1　健団協とは【健診団体連絡協議会】
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と，および現在日本医師会などが推進している国
民健康情報の一元管理にどのように協力できるか
を模索することなども目的となろう．

さらに，表3で示したように，現在は各団体が
独自に行っている施設認定や，健診基準・結果な
どのフォーマットの均一化も一つの目的となる．し
かし，これらのここ十数年放置されてきた問題を
一気に解決するには膨大な時間が必要である．し
かし会員諸氏のためにもまた日本国民のためにも
時間がかかっても解決しなければならない問題と
して捉えていきたい．

7. 日本人間ドック学会の抱えるその他の諸問題
現在の我々日本人間ドック学会自体の抱える諸

問題について，一部はすでに述べたが，項目別に
再度論じてみたい（表4）．
（1）学会内・関係団体との問題

ここで論ずる問題は枚挙にいとまがない．
まず，この狭い日本に同じ目的を持つ2つの人間

ドック健診関連学会は必要なく，日本人間ドック
学会と日本総合健診学会の融合が望まれてから久
しい．しかし，この点は2学会でいくつかの共同事
業が進行中で，時間をかけて双方が納得したうえ
での話し合いが必要である．日本人間ドック学会
としてはいつでも話し合いに応ずる用意がある．

施設認定に関しては，日本人間ドック学会の認
定基準は厳しすぎるとの批判があることも存じ上
げている．しかし，真の人間ドック施設としての

認定は，国民の健康管理と学会の理想から考えれ
ば，ある程度厳しいのは当然であろう．

むしろ当面取り掛かるべきは，対策型健診であ
る企業健診・特定健診・がん検診などを主に取り
扱う施設を，人間ドック健診とは区別して，対策
型健診施設として認定する方法である．但し，国
民に誤解を与えないために，それらの施設には人
間ドックという名称の使用制限を徹底する必要も
あるかもしれない．

施設認定委員会などで十分検討していただく予
定である．

また，この施設認定は，将来は専門医認定と同
様に第3者機関に委託することも必要である．

4.に挙げたエビデンス作り強化のための学会支
援研究の啓発は，是非本年から行いたい．比較的
少額の支援しかできないかもしれないが，そこで
手がけられた研究を基盤としてさらに文部科学省
などからの科学研究費の獲得ができるような大き
な研究に発展させていただくことを祈っている．
（2）その他の問題点

残念ながら今回は，人間ドック受診費用を税制
上の医療控除対象に含めたいという我々の願いは
叶わなかった．しかし今後の高齢世代の増加も見
込んで，この要望は学会としてまた健団協として
も提案し続けたいと考えている．

また遺伝子診断あるいは最新の体液マイクロ
RNAや線虫を使用したがん診断などもこれから
研究が盛んになり，一般の受診者からも，質問が

表4　日本人間ドック学会自体が抱える問題点
学会内あるいは関係団体との問題

1．各種調査票の改定 --- 本当の実態調査とは何か
2．施設認定の問題（人間ドック施設認定と特定健診など健診施設認定 .条件が厳しい？ 統一化・第3者委託など）
3．各種検査の精度管理の充実とフォーマットの一元化
4．学会支援研究の啓発（年2～3件）
5．外部からの研究費の導入によるエビデンスの構築など

国民への啓発
1．特定健診の今後と人間ドック健診　人間ドックのメリットは何か －国民への啓発，キャンペーン，HPなど

その他
1．人間ドック受診費用を医療控除の対象に
2．遺伝子診断をどう取り入れるか？
3．新しい研究（体液マイクロRNA，N-Noseなど）は人間ドック健診に取り入れられるか？
4．人間ドック学の世界への発展
5．その他
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将来出る領域である．基礎の研究者のみにお任せ
せず，日本人間ドック学会としても前向きに検討・
研究を進めていきたい．

2020年には久しぶりに国際人間ドック学会が，
International Health Evaluation & Promotion学会
と共催で，日本人間ドック学会総会（横浜）と同時
期・同会場で開催することが決定した．「人間ドッ
ク」という日本で発足した素晴らしいシステムを
海外の人の目にさらすよいチャンスと捉えていき
たい．

8. 人間ドックの今後（表5）
我が国の人間ドックは，今，岐路に立っている

と言っても過言ではない．
人間ドック対象人口は徐々に減少を始めてお

り，将来的には健診施設の過供給などの問題が生
じる可能性は高い．さらに，国の政策により対策
型健診がますます充実し，任意型人間ドックとの
差が縮まり，さらに対策型専門施設が乱立すれば，
いわゆる価格のダンピング競争もより過酷となろ
う．安いことは良いことかも知れないが，質がど
こまで担保されているかは大きな問題である．

さらに，従来は専門ドックだった脳ドック・泌
尿器科ドック・婦人科ドック施設が，いわゆる総
合的な人間ドック健診の領域にまで手を伸ばして
くることも考えられる．そんな点も踏まえて，今
後の人間ドックの進む道を，これからも皆さんと
一緒に考えて行きたい．

9. 講演のまとめ
本公演で筆者の言いたかった内容をまとめると，

（1） 人間ドックの定義の確立･周知と対策型健診

との区別の明確化．
（2） 人間ドック学を真のサイエンスに，そして人

間ドック学の学問としての認知．最終的には
人間ドック学を医学部教育カリキュラムのな
かに繰り込み，将来は医師国家試験の問題の
範疇に入ることも夢みたい．

（3） 学会の「見える化」の促進と，学会として会員
諸施設の十分な内容把握．公益法人としての
基盤強化．

（4） 学会活動の一般国民による認知と人間ドック
の国際化（HPの充実）．

（5） 対策型健診施設の認定制度の確立．
（6） 関係健診団体との連携推進．特に健団協活動

の強化と，総合健診学会との業務連携．
（7） 多種の専門医・専門家の寄り合い所帯である

会員が共通のミッションを持てるような学会
運営．

（8） 学会職員の人材育成（未来の日本人間ドック
学会のために）

等々について私見を述べた．

本学会員として人間ドックに従事される方々に
多様な目的があると同様に，人間ドックの医師の
出身母体も内科医・外科医・放射線科医・婦人
科医など多彩である．年齢とともに従来の専門
を離れて人間ドックの世界に入られる方もおられ
よう．従って，一部の他学術団体からは，日本人
間ドック学会は単なる人間ドックを生業とする医
師・関係者および施設の集合体に過ぎないという
誹りを受けることも過去にはあった．

しかし，日本人間ドック学会は一つの学術団体
であり，共通の「人間ドック学の発展と推進，そ

表5　日本人間ドック学会これから進むべき道
1．本学会は単なる人間ドックを生業としている病院・クリニックの集合体にすぎないとう批判に甘んずるな．
人間ドック学はサイエンスであるという認識を忘れずに．

2．異常を早く見つけることだけに嬉々せず，真の意味の一次予防を目的とする．それが予防医学である．

3．学会のミッションを全学会員が共有する．

4．受診者の立場に立って人間ドック健診を心がける．
5．真の意味の人間ドック専門家の育成．
（人間ドック学の医学部教育カリキュラムへの導入・人間ドック学を医師国家試験の出題範囲へなど．）

6．これからの人間ドック Renaissanceの時代に各施設・各会員がどう向き合うかを学会も一緒に考える．
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れによる国民の健康増進」という共通のミッショ
ンを持った医師およびその関係者・施設の集まり
であることを再度，強調したい．

おわりに
いくつかの夢を抱きながら，これからの人間

ドックルネッサンス時代に各施設・各会員がどう
向き合うべきかを，会員諸氏に学会と一緒に考え

ていただきたいというのが，新理事長の切なる願
いであることを最後に述べて，この原稿を終わる．

文　献
1） 篠原幸人：これからの人間ドック学会を考える．人間ドッ

ク 2016；31：409-410．
2） 篠原幸人：人間ドックを真のサイエンスである人間ドッ

ク学に．人間ドック 2014；29：5-6．
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人間ドック32：601-610， 2017総　説

人間ドック健診における関節リウマチと類縁疾患の診療
鏑木淳一

一般財団法人日本健康管理協会 新宿健診プラザ

要　約
　関節リウマチに対する治療方法は，メトトレキサート，生物学的製剤の開発により劇的に進歩し，
予後が改善されている．すなわち，治療の目的は，単に関節炎の炎症を抑え自覚症状を軽減するこ
とではなく．関節の構造を維持しその機能障害を予防し，生活の質を高めることにある．また，骨
関節破壊の進行は，発症後数年以内に進行する．このため，人間ドック健診においても，自覚症状
として関節痛を有する受診者から，適切に鑑別診断を行い関節リウマチの疑いがある場合，リウマ
チ専門医に紹介し早期の治療介入に入ることが重要である．現在，関節リウマチの分類には，2010
年，アメリカリウマチ学会とヨーロッパリウマチ学会が合同で提唱した新しい分類基準が用いられ
る．関節腫脹が示唆する関節炎の部位として，小関節が重視され，また，人間ドック健診における
二次検査として，リウマトイド因子以外，抗シトルリン化ペプチド抗体（抗CCP抗体，ACPA）が測
定される．すでに適切な治療により寛解状態となった関節リウマチを人間ドック健診で診療する場
合，薬剤の有害事象，動脈硬化の危険因子，悪性腫瘍，骨粗鬆症に留意すべきである．

キーワード 関節炎，抗シトルリン化ペプチド抗体，ACPA

はじめに
人間ドック健診は，生活習慣病，悪性腫瘍など

疾病の早期発見と早期の治療介入により，日本に
おける平均寿命を延伸することに寄与しているこ
とが明らかにされている 1）．人間ドック健診では，
正確な診断，早期の治療介入を行うために，検査
結果の判定に加え，丁寧に問診を行い，詳細に診
察所見をとることが必要である．一方，関節リウ
マチ（rheumatoid arthritis：RA），およびその類
縁疾患が，プライマリケアの診療で見逃されてい
る可能性が指摘されている 2）．日本におけるRA
の有病率は約0.5%から1.0%であり，少なくとも
700,000人のRA患者がいることが推定されてい
る 2-4）．従来，RAは，40歳代および50歳代の女
性に発症しやすいとされたが，近年，60歳以上で
発症する高齢発症のRA（elderly-onset rheumatoid 
arthritis：EORA）も増加している 5,6）．しかし，受
診者が，四肢の痛み，特に，関節痛を訴える場合，
すべての受診者がRAと診断されるわけではなく，
RAおよびその類縁疾患を鑑別することが，人間
ドック健診における診療では必要である 7）．

このため，本総説では，いまだRAと診断され

ていなく関節痛を主訴とする受診者を人間ドック
健診で診察する場合に参考とするために，最近提
唱された新しいRAの分類基準をはじめとする疾
患概念，検査方法，およびその他の類縁疾患につ
いて概説する．

関節リウマチの病態
RAにおける関節炎は，多発性，持続性で，有

効な治療を受けない場合，骨関節を破壊する関
節の滑膜炎である（図1）2,4,8,9）．すなわち，滑膜
は，健常人では1～2層の滑膜表層細胞からなる

図1　関節リウマチにおける活動性滑膜炎の病態
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が，RAでは滑膜組織が増殖し多層化する．また，
滑膜表層細胞下では，毛細血管が増生する．増生
した血管周囲には，T細胞，B細胞，抗原提示細
胞が浸潤する．T細胞は，抗原提示細胞によりT
細胞受容体およびcostimulatory分子（CD28）によ
り活性化され，インターフェロン-γ（interferon-
γ：IFN-γ），インターロキン-17（interleukin-17：
IL-17）を産生する．これらのサイトカインは，マ
クロファージを活性化する．この結果，活性化
されたマクロファージは，腫瘍壊死因子（tumor 
necrosis factor：TNF）， イ ン タ ー ロ イ キ ン-6

（interleukin-6：IL-6）など炎症性サイトカイン
を産生し，滑膜線維芽細胞のRANKL（receptor 
activator of NFκB ligand）刺激とともに破骨細胞
の形成を促進し，関節を破壊する．また，滑膜線
維芽細胞のマトリックスメタロプロテアーゼ -3

（matrix metalloproinase-3：MMP-3）などの蛋白
分解酵素産生が亢進し，骨吸収を生じる．一方，
IL-6などで活性化されたB細胞は，リウマトイド
因子（rheumatoid factor：RF），抗シトルリン化ペ
プチド抗体（anti-citrullinated peptide antibody：
ACPAあるいは抗CCP抗体）といった自己抗体を
産生するので，これらの自己抗体は，RAの診断
のために有用となる 10-14）．

関節リウマチの病因
RAの病因として，遺伝的背景に加え，喫煙，

歯周病が指摘されている 4,15-19）．
RAの家族歴および一卵性双生児の研究から，

遺伝的要因が関与していることが報告されてい
る．HLA-DRB1遺伝子において，shared epitope

（SE）と呼ばれるアミノ酸の共通配列，すなわち
DR抗原 -β鎖の70～74番目がQ/R-K/R-X-X-Aが
RAの発症に関与している 4）．日本人を対象とし
た研究で，このSEを一つ有する場合，ACPA陽
性RAの発症リスクが3.2倍になる 20）．

喫煙は，気管支の慢性炎症により肺内のシトル
リン化蛋白が増加する．前述したSEを有する喫
煙者は，RA発症リスクが約10倍に増加する 17）．

歯周病の主要な起炎菌であるポルフィロモナス 
ジンジバーリス（Porphyomonas gingivalis）がアル

ギニンをシトルリンに変換する酵素であるPADI
（peptidyl arginine deiminase）を 有 す るた め に，
口腔内のシトルリン化蛋白が増加しACPAが産生
されることが考えられる 4）．歯周病の治療により，
RA疾患活動性は低下することがある．このため，
歯周病も，RA発症の要因と推定されている．

以上のことから，人間ドック健診における問診
でRAを疑う場合，喫煙習慣，歯周病の有無を質
問することが必要である．

関節リウマチの関節症状
RAの初発症状は，朝の手のこわばり（morning 

stiffness），四肢の関節痛である 2,7）．
30分間以上持続する朝の手のこわばりは関節

炎の存在を示唆するが，RAに特有ではなく他の
リウマチ性疾患でも認められる．

関節腫脹を伴う関節痛（自発痛，運動痛，圧
痛）がRAの診断には重要である．RAの関節炎
は，手指あるいは足趾に左右対称性に生じる
ことが多い．関節腫脹は，関節を構成する滑膜
領域に沿い紡錘状に生じる．RAにおける関節
炎の部位として，手指における中手指節関節

（metacarpophalangeal joint：MCP関節），近位指
節間関節（proximal interphalangeal joint：PIP関
節），第2足趾から第5足趾における中足趾節関節

（metatarsophalangeal joint：MTP関節），母指に
おける指節間関節（interphalangeal joint：IP関節），
手関節といった小関節に多い 21,22）．また，遠位指
節間関節（distal interphalangeal joint：DIP関節）
には，滑膜組織が乏しいためRAの関節炎は生じ
なく，変形性関節症で，骨性隆起により生じるへ
バーデン結節（Heberden node）と明らかに鑑別さ
れる（図2）2）．

なお，治療に抵抗性で，関節炎が持続する場
合，関節を構成する軟骨，骨，腱など関節周囲軟
部組織が傷害される結果，関節の変形，これに伴
う機能障害が生じる 4）．また，RAの関節外症状
としてリウマトイド結節が認められる．リウマト
イド結節は，テーブルなどとの摩擦で生じやすい
肘の伸側前腕部分に生じやすいが，発症1年以内
のRAで認められることは稀である 2）．
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RAの関節外症状として，肺病変があげられる 2）．
薬剤の有害事象による間質性肺炎を鑑別する必要
があるが，RAに伴う間質性肺炎は約20%に認め
られることが報告されている 23）．特に，この病変
は，喫煙習慣があるRF陽性の男性にみられる．

関節リウマチにおける臨床検査
炎症反応

RAでは，関節炎といった炎症の程度を調べる
臨床検査として炎症反応が重要である．炎症反応
には，CRPと赤沈（赤血球沈降速度）（erythrocyte 
sedimentation rate：ESR）が 含 ま れ る．CRPは，
人間ドック健診における基本検査項目に採用され
ている 24）．

CRPは急性期蛋白（acute phase protein）の一種
類であり，組織障害あるいは病原体の侵入によ
り活性化されたマクロファージから分泌される
TNF，IL-6といった炎症性サイトカインの刺激に
より肝臓で産生される 25）．CRPの半減期は約6時

間であり，炎症の程度を鋭敏に反映する．このほ
か，CRPは，慢性炎症の病態から，動脈硬化，悪
性腫瘍でも上昇することが指摘されている 25-27）．

赤沈は炎症反応のスクリーニング検査で用いら
れる 28）．赤沈の亢進には，炎症によるフィブリノー
ゲンおよびγ-グロブリン分画の増加以外貧血，ア
ルブミン分画の低下も関与する．このため，赤沈
は，RAなど炎症性疾患以外，多発性骨髄腫，ネ
フローゼ症候群などでも上昇するので，非特異的
反応として把握される．
免疫学的検査

前述したように，RAの病態として自己免疫現
象がある．活性化したB細胞が，自己抗体として，
RF，ACPA（抗CCP抗体）を産生する．RFとACPA
の臨床的意義が明らかにされている（表1）10-13）．

RFは，変性した IgGのFc部分に対する IgM型
自己抗体である 11,29,30）．RFは，RAの約80%に検
出されるが，発症1.5年以内の早期RAにおける
陽性率は59%にすぎない 2）．また，RFは全身性

図2 発症早期の関節リウマチにおける近位指節間関節の腫脹（左）と変形性関節症における遠位指節間
関節のヘバーデン（Heberden）結節（右）　（文献2から引用）

表1　IgM型リウマトイド因子（RF）と抗シトルリン化ペプチド抗体（抗CCP抗体・ACPA）の頻度
疾患 RF ACPA

関節リウマチ 69～80% 76%
　発症後1.5年間以内 59% 62%
　発症後1.5年間以上 76～80% 87%
他のリウマチ性疾患（膠原病） 23% 5～8%
慢性炎症性疾患 24% 2%
他のリウマチ性疾患（膠原病）には，全身性エリテマトーデス，全身性強皮症，シェーグレン症候群が含まれる．
慢性炎症性疾患には，慢性肝疾患，慢性呼吸器疾患，悪性腫瘍が含まれる．（文献2から引用）
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エリテマトーデス，全身性強皮症，シェーグレン
症候群などの膠原病，慢性肝疾患，慢性呼吸器
疾患，悪性腫瘍でも陽性になり，家族歴にRAな
どを有する健常人にも5%以下の頻度で見出され
る．IgM型RFは，発症1.5年以内の早期RAに対
する感度は56%，特異度は89%とされるが，発
症1.5年以上のRAでは，感度が66%，特異度が
78%となる．

IgG型RFは，RAの約30%に認められる 10,31）．
IgG型RF陽性RAの臨床特徴として，リウマトイ
ド結節，血管炎の合併が指摘されている．

ACPA（抗CCP抗体）の発見は，頬粘膜細胞の
核周囲における細胞質顆粒に対する抗体（anti-
perinuclear antibody）に始まり，1993年，フィ
ラグリンに対する抗体（anti-filaggrin antibody）と
して同定され，臨床的にRAに疾患特異性が高い
ことが報告された 32）．その後，本抗体は，PADI
という酵素によりアルギニンがシトルリンに変
換され，人工的に環状構造となったシトルリン
化ペプチドに対する抗体として酵素免疫測定法

（enzyme-linked immunoassay：ELISA）で検出さ
れるようになった 12,13,31）．このため，本抗体は，
当初，抗CCP抗体と呼ばれたが，現在は，ACPA
と総称される．

ACPA陽性率はRAで76%である 2）．ACPAの
RAに対する感度は75～80%，特異度は97%と特
異性に優れている．特に，ACPAは，発症1.5年
以内の早期RAで62%に検出される．なお，他疾
患における陽性率は，乾癬性関節炎で8.6%，全
身性エリテマトーデスで8.4%，シェーグレン症
候群で5.7%にとどまる 4）．

ACPAの臨床的意義として，RA発症前から血
清中に検出されること，RAの重症度として骨関
節破壊の予測因子として有用であることが示され
ている 31,33-36）．すなわち，診断が確定しない分類
不能関節炎において，その後の経過でRAと確定
診断される頻度は，RF陽性例で52%であるが，
ACPA陽性例では77%になる 31）．人間ドック健診
の二次検査として，ACPAがRAの診断に有用で
ある 37）．また，ACPA高値陽性例では，RA疾患
活動性が高く，骨関節破壊が進行しやすいことが

指摘されている 38）．

関節リウマチの診断
RAの診断には，現在，2010年に提唱されたアメリ

カリウマチ学会（American College of Rheumatology：
ACR）とヨーロッパリウマチ学会（European League 
against Rheumatism：EULAR）の分類基準が用い
られる 21,22）．分類基準のため，最終的には，リウ
マチ専門医による他疾患の鑑別がRA診断確定の
ために必要である 4）．

従来，RAの分類，さらに診断のために，1987年，
アメリカリウマチ 協 会（American Rheumatism 
Association）が提唱した改訂RA診断基準が用いら
れた（表2）39）．しかし，この改訂RA診断基準は，
罹病期間が7.7±8.6年間と長期間のRAを対象に
作成された．このため，記載された7項目のなかで，
少なくとも1時間以上持続する朝のこわばりはRA
に特異的でないほか，発症早期のRAには認めら
れない皮下結節（リウマトイド結節），単純X線検
査における手指・手関節の骨びらんなどの異常所
見が採用された．1987年改訂RA診断基準は，発
症10年後以降のRA診断には有用であるが，発症
6ヵ月，あるいは1年のRAに対する感度は，各々
50%，80%に過ぎないことが指摘された 40）．近年，
RAにおける骨関節破壊は徐々に生じるのではな
く，発症2～3年間で急速に進行することが明らか
にされた（図3）41,42）．このため，RA治療の目標は，
単に関節炎の炎症を抑え自覚症状を軽減すること
ではなく，骨関節の構造を正常に維持し，その機
能低下を予防することにより，生活の質（quality of 
life：QOL）を高めることに置かれた 8,9,43-48）．この

表2 1987年アメリカリウマチ協会による改訂関節リウマチ
診断基準

1．少なくとも1時間以上続く朝のこわばり

2．3部位以上の関節腫脹

3．手指のPIP関節あるいはMCP関節あるいは手関節の腫脹

4．対称性関節腫脹

5．単純X線における手指・手関節における骨びらんなど異常所見

6．皮下結節（リウマトイド結節）

7．血清リウマトイド因子陽性

1から4の項目は，少なくとも6週間以上持続していなければならない．
上記の7項目のなかで，4項目以上認める場合，関節リウマチと診断される．

（文献39から引用）
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治療の概念は，“T2T”（Treatment to target）として
まとめられた 49）．この目標を達成するために，従
来の合成疾患修飾抗リウマチ薬（synthetic disease-
modifying antirheumatic drugs：sDMARDs）に加
え，メトトレキサート（methotrexate：MTX），生

物学的製剤（biological agents）が使用されるように
なった 50）．

この結果，2010年，ACRとEULARが合同で新
しいRA分類基準を提唱するに至った（表3）21,22）．
この新しいACR・EULARのRA分類基準は，発

図3　関節リウマチ発症後の骨関節破壊の進行 （文献２から引用）

表3　2010 アメリカリウマチ学会（ACR）とヨーロッパリウマチ学会（EULAR）による新しい関節リウマチ分類基準
スコア（点数）

関節痛を自覚症状とする人間ドック健診の受診者において，
1） 1部位以上の関節腫脹を認める場合 
2） 鑑別診断で，関節リウマチが疑われる場合
以下に記載したAからDの項目におけるスコア（点数）の合計が6点以上の場合，
関節リウマチ（de� nite RA）に分類される

A．関節病変
1部位の大関節 0
2から10部位の大関節 1
1から3部位の小関節 2
4から10部位の小関節 3
（少なくとも1部位の小関節を含む）10部位以上の関節 5

B．免疫学的検査（血清学的検査）（関節リウマチ分類のために少なくとも1検査を含む）
RF，ACPAのいずれもが陰性 0
RFあるいはACPAのいずれかが低値（基準値上限の3倍未満の抗体価）陽性 2
RFあるいはACPAのいずれかが高値（基準値上限の3倍以上の抗体価）陽性 3

C．急性期蛋白（炎症反応） （関節リウマチ分類のために少なくとも1検査を含む）
CRPと赤沈がいずれも基準範囲内 0
CRP高値あるいは赤沈亢進 1

D．関節病変の持続期間
6週間未満 0
6週間以上 1

この分類基準は，発症早期の関節リウマチを分類することを目的としている．したがって，罹病期間が長く，典型的な骨
びらんを認める場合は関節リウマチに分類される．
鑑別診断は個々の受診者により異なり，最終的にはリウマチ専門による診断が必要である．
最初に，スコア（点数）が6点未満であっても，経過により6点を満足して関節リウマチに分類されることがある．
関節病変は，診察における関節の腫脹と痛み（自発痛，運動通，圧痛）であるが，画像検査でも確認される．
遠位指節間関節，第1指手根中手関節，第1趾中足指節関節は除外される．

“大関節”は，肩関節，肘関節，股関節，膝関節，足関節を指す．
“小関節”は，中手指節関節，近位指節間関節，第2足趾から第5足趾における中足趾節関節，母指における指節間関節，
手関節を含む．
関節病変には，少なくとも1部位の小関節が含まれなければならない．

（文献21，22から引用）
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症早期（1年間）の関節炎患者からRAを抽出し，
先に述べた“T2T”の概念で適切に治療を行うこと
を目的としている．

最初に，関節痛を主訴とする受診者に図4のご
とく診断を進める．この場合，関節痛がある部位
に関節腫脹を伴うことが必須である．次に，表3
に示すように，関節病変の部位と数，血清学的検
査（RFとACPA），急性期反応物質（CRPと血沈），
活動生活膜炎の持続期間により，スコアリングす
る．スコアリングで6点以上の場合，RA（defi nite 
RA）として分類される（図4）．最終的に，リウマ
チ専門医により，表4に示す他疾患との鑑別診断
が行なわれた後，RAと診断される 7,51）．

活動性滑膜炎を示唆する関節腫脹は診察所見と
して記載されるが，近年，関節超音波検査 52-54），
関節MRI検査 55,56）が，活動性関節炎の検出に優
れていることが明らかにされた．人間ドック健診

における二次検査としても，RAを診断するため
に，手指の小関節（MCP関節，PIP関節）に対する
関節超音波検査が有用であった 57）．

　鑑別診断で最初にあげられる疾患は，変形
性 関 節 症（osteoarthritis：OA）である 58）．OAで
は，主に加齢が原因となり，関節軟骨の摩耗・消
失，骨棘の形成を特徴とする 59）．OAは，膝関節，
手指の関節，股関節などに生じ，運動機能の低
下によりロコモティブシンドローム（locomotive 
syndrome：通称，ロコモ）の要因となる．膝関節
OAの有病率は，40歳以上の日本人において，男
性で42.6%，女性で62.4%と推定されている．

線維筋痛症（fi bromyalgia：FM）は，中年以降の
女性に好発する 60,61）．FMの特徴は，体軸を含む
身体の広範囲で3ヵ月間以上持続する痛みで，解
剖学的に腱付着部に圧痛点が認められることで
ある．RAに合併したFMも経験されるが，通常，
血液検査では，CRP高値，赤沈亢進といった炎症
所見はみられなく，RF，ACPA，抗核抗体も陰性
である．

更年期障害に伴う関節病変が，近年，注目され
ている 4）．この場合，自覚症状として関節痛，こ
わばりはみられるが，関節腫脹は認められない．
また，血液検査では，CRP高値，赤沈亢進といっ
た炎症所見はみられなく，RF，ACPA，抗核抗体
も陰性である．

日本における高齢人口の増加に伴い，従来に
比べ，60歳以上で発症した高齢発症のRA，す
な わ ちEORAが 注 目 さ れ て き た 5,6）．EORAで

表4　関節リウマチにおける鑑別診断
（1）人間ドック健診

1）変形性関節症
2）リウマチ性多発筋痛症
3）RS3PE症候群
4）線維筋痛症
5）更年期障害に伴う関節症状
6）ほかのリウマチ性疾患（膠原病）:全身性エリテマトーデス，全身性強皮症，シェーグレン症候群，ベーチェット病など

（2） 外来診療
1）ウイルス感染症：パルボB19感染症
　　　　　　　　　 HIV感染症，B型肝炎ウイルス感染症，C型肝炎ウイルス感染症
2）乾癬性関節炎
3）ほかのリウマチ性疾患（膠原病）:乾癬性関節炎，成人スチル病，血管炎など血清反応陰性脊椎関節炎　　
4）全身性疾患に伴う関節病変：サルコイドーシス，アミロイドーシス，悪性腫瘍

図4 2010アメリカリウマチ学会（ACR）とヨーロッパリウマ
チ学会（EULAR）による新しい関節リウマチ分類基準に
よる診断の流れ
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は，若年発症のRAに比べ，性差では，男女比
が同等あるいは男性に多いこと，初発症状とし
て，急激に発症し，関節痛に加えて，発熱，倦
怠感など全身症状を伴いやすいこと，関節痛を
きたす活動性滑膜炎の部位として，小関節に比
べ肩関節，膝関節といった大関節にもみられるこ
と，血清学的検査としてRF陽性率は約33%と低
いことが指摘されている．EORAの鑑別診断とし
て，末梢関節病変を伴うリウマチ性多発筋痛症

（polymyalgia rheumatica：PMR），RS3PE（remitting 
seronegative symmetrical synovitis with pitting 
edema）症候群があげられる．

PMRでは，通常，50歳以上で発症し，その平
均発症年齢は70歳から75歳と高齢である 62）．男
女比は1：2～3と女性に多い．肩関節・股関節お
よびその周囲における持続する疼痛と朝のこわば
りが主症状であり，血液検査でCRP高値，赤沈
亢進が認められる．なお，PMRの約20%に巨細
胞性動脈炎（giant cell arteritis：GCA）を合併する
が，副腎皮質ステロイド剤が有効である．

RS3PE症候群では，通常，50歳以上の高齢者
に発症するが，有病率はPMRの約1/3と推定さ
れている 63）．男女比は1～2：1と男性にやや多い．
比較的急激に症状は1～2日で完成する．関節痛
は対称性で，手指のMCP関節，PIP関節，手関節，
膝関節，足関節にみられる．圧痕性浮腫は，屈筋
腱・伸筋腱の腱鞘滑膜炎により生じるため，両側
上下肢，特に，手背から前腕，足背から下腿にか
けて認められる．血液検査で，CRP高値，赤沈亢
進を呈するが，通常，RF，ACPAに加えて抗核抗
体も陰性である．

人間ドック健診において，治療を受け疾患
活動性が寛解に至った関節リウマチの診療

従来，血管炎の合併による臓器障害，あるいは
アミロイドーシスによる腎不全がRAの死因とし
て多かった 3,64）．しかし，2000年代以降，RAの
治療方法としてMTXが主流となったこと，さら
に，生物学的製剤として分類される薬剤として，
炎症性サイトカインであるTNF-αあるいは IL-6
受容体をターゲットにした抗体製剤，T細胞の補

助シグナル分子であるCD28の活性化を抑制する
CTLA（cytotoxic T-lymphocyte antigen）-4とIgG-
Fc部分の融合蛋白製剤が開発され，我が国でも
認可された 50）．これにより，“T2T”の概念に基づ
いた治療が行われ，RAの予後は改善されてきた．
現在では，RAの死因として感染症，間質性肺炎，
悪性腫瘍が多い 3,64）．

また，薬剤の有害事象についても検討しなけれ
ばならない．内服であるMTXの有害事象として，
肝機能障害，白血球（特に，好中球）減少，間質性
肺炎に注意すべきである 50）．皮下注射あるいは点
滴静注で投与される生物学的製剤に共通した有害
事象として，感染症，特に肺結核などがあげられ
る 50,65,66）．特に，IL-6受容体抗体であるトシリズ
マブの投与を受けているRAでは，その薬剤の作
用機序により，感染症を生じてもCRPが増加しな
い．この場合，白血球数の増加が感染症を示唆す
る検査所見となる．

MTX，生物学的製剤によりRAの予後は改善さ
れた結果，RAにおける全身の炎症が動脈硬化に関
連することが報告された 67,68）．性・年齢を補正し
て検討すると，心血管病変に対するhazard ratioは，
RAで1.94と一般人口に比べ高くなり，Ⅱ型糖尿
病と同様であった 69）．また，RAでは，血清レプチ
ン濃度が増加することが，インスリン抵抗性，冠
動脈石灰化に関連することが指摘された 70）．

RAは，二次性骨粗鬆症の原因疾患であり，骨
粗鬆症の程度により治療介入を説明し，骨折を予
防することも必要である 71）．

以上のことから，治療により寛解となったRA
を人間ドック健診で診療する場合，通常の診療と
同様に，動脈硬化進行の危険因子，悪性腫瘍の早
期発見ならびに早期治療介入のアレンジをするこ
とが重要である．

おわりに
人間ドック健診では，症状として関節痛を有す

る受診者から，RAを他疾患と鑑別することが重
要である．RAにおける骨関節破壊は発症後数年
以内に急激に進行する．“T2T”の概念が確立され，
RA治療方法が進歩していることから，二次検査
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として，血清学的特徴であるACPAの測定を行い，
リウマチ専門医に早期に治療介入のため紹介する
ことが必要である 72）．

また，治療方法の進歩により寛解となったRA
を人間ドック健診で診療する場合，薬剤の有害事
象，予後の改善に伴う動脈硬化危険因子，悪性腫
瘍，骨粗鬆症についても留意すべきである．

今後，RAの日常診療では，新しい生物学的製
剤の開発により，さらなるRA長期予後の改善が
期待されている．
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Rheumatoid Arthritis and Related Diseases in Ningen Dock

Junichi Kaburaki

Shinjuku Medical Plaza

Abstract
  Progress in the treatment of rheumatoid arthritis (RA) has changed the concept of man-
agement goals for the disease. In this situation, it is important to accurately diagnose RA 
in persons with arthralgia in Ningen Dock. The 2010 RA classification criteria proposed 
by the American College of Rheumatology (ACR) and European League against Rheu-
matism (EULAR) are used for this purpose. In accordance with the recommendation in 
the criteria, citrullinated peptide antibody (ACPA) is measured for secondary testing in 
Ningen Dock. In addition, we should keep in mind adverse reactions of methotrexate or 
biological agents, risk factors for cerebrovascular diseases, malignancy and osteoporosis 
when patients with RA in remission visit Ningen Dock.

Keywords: arthritis, anti-citrullinated peptide antibody, ACPA
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食生活アンケートの客観的な作成および 
職域調査における評価と内臓脂肪蓄積との関連

柳沢佳子 1）　片嶋充弘 1）　坂根直樹 2）　土肥誠太郎 3）　桂木能久 1）

要　約
目的：我々は，内臓脂肪面積をX線被爆なしに簡便かつCTとの相関性高く測定できる内臓脂肪計
を開発し，保健指導に活用してきた．今回，内臓脂肪蓄積に関する要因の検討のために食生活アン
ケートを作成し，それを用いて実地調査を行い，内臓脂肪面積とアンケートの関連を解析した．
方法：公開情報から肥満に関する食生活，生活活動，心理特性など326個の文章を収集し，質問文
に書き直して男女2,199名を対象にインターネット調査を実施した．探索的因子分析でアンケート
項目を選択し，信頼性を検討して因子構造を決定した．このアンケートを用いて国内企業労働者
11,712名を対象に実地調査を行うとともに内臓脂肪面積を測定した．インターネット調査結果と
実地調査結果の因子別回答を比較し，内臓脂肪蓄積とアンケートの関連をカテゴリカル回帰分析で
検討した．
結果：質問文326個によるインターネット調査から35項目のアンケートを作成した．因子解析で
食欲，健康志向，食事時間，食事制限，運動の5因子が抽出された．インターネット調査と実地調
査の回答傾向は同じだった．平均内臓脂肪面積は72.1 ± 38.0cm2 で，5因子モデルと内臓脂肪蓄積
の関連は有意で（p＜0.001），最も関連が高かった食事制限因子の係数βは負だった．
結論：インターネット調査から作成したアンケートは実地調査で使用可能と思われた．内臓脂肪蓄
積との関連から食事制限に関する教育が必要と思われた．

キーワード 内臓脂肪，アンケート，食教育

緒　言
生活習慣病の予防は喫緊の健康課題である．

我々は生活習慣病に共通する背景因子である内臓
脂肪蓄積をX線被爆なしに簡便かつ正確に測定す
る装置を開発し，保健指導に活用してきた 1）．内
臓脂肪蓄積の発端に肥満があるとされており 2），
肥満には食事の内容や食行動，運動習慣や日常
生活活動，個人の性格傾向などが影響すると報
告されている 3）．海外ではこのような肥満の背景
を包括的に把握し，生活習慣是正に活用できる
食行動質問票が開発され，臨床に使用されてき
た 4）．1985年には‘Cognitive restraint of eating’，

‘disinhibition’および‘hunger’の3因子構造をとる
51項目から成る質問票が開発された 5）．この質問
票は現在まで継続して使用され，2000年の肥満
男女4,377名を対象とした研究では心理特性や食
行動に関する尺度の因子構造が変化していること

が報告されている 6）．
本邦で肥満者の特徴を把握するために頻用さ

れている質問票は，肥満患者がよく口にする言葉
や感想として述べられた表現を集めて作成された
ものである 7）．また，性格特性と肥満との関係は
メタボリックシンドローム予防・改善クリニック
参加者男女102名について性格特性用語を用い
たBig Five尺度で心理的背景を調査した研究があ
り 8），食生活と肥満の関連では，人間ドック受診
者281名を対象に腹部脂肪蓄積と性格特性の関連
を佐々木らのBDHQ（Brief-type self-administered 
diet history questionnaire）問診を用いて検討した
報告がある 9）．我々も，内臓脂肪蓄積に着目した
職域保健指導に肥満治療の経験に基づいた質問項
目を使用して減量効果を確認した 10）が，それぞ
れの研究で尺度が共通でなかったことから，結果
をメタアナリシスのような方法で統合して検討す

1）花王株式会社ヘルスケア食品研究所 
2）国立病院機構京都医療センター  予防医学研究室 
3）三井化学株式会社  本社健康管理室

連絡先：〒 131-8501 東京都墨田区文花 2-1-3 
Tel：03-5630-7456　Fax：03-5630-9436
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ることが難しかった．
一方，近年の情報工学の進歩により，インター

ネットを活用して，大量の情報を，取扱いが容易
なデジタルデータとして収集することが可能と
なった．そこで我々はインターネット調査の結果
を元データとして食生活アンケートを作成し，実
際の調査で使用可能か検討することとした．

対象者
インターネット調査

男女比1：1，20歳代から60歳代までの各年代，
男女200名ずつ，目標数2,000名とした．学歴，
世帯年収，職業，居住地は制限しなかった．
職域実地調査

国内に複数の拠点を有する企業15社，41事業
場に勤務する労働者，合計11,712名を対象とした．

方　法
食生活に限定せず生活活動や心理的特性などい

わゆるダイエットに関する幅広い情報を総合的に
収集して質問文を作成し，全国規模のインター
ネット調査を行った．その回答データから，統計
的手法に則ってアンケートを作成し，これを用い
て職域で実地調査を行って回答を比較した．また，
職域調査で内臓脂肪面積を実測し，作成したアン
ケートと内臓脂肪蓄積が関連するかをカテゴリカ
ル回帰分析で検討した．
質問文の作成

先行文献，インターネット上の減量プログラム
サイトへの投稿，ダイエットプログラムなどから
ダイエットに関連する文章 5-7,11-13）を収集したう
えで，これらの内容を吟味して，326個の項目を
抽出し，表現や文章に統一感がでるように新たに
質問文を作成した．
インターネット調査によるアンケート作成用
データの収集

アンケート作成用のデータは，楽天リサーチ株
式会社に実査を委託して収集したインターネット
調査の回答を使用した．インターネット調査のモ
ニターはデータ利用に同意のもと登録していた．

順序効果を排除する目的で設問はランダム画面

表示させた．また，データの精度を確保する目的
で逆転項目と反復項目を複数設けてデータクリー
ニングし，すべての質問に同じ回答をした場合も
データから削除した．

回答期間は就労者・非就労者の両方のデータが
収集できるよう休日を含む11日間とした．

回答は1：あてはまる，2：ややあてはまる，3：
どちらともいえない，4：あまりあてはまらない，
5：あてはまらない，0：意味が分からない，の6
択とした．翻訳や書き換えなどの加工を施して質
問文を作成したため，「意味が分からない」という
選択肢を設けたが解析からは除外した．
アンケートを用いた実地調査

作成したアンケートを職域調査で使用した．本
試験は独立行政法人国立病院機構京都医療セン
ター予防医学研究室との共同研究として，ヘルシ
ンキ宣言にのっとり，京都医療センターのヒト臨
床試験倫理委員会の承認を得て行った（2011年6
月20日，承認番号11-27）．

内臓脂肪面積測定は各社の産業医療職が担当
し，内臓 脂 肪計EW-FA90（医療 機 器 承 認 番 号
22500BZX00522000：パナソニック，大阪）を使
用した．
統計解析

インターネット調査の回答を探索的に因子分析
（最尤法）し，因子負荷量に基づいてアンケートの
項目を選択した．信頼性はクロンバッハのα値を
求めて検証した．選択された項目で因子分析（最
尤法）を実施し，固有値に基づいて因子数を決定
した．内臓脂肪蓄積とアンケートの関連は，内臓
脂肪面積値が正規分布を示さなかったことからカ
テゴリカル回帰分析を用いた．内臓脂肪面積値
を従属変数とし，因子との関連は因子得点を説明
変数にし，質問項目との関連は質問に対する回答
を説明変数とした．統計解析はSPSS Ver.19 for 
Windows（日本アイ・ビー・エム，東京）を使用した．

結　果
インターネット調査の回答者

回答数は合計2,500件で，データクリーニング
後の有効回答数は2,199件であった．対象者の平
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均年収は597.5万円で，平成25年度国民生活基
礎調査の全世帯平均537.2万円と比較すると60
万円ほど高かった．300万円未満の低所得者層も，
1,200万円以上の高所得者層の割合も少なかっ
た．職業で最も多かったのは会社員（21.1%）で，
それ以外の職業は公務員・非営利団体職員，学生，
派遣・契約社員，会社役員・経営者他で割合はい
ずれも5%以下だった．

居住地は東京都15.0%，神奈川県8.9%，大阪
府8.5%，愛知県6.5%，埼玉県6.3%，兵庫県5.4%
と大都市圏の割合が高かった．これ以外の県から
の回答はいずれも5%以下だったが，47都道府県
のすべてから回答を得た．
質問項目の選出

合計326個の質問文に対するインターネット調
査2,199件の回答を食行動，生活行動，健康意識・

心理・性格に分けて探索的に因子解析（最尤法，
斜交回転）した．

食行動，生活行動，健康意識・心理・性格の適
合度の有意確率はすべて0.001未満であった．因
子負荷量の絶対値（0.500以上）を基準に各因子の
上位項目を質問内容が重複しないように選択し
た．項目数は合計で35項目となった．
因子構造の確認

選出された35項目について因子分析（最尤法，
斜交回転）し，因子構造を確認した．0.5より大
きい時に因子分析をすることに意味があるとさ
れるKMO（Kaiser-Meyer-Olkin）の標本妥当性は
0.822，有意確率はp＜0.001であった．クロンバッ
ハのα値は0.757と通常一貫性があるとみなされ
る0.8よりもやや低かった．

次に，固有値1.0以上を条件として因子分析

表1-1　35項目の因子パターン

項　目
因子1 因子2 因子3 因子4 因子5
食欲 健康志向 食事時間 食事制限 運動

因子1

果物やお菓子が置いてあるとついつい手が出てしまう 0.728 -0.008 -0.047 -0.124 -0.013
周りで誰かが何か食べていると一緒に食べてしまう 0.668 0.024 -0.014 0.074 -0.054
空腹でなくても美味しそうな匂いがするとつい食べてしまう 0.650 0.052 0.029 0.049 -0.038
食べ物をもらうともったいないので食べてしまう 0.605 0.049 -0.097 -0.137 -0.026
甘いものに目がない 0.547 -0.011 -0.030 -0.018 0.002
ゆううつな気分のときは食べ過ぎる 0.445 0.062 0.069 0.109 0.000
食料品は必要量よりも多めに買っておかないと気がすまない 0.423 0.170 0.066 -0.097 0.056
ハンバーガー・ドーナツ・ポテトチップが好きだ 0.354 -0.214 0.043 0.020 0.046
一日中おなかがすいているような気がする 0.335 0.054 0.196 0.075 -0.040
人より食べるのが速いと思う 0.292 -0.056 -0.015 0.109 -0.078
食べなければ元気が出ないと思う 0.291 0.088 -0.122 -0.028 0.047
ほとんど噛まない 0.260 -0.208 0.119 0.131 -0.035
緊張しやすい 0.196 -0.193 -0.172 0.104 0.164

因子2

食物繊維が多い食品を積極的に選んでいる 0.066 0.738 0.019 0.092 0.064
緑黄色野菜を積極的に食べている 0.050 0.736 -0.044 0.001 0.044
動物性脂肪を控え植物性脂肪や魚の脂肪をとるようにしている -0.055 0.605 0.025 0.134 0.071
積極的だ 0.086 0.447 0.069 -0.089 -0.153
協力的だ 0.138 0.434 -0.084 -0.115 0.033
肉より魚が好きだ -0.080 0.296 0.050 0.057 0.042
怠けものだ 0.143 -0.288 0.077 0.055 0.221
洞察力がある 0.012 0.268 0.048 0.039 -0.031

因子3

夜食を食べる 0.015 0.083 0.902 -0.027 -0.036
夕食後に夜食をよく食べる 0.088 0.090 0.784 -0.001 -0.007
寝る2時間以上前に夕食をすませている 0.158 0.146 -0.464 0.077 0.065
食事の時間がでたらめだ 0.057 -0.132 0.429 0.004 0.036
仕事で夕食が遅くなることが多い -0.073 0.076 0.370 -0.019 0.048
朝が弱い夜型人間だ -0.002 -0.087 0.294 0.029 0.168

因子4

太らないように意識的に食事量を控えている -0.100 0.057 -0.057 0.737 -0.034
食べすぎに対する罪悪感があって食べる量を減らしている 0.032 -0.064 0.014 0.644 -0.062
低カロリーの食品を買うようにしている -0.016 0.205 0.012 0.629 0.016
自分は人よりも太りやすい体質だと思う 0.289 -0.071 -0.071 0.416 0.071

因子5

運動はあまりしない -0.058 0.027 0.044 -0.098 0.797
食べすぎというよりも運動不足だと思う -0.057 0.082 -0.001 0.028 0.735
エレベーターやエスカレーターがあったら使う 0.190 -0.053 0.035 -0.152 0.230
歩きも自転車も好きではない 0.015 -0.145 0.198 0.090 0.213

表1-2　因子分析の妥当性と信頼性分析
Kaiser-Meyer-Olkinの標本妥当性 0.822
Bartlettの球面性検定の有意確率 <0.001
クロンバッハのα値 0.757
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（最尤法，斜交回転）して因子構造を確認した．5
因子構造となった．5因子のパターン行列を表1
に示す．第1因子は過食傾向を示す，先行研究
の「Hunger」に相当する尺度で構成されており「食
欲」とした．自らを緊張しやすいと評価する性格尺
度も第1因子に含まれていた．第2因子は健康の
ため食事に留意する生活態度を示す尺度の寄与度
が高く「健康志向」とした．自ら積極的で協力的で
あるが怠け者である（寄与度の絶対値が負である
ことから“怠け者だ”という質問文に“1：あてはま
る”“2：ややあてはまる”と答えている回答者で内
臓脂肪値が高い）と評価する心理尺度がこの因子
に含まれていた．第3因子は食事時間の不規則さ
を示す尺度で構成されており「食事時間」とした．
第4因子は「太らないように意識的に食事量を控え
ている」など食への制限を自らに課していること
を示しており，先行研究の「Restraint of eating」に
相当する尺度で「食事制限」とした．第5因子は肥
満に関与する食事以外の重要な要因である運動不
足を示唆する尺度で構成され「運動」とした．
アンケートの検証

次に，このアンケートを用いて国内主要都市在
住の企業労働者を対象に職域実地調査を行い，因
子ごとの回答分布をインターネット調査と比較し
た．また，実地調査で測定した内臓脂蓄積とアン
ケートの関連を検討した．二つの調査の対象者全
体を年代，性，調査別にまとめて内訳を表2に示
した．
職域実地調査

実地調査は京都医療センターとの共同研究とし

て，国内に複数の事業場を有する企業15社，合
計41事業場で実施した．職域調査の対象者は合
計11,712名で，各企業の産業医療職の協力を得
て行った．

内臓脂肪面積は各企業の産業医療職が測定し
た．測定結果を表3に示す．20歳以下（12名）の
値は平均値に対する標準偏差が大きくこの世代を
代表するとは考えにくかった．20歳代から60歳
代は年代が上昇するとともに内臓脂肪面積平均値
も増加していた．
調査間の回答の比較

インターネット調査2,199件，企業労働者調査
11,712件の回答と両者を合わせた全体回答につ
いて因子別に回答平均値を算出し，図1のダイヤ
グラムに示した．

二つの調査および全体の回答平均値の分布は非
常によく似ており，差は認められなかった．

インターネット調査は年代間の差が解析に反映
しないように性別，年代別にほぼ同数（各世代男
女それぞれ200名）になるように設定したが，実
地調査では就業年齢の人口分布を反映して40歳
代が3,950名と最も多く，次いで30歳代が2,951
名，50歳代が2,397名と年代間で人数に差があっ
た．しかし，因子ごとの回答平均値はインターネッ
ト調査と実地調査でほとんど差がなかった．
内臓脂肪蓄積とアンケート回答の関連

内臓脂肪面積値が正規分布していなかったこ
とから，アンケート回答との関連解析にはカテゴ
リカル回帰分析を使用した．5因子モデルによる
内臓脂肪蓄積推定の回帰式はp＜0.001と有意で

表2　対象者の内訳
背景 区分 割合

年代

20歳未満 0.1%
20 – 29歳 17.9%
30 – 39歳 24.4%
40 – 49歳 31.5%
50 – 59歳 20.4%
60 – 69歳 5.6%
70歳以上 <0.1%

性別 男性 69.6%

調査
企業労働者 84.2%
インターネット 15.8%

表3　企業労働者調査における内臓脂肪測定値
年代 人数 平均± SD

20歳未満 12 83.2 ± 79.8
20 – 29 歳 2059 48.3 ± 31.0
30 – 39 歳 2951 62.6 ± 34.3
40 – 49 歳 3950 78.5 ± 37.4
50 – 59 歳 2397 90.1 ± 39.7
60 – 69 歳 337 96.9 ± 37.1
70歳以上 6 96.4 ± 35.5
全体 11712 72.1 ± 38.0
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あった．結果を表4に示す．因子4の食事制限の
標準化係数βは–0.232で絶対値は最も大きかっ
た．しかし，符号が負であることから因子4「食事
制限」をどのように捉えているか疑問に思われた．

そこで因子4を構成する項目と内臓脂肪蓄積の
関連をカテゴリカル回帰分析で検討した．有意な
関連を示したのは“太らないように意識的に食事
量を控えている”と“自分は人よりも太りやすい体
質だと思う”の二つで，標準化係数βは各々0.081
と–0.321だった．結果は表5に示した．

考　察
今回，国内外からダイエットに関連した情報を

収集して質問文を作成し，インターネット調査で
収集した回答データから一般的統計手法に従って
5因子35項目のアンケートを作成した．35項目
の内訳は，本邦の55項目を参考にした質問文 7），
Stunkardらが1985年に開発した質問票Three-
Factor Eating Questionnaire （TFEQ）5）の和訳文，
TFEQを2000年に改編したR18の和訳文 6），海
外の減量プログラムサイトの投稿の和訳文と，
様々なリソースからの文章が混在していた．

先 行 研 究 の「Hunger」に 相 当 す る「 食 欲」や，

調査
因子1 因子2 因子3 因子4 因子5
食欲 健康志向 食事時間 食事制限 運動

インターネット調査 3.1 2.8 3.4 3.1 2.8
企業労働者調査 3.0 2.7 3.2 3.2 2.9
全体 3.0 2.8 3.3 3.2 2.9

図1　因子別回答平均値

表4　5因子の回答平均値と内臓脂肪の関連
項　目 標準化係数β F 有意確率

因子1　食欲 0.038 12.420 <0.001
因子2　健康意識 0.047 24.688 <0.001
因子3　食事時間 -0.022 2.479 0.034
因子4　食事制限 -0.232 577.670 <0.001
因子5　運動 -0.139 218.675 <0.001

5因子による内臓脂肪推定の回帰式の有意確率：p＜0.001（分散分析）

表5　因子4を構成する項目と内臓脂肪の関連
項　目 標準化係数β 有意確率

太らないように意識的に食事量を控えている 0.081 <0.001
自分は人よりも太りやすい体質だと思う -0.321 <0.001
食べすぎに対する罪悪感があって食べる量を減らしている 0.032 0.308
低カロリーの食品を買うようにしている -0.023 0.423
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「Restraint of eating」に相当する「食事制限」など，
時代や民族が異なっても類似の因子が抽出され，
興味深かった．一方，食事時間の乱れを特徴と
する第3因子「食事時間」は現代社会の象徴と思わ
れ，「食事時間」が「食事制限」よりも固有値が大き
かったことは時代の変化を反映するように思われ
た．第5因子の「運動」も現代社会に特徴的と思わ
れた．

次に，このアンケートを用いた職域実地調査と
インターネット調査の結果を比較したところ，二
つの異なる調査でも，回答はほぼ同じ平均点となっ
た．また5因子により内臓脂肪蓄積を推定する回
帰式は有意性を示した．この結果により，インター
ネット調査のデータから作成したアンケートが実
地調査でも使用可能であろうことが示唆された．

内臓脂肪蓄積と項目との関連では“自分が人よ
りも太りやすい”と自覚しているにも関わらず，

“太らないように意識的に食事量を控えられてい
ない”対象者で内臓脂肪が多いことが示された．
これらの項目は「因子4・食事制限」の一部であり，
食事の量や内容に関する適格な栄養教育が必要で
あろうことが示唆された．

しかし，本調査では個人の実際の生活時間や運
動量など周辺データを取り込んだ検討をしていな
い．体温や血圧，脈拍等，各種の非侵襲オートセ
ンシングも可能になってきている．肥満や生活習
慣病の是正に係る要因は数多いことから，それら
の要因を取り込むことも今後の課題であろう．本
調査の試行はあくまでその端緒であり，さらなる
検討が必要であろう．

また，今回は全体を一括して解析を進めている
が，年代，性別，肥満度などにより回答傾向が異
なるであろうことは容易に想像できる．今後さら
にデータを収集し，サブ解析に耐え得るデータ量
を構築することも必要であろうと思われた．

結　語
国内外のダイエット関連情報を収集して食生活

に関する質問文を作成し，インターネット調査の
回答データを使用して統計的手法に則って客観的
にアンケートを作成した．これを全国規模の職域

実地調査で使用したところ，インターネット調査
と実地調査で同じ回答分布を得た．また，内臓脂
肪面積値との有意な関連が示されたことから，イ
ンターネット調査のデータから作成されたアン
ケートの実使用の可能性が示唆された．
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Preparation of an Objective Diet and Lifestyle Questionnaire, 
Its Veri	cation in Workplace Research and Association of Responses with Visceral Adiposity
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Abstract
Objective: We developed an easy-to-use visceral fat meter, which measures visceral fat area 
precisely, and utilized it in health guidance. To examine factors contributing to visceral fat 
accumulation, we prepared a diet and lifestyle questionnaire, and conducted research in the 
workplace using it. We then performed analysis on relationships between questionnaire re-
sponses and visceral fat measurements.
Methods: Three hundred and twenty-six obesity-related sentences regarding diet, lifestyle 
and mental characteristics were collected from open access sources and rewritten in ques-
tion form. The 326 questions were then used in Internet research targeting 2,199 partici-
pants. Factor analysis was conducted to select search items, reliability was analyzed and fac-
tor structure determined. Workplace research was conducted using the questionnaire and 
visceral fat area was measured for 11,712 workers of domestic companies. Factor structures 
were compared between the Internet research and workplace research, and correlations 
between visceral fat measurements and questionnaire responses were analyzed by the cat-
egorical regression method. 
Results: Thirty-five items were selected from the 326 questions. The 5 factors of “Hunger”, 
“Health-oriented”, “Mealtime”, “Restrained eating”, and “Activity” were isolated. The factor 
structures of the Internet research and workplace research were very similar. The result for 
visceral fat area (mean ± SD) was 72.1 ± 38.0cm2. Regression of visceral fat measurements 
and 5 factors model revealed significance (p<0.001), The “Restrained-eating” factor had the 
strongest correlation and coefficient beta was negative.
Conclusion: The questionnaire prepared based on Internet research was considered to be 
useful in workplace research. Dietary education concerning restrained eating was consid-
ered to be beneficial to worker health.

Keywords: visceral fat, questionnaire, dietary education
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人間ドック受診者におけるeGFRおよび関連する因子の推移
照井佳子　日置敦巳　南 芳子　林  慎

要　約
目的：人間ドック受診者におけるeGFRとそれに関連する因子の変動を調べ，受診者に対する慢性
腎臓病（CKD）予防に活用する．
方法：人間ドック受診者を，事後指導を行っている人間ドックコース受診者（人間ドック受診者）と，
協会けんぽの「生活習慣病予防健診」受診者および労働安全衛生法に基づく健康診断受診者（協会・
健診受診者）の2群に分け，eGFRおよび関連する因子の変動を比較した．eGFRの変動に関与する
その他の因子についても男女別に分析を行った．eGFR＜60mL/分 /1.73m2 の者については，さら
にその動向と悪化因子について分析した．
結果：30歳代の人間ドックコース受診者では，eGFRが低い傾向にあった．肥満（BMI≧25kg/m2），
高血圧（SBP≧140mmHgまたはDBP≧90mmHg），FPG高値者（≧100mg/dL），喫煙者の割合は
人間ドックコース受診者で低い傾向がみられた．eGFRの変動と血清尿酸値の変動には弱い負の相
関が認められた．対象者では，尿糖または尿蛋白陽性や，高血圧，脂質異常症，高尿酸血症，腎疾
患治療歴は eGFRのさらなる悪化因子とはなっていないと考えた．
結論：eGFRは生活習慣の改善によって変動しにくいが，その危険因子であるBMI，喫煙などには
変動がみられ，これらは生活指導によって改善可能であり，こうした因子の数値をCKD対策の当
面の指標として健診の事後指導に生かしていくことが重要と考えた．

キーワード eGFR，慢性腎臓病（CKD），予防，健診受診者

はじめに
慢性腎臓病（CKD）は，末期腎不全および心血

管疾患のリスクファクターとして重要である．日
本においては，2005年のCKD患者の推計で成
人人口の12.9%と高い割合を示していた 1）ことか
ら，CKDについての国民への普及啓発が図られ
るようになっている 2）．当センターでは，「人間ドッ
クコース」に該当する受診者に対し，血清クレア
チニン値から算出したeGFR3）を結果報告書に提
示するとともに，希望者に対して結果説明および
生活指導の場でCKD予防を呼びかけてきた．

今回，今後の対応の参考とするため，これまで
の指導の効果の評価を試みた．当センターでは，

「人間ドックコース」受診者に対してはCKD予防
に関する働きかけを行ってきており，その他の
コースの受診者に対しては実施していない．そこ
で，最初に両群のeGFRと関連する因子の比較を
行った．CKDの予防は，心血管系疾患の予防と

共通する 4）ため，CKD予防にターゲットを絞っ
た効果の分析は困難であるが，事後対応の異なる
健診コース別に比較することで，事後対応の効果
について検討した．また，当センター受診者のな
かでのeGFRの推移とそれに関連する因子，受診
者の行動の変化について分析を行い，eGFRと関
連性の高い因子について分析した．

対　象
分析の対象は，2009年度および2014年度に血

清クレアチニン値の検査が行われている受診者
3,070名のうち，2009年度の受診時に30～69歳
であって，この間に腎代替療法を受けている2名
を除いた3,039名とした．このうち，2,472名が
検査項目の多い「人間ドックコース」の受診者であ
り，他に協会けんぽの「生活習慣病予防健診」受
診者が435名，労働安全衛生法に基づく健康診断
受診者が132名であった．人間ドックコース受診

まつなみ健康増進クリニック 人間ドック・健診センター 連絡先：〒 501-6061 岐阜県羽島郡笠松町泉町 10 
Tel：058-387-2128　Fax：058-387-8578
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者の構成は，健康保険組合73%，共済組合11%
および個人の意思による受診者14%である．人
間ドックコース受診者に対しては，結果報告書
にeGFRの項目を設けて事後対応を呼びかけてお
り，また，生活習慣病対策全般について，一部の
団体に所属する受診者すべてとその他の希望する
受診者に対して結果説明と生活指導を行ってい
る．一方，生活習慣病予防健診受診者および健康
診断受診者に対してはこれらを行ってきていな
い．そこで，受診区分を「人間ドック」と，それ以
外の「協会・健診」の二区分とした．同一の受診者
が同じ年度内に複数回受診していた場合には，情
報量の多い方の健診データを選択し，情報量が同
じ場合には年度内の早い時期のデータを用いた．

方　法
最初に，受診区分別にeGFRとそのリスクファ

クターとされる項目 4）について比較を行った．受
診区分別にみた年齢構成には，χ 2 検定で男女と
も有意な差が認められたため（表1），これをふま
えて受診区分間の比較を行うこととした．最初に，
治療中の疾患および腎疾患の既往歴・家族歴を
有する者の割合を，年齢階級で層別したMantel-
Haenszel検定により比較した．次に，eGFRは正
規分布を示さなかったため，2009年度と2014年
度のeGFR，および2009年度から2014年度にか

けてのeGFRの変化量（Δ eGFR）について，性別・
年齢階級別にMann-WhitneyのU検定を用いて
比較した．数値は中央値および範囲を示した．ま
た，eGFRが60mL/分 /1.73m2 未満の者の割合
を，受診区分および性別・年齢階級別にFisher 
の正確確率検定およびMantel-Haenszel検定によ
り比較した．eGFRと関連するとされるBMI，血
圧，FPG，喫煙状況 4）についても同様の比較を行っ
た．また，当センター受診者でのeGFRのリスク
ファクターについて評価するため，これまでの報
告 5,6）を踏まえ，Δ eGFRとBMI，除脂肪体重，脂
肪重量，血圧，血液検査データ（FPG，LDL-C，
HDL-C，TG，尿酸，Hb）との関連について相
関分析を行った．HbA1cは2009年度には測定
していなかったため，分析項目に含まれていな
い．さらに，2009年度の尿検査結果別，治療中
の疾患および腎疾患の既往歴・家族歴の有無別に
Kruskal-Wallisの検定またはMann-WhitneyのU
検定によりeGFRの推移を比較した．

次に，eGFRが2009年度に60mL/分 /1.73m2

未満であった者および2009年度にはeGFR≧
60mL/分 /1.73m2 で2014年度にeGFR＜60mL/
分 /1.73m2 となった者について，2009年度から
2015年度までの経年の推移を観察した．

研究に先立ち，研究方法および倫理的配慮に関
し，松波総合病院医療倫理委員会の承認を得た．

表1　受診区分別にみた対象者の特性

特性
男性 女性

人間ドック
受診者

協会・健診
受診者 p値 人間ドック

受診者
協会・健診
受診者 p値

年齢構成
30歳代 300 81 233 42
40歳代 684 96 405 122
50歳代 416 92 247 78
60歳代 137 39 50 17
計 1537 308 <0.001 *1 935 259 0.031 *1

治療中の疾患
高血圧 13.0% 11.6% 0.285 *2 5.3% 7.8% 0.266 *2

糖尿病 3.5% 4.6% 0.431 *2 1.1% 1.9% 0.401 *2

脂質異常症 8.1% 10.4% 0.335 *2 5.8% 8.1% 0.385 *2

高尿酸血症 3.1% 1.7% 0.193 *2 0.0% 0.4% 0.216 *3

腎疾患 0.2% 0.6% 0.116 *2 0.0% 0.0%
腎疾患既往歴 1.2% 1.6% 0.541 *2 0.9% 0.0% 0.213 *3

腎疾患家族歴 3.1% 2.3% 0.486 *2 3.6% 0.0% <0.001 *3

人間ドック受診者：人間ドックコース受診者，協会・健診受診者：協会けんぽ「生活習慣病予防健診」または労働安全衛生法に
基づく定期健康診断受診者．*1：χ2検定，*2：年齢階級で層別したMantel-Haenszel検定，*3：Fisherの正確確率検定による
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統計ソフトとしては IBM SPSS Statistics 24（日
本アイ・ビー・エム，東京）を用い，p＜0.05で
有意差ありとしたが，相関係数についてはp＜
0.01以下のもののみについて明示した．

結　果
受診区分別の高血圧，糖尿病，脂質異常症，高

尿酸血症，または腎疾患で治療中の者の割合およ
び腎疾患の既往歴を有する者の割合に有意差は認
められなかった．腎疾患の家族歴のみ，女性の人
間ドック受診者で有意に高かった．受診区分別
にeGFRをみると，男性では人間ドック受診者で
低い傾向にあり，2009年度の30歳代男性および
2014年度の30歳代女性で有意差が認められた．
2009年度から2014年度にかけての低下量は50
歳代の女性で有意差が認められた（表2）．eGFR 
＜60mL/分 /1.73m2 の者の割合には2群間で有
意差は認められなかった．

CKDと関連するとされる因子のうち，BMI≧
25kg/m2 の者の割合は5年間で上昇傾向にあった
が，人間ドック受診者の40歳代女性および2014
年度の60歳代女性では協会・健診受診者と比較

して有意に低かった（表3）．血圧については，収
縮期血圧≧140mmHgの者の割合，拡張期血圧
≧90mmHgの者の割合ともに，全体として人間
ドック受診者で低い傾向にあり，一部の年代で有
意差が認められた．FPG≧100mg/dLの者の割
合は，2014年度の一部の年齢階級の人間ドック
受診者で低くなっていた．喫煙者の割合は全体と
して5年間で低下傾向となっており，人間ドック
受診者で低い傾向にあり，50歳代男性，40歳代
女性，50歳代女性および2009年度の30歳代女
性では人間ドック受診者で有意に低かった．

Δ eGFRと年齢，BMI，血圧，血液検査データ
との関連については，尿酸値の変化量との間に弱
い負の相関が認められた（表4）．BMI，除脂肪体
重，脂肪重量との関連はみられなかった．

2009年度の尿検査結果別にeGFRの推移をみ
ると，男性では蛋白（±）の者で2009年度の時点
から有意差を認めたが，Δ eGFRに有意差は認め
られず，女性ではすべて有意差がみられなかった

（表5）．糖については（++）以上の者で2009年度
に有意に高かったが，Δ eGFRに有意差はみられ
なかった．潜血については全体として有意差がみ

表2　受診区分別にみたeGFRの推移
eGFRの中央値および範囲（mL/分 /1.73m2） eGFR<60の者の割合

年齢 人間ドック受診者 協会・健診受診者 人間ドック受診者 協会・健診受診者
09年度 14年度 変化量 09年度 14年度 変化量 09年度 14年度 09年度 14年度

男性30歳代 87.2（ 55.9－146.9 ） 80.9（ 42.6－134.8 ） –6.8（ –65.5－20.9 ） 89.3（ 61.1－123.3 ）** 83.5（ 61.9－115.3 ） –8.3（ –41.7－16.4 ） 0.3% 1.7% 0.0% 0.0%
　　40歳代 83.1（ 53.0－142.6 ） 76.8（ 46.0－129.5 ） –5.9（ –39.3－32.2 ） 84.1（ 59.8－139.8 ） 77.1（ 56.8－137.2 ） –6.5（ –38.5－39.1 ） 2.3% 7.0% 2.1% 4.2%
　　50歳代 78.4（ 36.5－131.1 ） 72.7（ 27.3－130.7 ） –4.7（ –35.4－24.2 ） 78.4（ 36.5－131.8 ） 70.5（ 27.3－111.3 ） –9.2（ –27.9－18.7 ）** 2.4% 10.6% 3.3% 16.3%
　　60歳代 74.7（ 43.6－104.8 ） 66.8（ 36.3－101.9 ） –6.1（ –36.8－31.5 ） 75.4（ 53.5－126.1 ） 69.7（ 51.3－ 91.8 ） –5.6（ –49.2－15.7 ） 18.2% 27.0% 12.8% 15.4%
男性計 81.5（ 39.8－146.9 ） 75.5（ 27.9－134.8 ） –5.7（ –65.5－32.2 ） 83.6（ 36.5－139.8 ）** 77.3（ 27.3－137.2 ） –8.1（ –49.2－39.1 ）* 3.4% 8.7% 3.2% 8.1%

女性30歳代 89.6（ 45.5－191.3 ） 85.8（ 33.4－122.1 ） –9.2（ –81.1－20.8 ） 100.7（ 74.0－142.0 ） 91.4（ 58.2－134.7 ）* –7.7（ –51.1－12.8 ） 0.9% 1.3% 0.0% 2.4%
　　40歳代 85.8（ 55.0－180.6 ） 79.6（ 41.0－125.0 ） –8.2（ –82.6－22.5 ） 85.5（ 59.9－131.9 ） 77.2（ 53.0－116.6 ） –9.3（ –35.0－18.0 ） 0.2% 4.2% 0.8% 4.9%
　　50歳代 80.7（ 25.8－127.1 ） 75.2（ 19.2－118.6 ） –6.6（ –46.6－29.1 ） 81.1（ 49.9－127.1 ） 75.5（ 46.1－100.3 ） –6.9（ –39.8－23.2 ） 4.5% 8.9% 7.7% 10.3%
　　60歳代 77.2（ 49.7－120.6 ） 73.7（ 50.0－108.4 ） –8.9（ –42.1－14.6 ） 76.7（ 62.8－ 94.5 ） 71.4（ 47.9－ 95.7 ） –5.6（ –18.6－19.0 ） 4.0% 14.0% 0.0% 17.6%
女性計 87.0（ 25.8－191.3 ） 79.2（ 19.2－125.0 ） –8.2（ –82.6－29.1 ） 85.8（ 49.9－142.0 ） 77.8（ 46.1－134.7 ） –7.8（ –51.1－23.2 ） 1.7% 5.2% 2.7% 6.9%

各群の症例数は表1参照．*，**人間ドック受診者との比較（Mann-WhitneyのU検定）で*p＜0.05，**p＜0.01

表3　受診区分別にみた慢性腎臓病と関連があると考えられている因子の状況
BMI≧25の者の割合 SBP≧140 mmHgの者の割合 DBP≧90 mmHgの者の割合 FPG≧100 mg/dLの者の割合 喫煙者の割合

年齢 人間ドック受診者 協会・健診受診者 人間ドック受診者 協会・健診受診者 人間ドック受診者 協会・健診受診者 人間ドック受診者 協会・健診受診者 人間ドック受診者 協会・健診受診者
09年度 14年度 09年度 14年度 09年度 14年度 09年度 14年度 09年度 14年度 09年度 14年度 09年度 14年度 09年度 14年度 09年度 14年度 09年度 14年度

男性30歳代 23.0% 27.7% 27.2% 27.2% 4.0% 5.7% 4.9% 11.1% 6.0% 9.3% 6.2% 14.8% 11.3% 17.2% 17.3% 16.0% 36.3% 31.3% 42.5% 38.8%
　　40歳代 25.4% 28.9% 25.0% 31.3% 7.7% 10.2% 14.6%* 12.5% 10.1% 15.4% 21.9%** 18.8% 24.6% 26.7% 31.3% 32.3% 36.1% 28.4% 38.0% 27.1%
　　50歳代 25.7% 30.3% 27.2% 28.3% 12.0% 14.4% 17.4% 17.4% 16.6% 18.8% 20.7% 15.2% 31.5% 30.5% 38.0% 35.9% 27.2% 17.7% 42.4%** 30.4%**
　　60歳代 21.9% 24.8% 17.9% 17.9% 15.3% 21.2% 33.3%* 28.2% 15.3% 11.7% 23.1% 23.1% 35.0% 42.6% 56.4%* 46.2% 24.6% 11.7% 31.6% 10.3%
男性計 24.7% 28.7% 25.3% 27.6% 8.8% 11.5% 15.3%** 15.6% 11.5% 14.8% 17.5%** 17.2% 24.8% 27.2% 32.8%** 30.8% 32.7% 24.6% 39.7%* 29.0%

女性30歳代 8.2% 10.7% 4.8% 9.5% 1.3% 2.6% 4.8% 4.8% 1.7% 3.0% 2.4% 4.8% 4.3% 6.0% 4.8% 4.8% 3.4% 3.4% 11.9%* 9.5%
　　40歳代 9.1% 12.6% 18.9% 21.3%* 3.0% 6.7% 5.7% 7.4% 4.2% 6.2% 4.9% 6.6% 6.2% 9.2% 18.2%** 13.9% 3.5% 2.7% 17.4%** 13.2%**
　　50歳代 19.8% 20.2% 15.4% 21.8% 11.7% 9.7% 7.7% 14.1% 8.1% 5.7% 10.3% 5.1% 21.1% 24.2% 15.6% 19.5% 5.7% 4.9% 16.7%** 13.2% *
　　60歳代 18.0% 16.0% 35.3% 41.2%* 12.0% 22.0% 23.5% 29.4% 4.0% 12.0% 23.5%* 5.9% 30.0% 28.0% 29.4% 29.4% 2.0% 2.0% 11.8% 0.0%
女性計 12.2% 14.3% 16.6% 20.8%* 5.3% 7.3% 7.3% 10.4% 4.6% 5.6% 7.3% 5.8% 10.9% 13.3% 16.0% 15.1% 4.0% 3.4% 15.9%** 11.8%**

*，**同一年度における人間ドック受診者との比較（Fisherの正確確率検定，男女計については年齢階級別のMantel-Haenszel検定）で *p＜0.05，**p＜0.01
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表4　2009年度から2014年度にかけてのeGFRの変化量と
　　　関連指標との相関（相関係数）

全体 eGFR＜60の事例
男性 女性 男性 女性

年齢 0.05 0.06 0.08 0.04
BMI（2009年度） 0.01 –0.01 –0.08 0.02
Δ除脂肪体重 –0.03 0.05 –0.09 0.25
Δ脂肪重量 –0.09 ** –0.01 0.01 –0.08
SBP（2009年度） –0.03 –0.04 –0.01 –0.08
Δ SBP 0.04 0.13 * 0.06 0.15
DBP（2009年度） –0.01 0.00 –0.01 0.06
Δ DBP 0.01 0.06 0.03 0.06
Hb（2009年度） 0.10 ** 0.07 –0.05 0.00
Δ Hb –0.11 ** -0.08 * 0.06 –0.18
FPG（2009年度） –0.05 0.00 –0.03 0.20
Δ FPG 0.12 ** 0.04 0.15 –0.07
尿酸（2009年度） 0.10 ** 0.14 ** 0.19 0.22
Δ尿酸 –0.33 ** –0.29 ** –0.39 ** –0.47 **

Δ：2009年度から2014年度にかけての変化量．*p＜0.01，**p＜0.001

表5　2009年度の尿検査結果別および疾患治療の有無別にみたeGFRの推移
男　性 n 2009年度eGFR 2014年度eGFR Δ eGFR

尿検査

蛋白

– 1086 80.6 （ 39.8 － 145.8 ） 74.5 （ 27.9 － 134.8 ） –6.5（ –49.2－ 32.2 ）
± 583 84.7 （ 43.6 － 146.9 ）** 77.8 （ 39.7 － 137.2 ）** –5.6（ –65.5－ 39.1 ）
+ 164 81.3 （ 36.5 － 142.6 ） 77.1 （ 27.3 － 130.7 ） –5.7（ –41.7－ 24.2 ）
++以上 12 73.0 （ 48.4 － 100.9 ） 70.7 （ 40.3 － 94.4 ） –1.7（ –18.4－ 9.3 ）

糖

– 1805 81.5 （ 36.5 － 146.9 ） 75.7 （ 27.3 － 134.8 ） –6.1（ –65.5－ 32.2 ）
± 10 85.6 （ 68.9 － 131.1 ） 85.7 （ 55.6 － 130.7 ） 1.0 （ –25.4－ 5.9 ）
+ 13 79.2 （ 68.2 － 126.1 ） 75.2 （ 63.5 － 83.2 ） –6.6（ –49.2－ 8.5 ）
++以上 17 96.7 （ 61.7 － 139.8 ）** 79.4 （ 55.9 － 137.2 ） –7.2（ –41.7－ 39.1 ）

潜血

– 1583 81.5 （ 36.5 － 146.9 ） 75.8 （ 27.3 － 134.8 ） –5.9（ –65.5－ 32.2 ）
± 112 80.8 （ 43.2 － 120.3 ） 74.8 （ 27.9 － 108.1 ） –7.3（ –41.7－ 19.7 ）
+ 71 84.7 （ 53.0 － 131.1 ） 76.3 （ 45.9 － 130.7 ） –7.0（ –27.2－ 15.0 ）
++以上 28 80.4 （ 53.0 － 126.1 ） 72.1 （ 54.1 － 97.8 ） –7.1（ –49.2－ 7.4 ）

治療

高血圧
治療なし 1602 82.0 （ 39.8 － 146.9 ） 76.3 （ 38.8 － 137.2 ） –6.1（ –65.5－ 39.1 ）
治療中 234 76.7 （ 36.5 － 142.6 ）** 72.1 （ 27.3 － 130.7 ）** –6.0（ –49.2－ 31.5 ）

糖尿病
治療なし 1770 81.5 （ 36.5 － 146.9 ） 75.8 （ 27.3 － 137.2 ） –6.1（ –65.5－ 39.1 ）
治療中 67 78.4 （ 43.2 － 142.6 ） 74.4 （ 27.9 － 130.7 ） –6.2（ –49.2－ 14.8 ）

脂質異常症
治療なし 1680 82.0 （ 36.5 － 146.9 ） 76.1 （ 27.3 － 137.2 ） –6.2（ –65.5－ 39.1 ）
治療中 156 76.8 （ 48.4 － 131.1 ）** 72.6 （ 36.3 － 130.7 ）** –5.7（ –49.2－ 28.7 ）

高尿酸血症
治療なし 1784 82.0 （ 36.5 － 146.9 ） 75.9 （ 27.3 － 137.2 ） –6.1（ –65.5－ 39.1 ）
治療中 52 73.7 （ 53.5 － 116.0 ）** 68.6 （ 46.0 － 94.9 ）** –5.4（ –27.8－ 28.7 ）

腎疾患
治療なし 1831 81.5 （ 36.5 － 146.9 ） 75.8 （ 27.3 － 137.2 ） –6.1（ –65.5－ 39.1 ）
治療中 5 85.3 （ 63.1 － 96.1 ） 72.6 （ 67.6 － 86.0 ） –10.1（ –13.0－ 6.6 ）

腎疾患既往歴
なし 1821 81.5 （ 36.5 － 146.9 ） 75.8 （ 27.3 － 137.2 ） –6.1（ –65.5－ 39.1 ）
あり 24 78.8 （ 63.5 － 116.9 ） 71.4 （ 52.7 － 111.0 ） –6.2（ –17.8－ 10.4 ）

腎疾患家族歴
なし 1790 81.5 （ 36.5 － 146.9 ） 75.8 （ 27.3 － 137.2 ） –6.1（ –65.5－ 39.1 ）
あり 55 83.1 （ 53.0 － 118.5 ） 73.7 （ 52.4 － 103.2 ） –6.4（ –27.4－ 10.0 ）

女　性 n 2009年度eGFR 2014年度eGFR Δ eGFR

尿検査

蛋白

– 740 86.4 （ 49.7 － 180.6 ） 77.9 （ 46.1 － 125.0 ） –8.4（ –82.6－ 19.0 ）
± 362 87.0 （ 55.0 － 191.3 ） 80.1 （ 52.6 － 118.3 ） –7.8（ –81.1－ 29.1 ）
+ 84 86.4 （ 25.8 － 137.5 ） 80.4 （ 19.2 － 134.7 ） –7.2（ –39.6－ 22.5 ）
++以上 7 74.6 （ 50.1 － 137.5 ） 72.0 （ 47.6 － 101.8 ） –2.6（ –35.8－ 4.3 ）

糖

– 1188 86.4 （ 25.8 － 191.3 ） 79.2 （ 19.2 － 134.7 ） –8.2（ –82.6－ 29.1 ）
± 1 105.4 106.6 1.2 
+ 1 99.0 67.8 –31.2
++以上 3 70.6 （ 58.6 － 106.2 ） 67.1 （ 47.8 － 87.3 ） –10.7（ –18.9－ –3.5 ）

潜血

– 794 86.4 （ 25.8 － 191.3 ） 78.9 （ 19.2 － 125.0 ） –8.4（ –82.6－ 29.1 ）
± 139 85.8 （ 60.6 － 137.5 ） 78.1 （ 55.3 － 107.8 ） –7.6（ –49.1－ 15.6 ）
+ 139 87.6 （ 45.5 － 138.6 ） 80.0 （ 33.4 － 118.3 ） –8.8（ –38.5－ 20.8 ）
++以上 70 85.8 （ 50.1 － 137.5 ） 80.1 （ 47.6 － 134.7 ） –5.5（ –39.6－ 20.0 ）

治療

高血圧
治療なし 1120 86.4 （ 49.9 － 191.3 ） 79.6 （ 46.1 － 132.7 ） –8.2（ –82.6－ 29.1 ）
治療中 69 80.2 （ 25.8 － 136.5 ） 71.5 （ 19.2 － 134.7 ）** –7.7（ –42.1－ 19.0 ）

糖尿病
治療なし 1174 86.4 （ 25.8 － 191.3 ） 79.2 （ 19.2 － 134.7 ） –8.2（ –82.6－ 29.1 ）
治療中 15 82.5 （ 70.6 － 120.1 ） 78.5 （ 67.1 － 108.4 ） –7.1（ –25.3－ 4.2 ）

脂質異常症
治療なし 1114 86.4 （ 25.8 － 191.3 ） 79.2 （ 19.2 － 132.7 ） –8.2（ –82.6－ 29.1 ）
治療中 75 80.2 （ 55.7 － 136.5 ） 75.3 （ 46.1 － 134.7 ）** –6.4（ –42.1－ 14.6 ）

高尿酸血症
治療なし 1188 86.4 （ 25.8 － 191.3 ） 79.2 （ 19.2 － 134.7 ） –8.2（ –82.6－ 29.1 ）
治療中 1 85.8 81.5 –4.2

腎疾患
治療なし 1189 86.4 （ 25.8 － 191.3 ） 79.2 （ 19.2 － 134.7 ） –8.2（ –82.6－ 29.1 ）
治療中 0 

腎疾患既往歴
なし 1186 86.4 （ 25.8 － 191.3 ） 79.2 （ 19.2 － 134.7 ） –8.2（ -82.6 － 29.1 ）
あり 8 87.0 （ 85.8 － 140.8 ） 85.0 （ 76.1 － 117.2 ） –9.8（ -29.8 － 5.9 ）

腎疾患家族歴
なし 1160 86.4 （ 25.8 － 191.3 ） 79.1 （ 19.2 － 134.7 ） –8.2（ -82.6 － 29.1 ）
あり 34 87.3 （ 55.0 － 128.6 ） 81.0 （ 57.3 － 125.0 ） –7.6（ -34.8 － 12.0 ）

Δ eGFR：2009年度から2014年度にかけてのeGFRの変化量．*，**尿検査陰性者または非治療者，非既往者，家族歴非保
有者との比較（Kruskal-Wallisの検定またはMann-WhitneyのU検定）で *p<0.05，**p<0.01
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られなかった．治療中の疾患については，高血圧
または脂質異常症で治療中の男女，高尿酸血症で
治療中の男性で2009年度から非治療者に比べて
有意に低かったが，いずれもΔ eGFRに有意差は
認められなかった．糖尿病，腎疾患による差は認
めなかった．また，腎疾患の既往歴，家族歴によ
る差も認められなかった．

2009年度にeGFR＜60mL/分/1.73m2であった者
は85名 で，5年 後 の2014年 度 に30mL/分/1.73m2

以上の上昇・低下の者はみられず，10～20mL/分
/1.73m2の低下が6名（7.1%），20～30mL/分/1.73m2

の上昇が1名（1.2%），10～20mL/分 /1.73m2の上昇
が1名（1.2%）， 他（90.6%）は10mL/分 /1.73m2未

満の上昇・低下であった（図1）．該当者のeGFRの
平均値は2009年度から2015年度までほぼ横ばい
であった（図2）．これを2009年度の尿蛋白検査結
果別にみると，有意差は認められないものの，（+）
以上の者でeGFRの低下が多い傾向がみられた

（表6）．2009年度にeGFR≧60mL/分 /1.73m2で
2014年 度 にeGFR＜60mL/分 /1.73m2とな った
者は162名で，30mL/分 /1.73m2以上の低下は4
名（2.5%），20～30mL/分 /1.73m2の低下は21名

（13.0%），10～20mL/分 /1.73m2の 低 下 は74名
（45.7%），10mL/分 /1.73m2未 満 の 低 下は63名
（38.9%）で あ っ た．eGFRは2009年 度67.4mL/
分 /1.73m2か ら2014年 度 に か け て57.2mL/分

図1 eGFR<60 mL/分/1.73m2であった者における2009年
度と2014年度のeGFR

図2 eGFR<60 mL/分/1.73m2であった者におけるeGFRの
中央値と4分位範囲の推移
*：前年との比較（Kruskal-Wallisの検定）でp＜0.01

表6　2009年度eGFR<60 mL/分 /1.73m2であった者の尿蛋白検査結果別にみた2014年度のeGFRの変化量
2009年度eGFR＜60mL/分 /1.73m2であった受診者

10～20の低下 ± 10の変化 10～20の上昇 20～30の上昇

尿蛋白

– 3 （ 5.7%） 49 （ 92.5%） 0 （ 0.0%） 1 （ 1.9%）
± 0 （ 0.0%） 16 （ 94.1%） 1 （ 5.9%） 0 （ 0.0%）
+ 2 （ 18.2%） 9 （ 81.8%） 0 （ 0.0%） 0 （ 0.0%）
++以上 1 （ 25.0%） 3 （ 75.0%） 0 （ 0.0%） 0 （ 0.0%）

2009年度eGFR≧60mL/分 /1.73m2で2014年度eGFR＜60mL/分 /1.73m2であった受診者
30以上の低下 20～30の低下 10～20の低下 10未満の低下

尿蛋白

– 3 （ 2.7%） 14 （ 12.5%） 50 （ 44.6%） 45 （ 40.2%）
± 0 （ 0.0%） 4 （ 13.8%） 13 （ 44.8%） 12 （ 41.4%）
+ 1 （ 5.3%） 3 （ 15.8%） 9 （ 47.4%） 6 （ 31.6%）
++以上 0 （ 0.0%） 0 （ 0.0%） 2 （ 100.0%） 0 （ 0.0%）
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/1.73m2へと順次低下しており，2015年度には
59.4mL/分 /1.73m2へと上昇傾向にあった．eGFR
の低下の程度と尿蛋白検査結果との関連はみられ
なかった．

考　察
eGFRと死亡との関連については，一時点で

のeGFR低値と死亡との関連 7,8）や，年間6mL/分
/1.73m2 以上の増減と全死亡リスクとの関連 9）に
ついての報告があり，増加の場合には筋肉量の減
少や栄養失調の指標であるとされている．

本研究では，健診後の対応の異なる人間ドック
コースとそれ以外の協会・健診コースの比較を
行って，今後の事後対応に役立てることを目的と
した．eGFRには，高血圧，糖尿病，脂質異常症，
高尿酸血症等の疾患の存在と治療が影響する 1）と
されているが，2つのコース間でこれらを有する
者の割合に有意差を認めなかったため，これらを
含めて分析した．

eGFRは，人間ドックコース受診者の30歳代男
女で協会・健診受診者に比べて低い傾向にあり，
2013年の国民健康・栄養調査結果 10）と比較して
も同様であった．その他では人間ドック受診者，
協会・健診受診者ともに国民健康・栄養調査結
果とほぼ同様であった．受診区分別にみたeGFR
＜60mL/分 /1.73m2 の者の割合に有意差は認め
られず，国民健康・栄養調査結果と比較すると，
50歳代女性で割合が高く60歳代女性で低い傾向
にあった．CKD予防についての事後指導の取組
がeGFR 自体に及ぼす効果を認めることはできな
かった．eGFRに関連するとされる因子のうち，
BMIは協会・健診受診者の女性で25以上の者の
割合が高い傾向にあり，血圧およびFPGは協会・
健診受診者の男性で高い者が多い傾向にあった．
また，喫煙者の割合は男女とも協会・健診受診者
で高くなっていた．全体として人間ドックコース
受診者で望ましい傾向が認められたが，これら受
診区分別の違いにCKD予防の取組がどの程度関
与しているかは不明である．これらの違いには，
ほかに各受診者の労働・生活環境の相違，協会・
健診受診者の多くを占める中小企業では大企業に

比べて健康管理が十分でない 11,12）ことに起因する
健康意識の相違，過去の他の健診事後指導や健康
教育の不足の影響が考えられる．また，これらの
指標は人間ドック受診者で5年間に明らかな改善
はみられず，5年間での健診事後指導の効果をみ
ることはできなかった．とはいえ，指導によっ
てeGFR 自体に改善が認められなくても，リスク
ファクターであるBMIや血圧，禁煙行動は改善
もしくは悪化防止が期待できる．

当センター受診者の特徴をみるために，eGFR
と関連する因子について分析した．尿酸の変動量
とΔ eGFRとの間で逆相関が認められ，過去の報
告 13,14）と同様の結果であった．当センター受診者
においても，尿酸値を上昇させないような介入は
eGFR悪化防止に有効であると考えられた．筋肉
量の変化をみるために除脂肪体重とΔ eGFRとの
関連を調べたが，全体としてみると影響はみられ
なかった．

尿検査結果との関連では，蛋白，糖，潜血陽性
者でeGFRまたはΔ eGFRの有意な変化は認めら
れず，2型糖尿病 15）など原疾患の治療によりコン
トロールされているものと考えた．

高血圧，脂質異常症，高尿酸血症の治療中の者
では2009年度の時点でeGFRが低くなっており，
年齢構成によるもの以外に疾患による影響があ
るものと考えたが，Δ eGFRで悪化は認められな
かった．これらの疾患や糖尿病に対する治療は，
CKDの進行や心血管疾患の発症を抑制するため
に重要であるとされている 1）．一方で，今回は分
析を行っていないが，スタチンによるeGFR低下
の報告 16）があるので注意が必要であろう．

eGFR＜60mL/分 /1.73m2であった者において，
その後の著しい低下は認められず，横ばい状態で
あった．腎機能がやや低く，さらなる低下を心配
する受診者に対する指導の参考となると考える．

本研究の一部は断面研究であり，例数も少ない
ため，因果関係は特定できない．しかしながら，
受診者の特徴を把握し，確定された予防法を事後
指導に活用していくことは重要であると考える．
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結　語
eGFRは，30歳代の人間ドックコース受診者で

低い傾向にあったが，受診区分間で顕著な相違は
認められなかった．CKDの危険因子とされる肥
満，高血圧，空腹時血糖高値者，喫煙者の割合は，
人間ドックコース受診者で低い傾向がみられた．
eGFRの変動と血清尿酸値の変動には弱い負の相
関が認められた．対象者では，尿糖または尿蛋白
陽性や，高血圧，脂質異常症，高尿酸血症，腎疾
患治療歴はeGFRのさらなる悪化因子とはなって
いないものと考えた．eGFRは変動幅が小さかっ
たが，その危険因子であるBMI，喫煙などは変
動がみられ，これらは生活指導によって改善可能
であり，こうした因子の数値をCKD対策の当面
の指標として健診の事後指導に生かしていくこと
が重要と考えた．
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Trends in eGFR and eGFR-related Risk Factors Among Health Check-up Examinees

Yoshiko Terui, Atsushi Hioki, Yoshiko Minami, Makoto Hayashi

Ningen Dock and Medical Examination Center, Matsunami Medical Clinic

Abstract
Objective: To examine changes in eGFR and eGFR-associated risk factors in order to pro-
vide proper health guidance to health check-up examinees.
Methods: The trends in eGFR and the associated risk factors were compared between two 
groups of health check-up examinees: (i) examinees of comprehensive health checkups 
provided by health insurance societies or mutual aid associations, or of those who applied 
for them personally (comprehensive examinees) and (ii) examinees of preventive check-ups 
for lifestyle-related diseases provided by the Japan Health Insurance Association or those of 
health check-ups prescribed in the Ordinance on Industrial Safety and Health (simplified 
examinees). Other risk factors influencing changes in eGFR were also investigated sepa-
rately in men and women. In addition, trends in eGFR and  factors causing deterioration in 
eGFR were evaluated in individuals whose eGFR was less than 60 mL/min/1.73m2.
Results: Values of eGFR tended to be lower in comprehensive examinees in their 30s. The 
proportions of high BMI (≥ 25 kg/m2), high SBP (≥ 140 mmHg), high DBP (≥ 90 mmHg), 
high FPG (≥ 100 mg/dL), and current smoking status tended to be lower in comprehensive 
examinees than in simplified examinees. Changes in eGFR were inversely correlated with 
changes in serum uric acid concentration. High urinary sugar or protein, and treatment for 
hypertension, dyslipidemia, hyperuricemia, or kidney disease did not seem to influence the 
deterioration in eGFR in our health check-up examinees.
Conclusion: While lifestyle improvement has little influence on changes in eGFR, the asso-
ciated risk factors, such as high BMI, high SBP, high DBP, and active smoking status, can be 
managed through proper health guidance.

Keywords: eGFR, chronic kidney disease (CKD), prevention, health check-up examinees
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人間ドック受診者への運動指導の試み
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藤本壮八 1,3）　高尾俊弘 1,3）

要　約
目的：本研究では，人間ドック受診者に対して健康運動指導士が実施した個別運動指導が，約1年
後の受診データに及ぼす効果を検討することを目的とした．
方法：当センターで人間ドックを受診し個別運動指導を利用した339名（運動指導あり群：55 ± 10歳）
および，個別運動指導を利用しなかった357名（運動指導なし群：54 ± 7歳）を対象とした．個別運
動指導の利用は任意とした．運動指導では，運動の具体的な実践方法の指導や運動継続へのアドバ
イスなどを行った．運動習慣・身体活動に関わる問診項目，行動変容ステージ，身体計測，血液検
査を評価項目とし，運動指導を行った年および約1年後で後ろ向きに比較した．
結果：各検査項目を男女別に比較したが，有意な変化は認められなかった．一方で，運動指導あり
群では運動に関する行動変容ステージについて，行動期に該当する者が有意に減少し，維持期に該
当する者が有意に増加した（p＜0.05）．また，運動指導あり群において運動を定期的に行っている
と回答した者が123名から132名へ増加した．
結論：人間ドック受診時における年1回のみの運動指導では検査項目の改善は認められなかった．
一方で，人間ドック受診時に運動指導を受けた受診者では，指導前に比し運動習慣に関連した行動
変容ステージが改善し，運動を実践している者が増加した．今後，さらに多くの項目を改善するた
めに指導内容を検討する必要があると考えられた．

キーワード 健康診断，人間ドック，個別運動指導，健康運動指導士

はじめに
平成20年度から開始された特定保健指導制度

は，平成20年度の実施率が7.7%であったが，平
成25年度では17.7%へと増加した．しかしなが
ら，保健指導実施率は依然として低く，必要な指
導が行き渡ったとはいいがたい状況である．

川崎医科大学附属病院健康診断センター（以下，
当センター）では，特定健康診査，特定保健指導
制度の運動指導開始に合わせ，2008年から健康
運動指導士を雇用した．2009年3月には各種検査
室や保健指導室，運動指導室などを備えた健康診
断センターを新設した．当センターでは特定保健
指導のみではなく，健康診断・人間ドック受診者
への受診当日の結果説明，保健指導に力を入れて
いる．我々は，当センター開設当初に健康診断施
設における健康運動指導士の役割について，当セ
ンターで人間ドック受診者に対して健康運動指導

士が行った個別運動指導の試みについて報告し，
健診施設における健康運動指導士の役割，および
運動を専門とした健康運動指導士が人間ドック後
の保健指導に関わる意義について考察を行った 1）．
今回は，この続報として，健康診断・人間ドック受
診者に対する運動指導の効果について報告する．

対　象
当センターで人間ドックを受診し，個別運動指

導を利用した339名（運動指導あり群）および，個
別運動指導を利用しなかった357名（運動指導な
し群）を対象とした．運動指導あり群は男性180
名，女性159名で平均年齢55 ± 10歳，運動指導
なし群は男性206名，女性151名で平均年齢54 ±
7歳であった（表1）．

1）川崎医科大学附属病院  健康診断センター 
2）川崎医療福祉大学  健康体育学科 
3）川崎医科大学  健康管理学教室

連絡先：〒 701-0192 岡山県倉敷市松島 577 
Tel：086-462-1111　Fax：086-463-3508
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方　法
問診票などの事前配布資料に，個別運動指導利

用のための無料券を同封し個別運動指導の利用者
を募った．また，検査結果から健康運動指導士に
よる運動指導が必要であると判断された場合に
は，医師や保健師が受診者に対して運動指導を利
用するよう促した．ただし，受診者本人が運動指
導の利用を希望しなかった場合には，運動指導は
行わなかった．運動指導の利用を希望する受診者
に対して，検査の空き時間等に運動指導を行った．
運動指導は当センター内の問診室もしくは運動指
導室を使用して，健康運動指導士が個別に行った．
運動指導の流れは，検査結果の確認，当日の体調
確認，運動習慣や生活習慣などに関する問診，運
動の実践指導とした．指導内容はアメリカスポー
ツ医学会編集の運動処方の指針 2）や，健康づくり
のための運動基準20133）などを参考に，運動の正
確な実践方法を指導するとともに，行動科学的ア
プローチ 4）を用いて，対象者の運動習慣形成に対
する支援を行った．運動指導は人間ドック受診時
の1回のみとし，1回あたりの指導時間は20分程
度であった．

運動習慣・身体活動状況に関わる問診項目，運
動指導内容，行動変容ステージ，体重，BMI，体
脂肪率（BF-220：タニタ，東京），腹囲，血圧，
総コレステロール，中性脂肪，HDLコレステロー
ル，LDLコレステロール，血糖値を評価項目とし，
約1年後のデータと後ろ向きに比較した． 行動変
容ステージはProchaskaら 5）や岡ら 6）の分類法を
参考に，無関心期，関心期，準備期，行動期，維
持期の5つに分類した．行動変容ステージの評価

は保健師が行った．
統計解析は以下の方法を用いて行った．初年

時および1年後における各検査結果の比較には
Bonferroni法による多重比較検定を使用した．行
動変容ステージの初年時と1年後の変化の比較に
はχ 2 検定および残差分析を使用した．統計処理に
はSPSS 22.0 for Windows（日本アイ・ビー・エム，
東京）を使用し，危険率5%未満を有意とした．

本研究は川崎医科大学倫理委員会，川崎医科大
学附属病院倫理委員会の承認を得て行った（承認
番号1954）．

結　果
結果はすべて平均値±標準偏差で記載した．対

象者の年齢，性別，行動変容ステージを表1に示
した．初回受診時の各評価項目に両群間で有意な
差は認められなかった．運動指導あり群のうち，
187名は本人が運動指導の利用を希望し，151名
はスタッフの勧めにより運動指導を利用した．本
人が運動指導を希望した者のうち男性は88名，
女性は99名であった．スタッフの勧めで運動指
導を利用した者では，男性は92名，女性は59名
であった．スタッフの勧めで運動指導を利用し
た者のうち，26%は医師が，54%は保健師が，
13%は健康運動指導士がそれぞれ運動指導の利
用を勧めた．

個別運動指導で受診者が希望した指導内容
は，膝痛や腰痛などの整形外科的な愁訴への対処
35%，減量28%，実践中の運動内容の評価と指
導14%，運動不足の解消6%，その他15%であっ
た．運動指導の内容は，減量に関連した運動指導

表1　運動指導利用者の性別・年齢と行動変容ステージ
運動指導あり群

運動指導なし群
全体 本人希望 スタッフの勧め

338名（55 ± 10歳） 187名（56 ± 9歳） 151名（54 ± 18歳） 357名（54 ± 7歳）
男性 180名 88名 92名 206名
女性 158名 99名 59名 151名
無関心期 0% 0% 0% 0%
関心期 21% 19% 23% 26%
準備期 28% 25% 32% 32%
行動期 4% 5% 3% 7%
維持期 33% 35% 31% 34%
データなし 14% 17% 11% 1%
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34%，筋力トレーニング31%，ストレッチング
21%，実践中の運動内容へのアドバイス9%，そ
の他3%であった（表2）．

運動指導あり群と運動指導なし群の各検査項目
の1年間の変化を男女別に比較したところ，すべ
ての項目に有意な変化は認められなかった．一方
で，行動変容ステージは運動指導あり群において，
行動期が有意に減少し（初年次：10%→1年後：
5%，p＜0.05），維持期が有意に増加した（初年次：
28%→1年後：38%，p＜0.01）．運動指導なし

群では有意な変化は認められなかった（表3，4）．

考　察
人間ドックを受診し，個別運動指導を利用した

者を対象に，人間ドック受診時の個別運動指導が
検査データ，問診データに及ぼす影響を調査した．
その結果，検査項目には変化が認められなかった
が，運動習慣に関連した行動変容ステージに変化
がみられた．

運動指導あり群のうち，本人が運動指導を希望

表2　運動指導利用者が指導を希望した内容と指導内容
全体 本人希望 スタッフの勧め

指導を希望した内容

整形外科的な愁訴の改善 35% 30% 39%
減量 27% 26% 28%
生活習慣病の改善 5% 3% 7%
実践中の運動内容の評価 13% 23% 3%
健康維持・運動不足の解消 8% 12% 4%
その他 14% 10% 19%

実際の指導内容

有酸素運動・減量 34% 33% 34%
筋力トレーニング 31% 35% 29%
ストレッチング 21% 21% 22%
実践中の運動内容の評価 9% 5% 12%
その他 4% 6% 1%

表3　人間ドック受診初年度および約1年後における検査結果の変化
男性 女性

運動指導あり群 運動指導なし群 運動指導あり群 運動指導なし群

体重（kg）
初回 69.2 ± 9.6 68.5 ± 10.4 54.6 ± 9.9 54.5 ± 9.4
1年後 68.7 ± 9.8 68.4 ± 10.3 54.3 ± 9.9 54.5 ± 9.2

BMI
初回 24.3 ± 3.0 23.9 ± 3.2 22.7 ± 3.8 22.2 ± 3.5
1年後 24.1 ± 3.0 23.9 ± 3.2 22.6 ± 3.7 22.1 ± 3.4

体脂肪率（%）
初回 23.5 ± 5.3 23.1 ± 5.1 28.4 ± 6.8 27.5 ± 6.6
1年後 23.0 ± 5.0 23.3 ± 5.1 28.0 ± 7.2 27.5 ± 6.2

ウエスト周囲径（cm）
初回 87.4 ± 8.1 85.5 ± 8.3 82.2 ± 10.6 79.8 ± 8.9
1年後 86.8 ± 8.0 85.8 ± 8.5 82.3 ± 10.4 80.3 ± 9.0

収縮期血圧（mmHg）
初回 121 ± 15 122 ± 16 122 ± 19 118 ± 19
1年後 122 ± 16 122 ± 17 121 ± 18 119 ± 19

拡張期血圧（mmHg）
初回 77 ± 11 76 ± 12 72 ± 12 70 ± 12
1年後 77 ± 12 76 ± 12 70 ± 12 70 ± 13

総コレステロール（mg/dL）
初回 202 ± 31 199 ± 33 214 ± 33 204 ± 31
1年後 202 ± 32 199 ± 35 213 ± 34 204 ± 31

中性脂肪（mg/dL）
初回 131 ± 86 130 ± 78 90 ± 47 87 ± 48
1年後 126 ± 72 131 ± 94 88 ± 44 87 ± 41

HDLコレステロール（mg/dL）
初回 53 ± 13 53 ± 12 66 ± 15 65 ± 14
1年後 53 ± 14 52 ± 12 64 ± 15 63 ± 14

LDLコレステロール（mg/dL）
初回 121 ± 29 118 ± 29 124 ± 29 115 ± 28
1年後 120 ± 28 117 ± 28 122 ± 28 115 ± 28

血糖値（mg/dL）
初回 102 ± 18 101 ± 16 94 ± 13 92 ± 9
1年後 100 ± 16 102 ± 21 93 ± 11 91 ± 11

データはすべて平均値±標準偏差で示した．
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した者の男女比をみると，男性47%，女性53%で
あった．大山らは，介護予防教室では男性に不参
加者が多いと報告している 7）．また，対象者の性
別を規定せずに行なった運動教室や健康教室に関
する研究をみると，女性が参加する割合が多い 8,9）．
一方で，国民健康栄養調査から，運動習慣者の割
合を男女別にみると，男性33.8%，女性27.2%
であり，男性の方が運動習慣者の割合が多い 10）．
さらに，特定保健指導終了者の割合は男女で同等
であった（男性18%，女性18%）11）．このことは，
男性が運動教室等の集団を対象とした指導や運動
実践の場を好まず，個人的に運動を実践している
者の割合が多い可能性を示している．このことか
ら，男性では，人間ドックや健康診断において運
動指導や運動に関する情報提供を個別的に行なう
ことが有用な方法の一つであると考えられる．

受診者が指導を希望した内容をみると，膝痛や
腰痛，肩こりなどといった整形外科的な愁訴の改
善を望む割合が最も多く，次いで減量，生活習慣
病の改善であった．これは，減量や生活習慣病の
改善といった食事と運動の双方が関わる内容につ
いては，保健師および医師が包括的に指導し，整
形外科的な愁訴に対するストレッチングや筋力ト
レーニングといった，専門的な運動指導を健康運
動指導士が担当していることを示している．実際
の指導内容をみると，有酸素運動や減量に関する
指導，筋力トレーニング，ストレッチングの順で，
整形外科的な愁訴を訴えた受診者に対して，筋力
トレーニングやストレッチングを指導するケース
が多いことがわかる．人間ドック，健康診断受診
時の限られた時間のなかで，受診者に対して有効
な指導，情報を提供するためには，スタッフが連
携し，対象者に応じて指導内容を取捨選択する必

要があると考えられる．
検査結果および問診項目について，有意な変化

はみられなかった．一方で，運動指導あり群では，
運動に関する行動ステージについて，行動期に該
当する者が有意に減少し，維持期に該当する者が
有意に増加した．また，運動指導あり群におい
て定期的に運動を行っていると答えた者が123名
から132名へと増加した．このことから運動指導
あり群では，人間ドック受診時のみでの運動指導
では検査結果を改善させるほどの効果は得られな
かったが，身体活動・運動に関連した行動変容ス
テージを改善させた可能性が考えられる．

当センターでは人間ドック受診者全員に医師に
よる結果説明，保健師による保健指導を行ってお
り，運動指導なし群においても検査結果に基づい
た保健指導が行われており，運動指導あり群にお
ける行動変容ステージの改善に個別運動指導が影
響を与えた可能性が考えられる．

本研究の限界
本研究では，運動指導あり群において運動に関

連した行動変容ステージに改善がみられたものの，
検査結果には有意な変化がみられなかった．この
背景に，運動指導あり群，運動指導なし群双方の
検査結果がすべて正常範囲内であり，積極的に検
査結果を改善するような指導が行われなかった可
能性が考えられる．また，本研究で行った運動指
導は年1回のみ，約20分間の指導であり，本研究
のデザインでは運動指導のみの効果を検証するこ
とは困難であると考えられる．今後，運動の実践
状況や検査結果について，より短期間かつ高頻度
で追跡調査を行うなどの方法で人間ドック受診時
の運動指導の効果を検証することが望まれる．

表4　人間ドック受診初年度および約1年後における行動変容ステージの変化
運動指導あり群 運動指導なし群
初回 1年後 初回 1年後

無関心期 0% 0% 0% 0%
関心期 24% 24% 28% 27%
準備期 39% 33% 35% 32%
行動期 10% 5%* 10% 7%
維持期 28% 38%* 27% 34%

*：残差分析により初回指導時と比較して1年後において危険率5%水準で有意差あり．
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結　語
人間ドック受診時に運動指導を受けた受診者で

は，指導前に比し運動に関連した行動変容ステー
ジが改善する傾向が認められた．今後，さらに多
くの項目の改善を目指して指導内容を検討する必
要があると考えられた．

利益相反
開示すべき利益相反関係にある企業・団体はない．
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1) Health Check-up Center, Kawasaki Medical School Hospital
2) Department of Health and Sports Science, University of Kawasaki Medical Welfare
3) Department of Health Care Medicine, Kawasaki Medical School

Abstract
Objective: The aim of this study was to analyze the effects of personal training from a 
health fitness programmer (HFP) on subjects who underwent Ningen Dock. 
Methods: The subjects were 339 persons who underwent Ningen Dock and the personal 
exercise training program (personal training group: PG) and 357 persons who underwent 
Ningen Dock only (no training group: NG). The use of the personal training program was 
on a voluntary basis. The HFP gave instruction in the exercises and how they should be 
continued. We analyzed the exercise habit-related findings from medical interviews, as well 
as behavior change stage, anthropometric and blood test results for both groups. The period 
of the study was one year. 
Results: PG subjects were instructed in weight reduction (33%), resistance training (31%), 
stretching (21%) and assessment of subject’ s exercise habit (9%). One year after Ningen 
Dock, there were no significant changes in test results. However, in the PG, there was a sig-
nificant improvement in exercise behavior. There was also a significant decrease in action 
stage subjects (p < 0.05) and a significant increase in maintenance stage subjects (p < 0.05) 
in this group. 
Conclusion: The personal training program during Ningen Dock led to improvement in 
the stage of behavior change.

Keywords: health check-up, Ningen Dock, personal training, health fitness programmer



人間ドック　Vol.32  No.4  2017年44 ( 632 )

人間ドック32：632-638，2017原　著

当センターでの睡眠時無呼吸症候群スクリーニング検査における
結果報告 

－生活習慣や自覚症状と健診データとの関連性についての検討－

石引智子　島田加奈子　光畑桂子　平沼ゆり　内藤隆志

要　約
目的：睡 眠 時 無 呼 吸 症 候 群（sleep apnea syndrome：SAS）スクリーニング 検 査 で あ る 簡 易
polysomnography（簡易PSG）の結果からSASの罹患状況を把握し，生活習慣や睡眠関連の症状，健診
データとの関連から，SAS検査の必要性のある者を明らかにする．
方法：対象は簡易PSGを実施した606名（男性444名，女性162名，平均年齢55歳）．簡易PSGの
結果は呼吸障害指数（respiratory disturbance index：RDI）で判定し，生活習慣や睡眠関連の症状，
エプワース眠気尺度（Epworth Sleepiness Scale：ESS），健診データとの関連を検討した．
結果：要精査は361名（59.6%），精査受診した174名中86名が持続陽圧呼吸（Continuous positive 
airway pressure：CPAP）を導入した．RDIはいびき・呼吸停止の指摘，就業有，飲酒習慣有と関連
を認めたが，睡眠満足感，早朝頭痛，夜間覚醒，ESSの自覚症状とは関連がなかった．健診データ
ではBMI，腹囲，血圧，FBG，TG，尿酸と相関を認め，特に腹囲，BMIとの相関が強かった．
結論：今回の研究では対象の約60%が要精査で，治療導入例も多く，SAS患者が多数潜在すること
が推測された．また，日中の眠気等の自覚症状の有無に関わらず，肥満傾向で睡眠時呼吸停止の指
摘のある者はSASの可能性が高く，検査の必要性があることが示唆された．

キーワード 簡易PSG，睡眠時無呼吸症候群，呼吸障害指数，肥満

緒　言
睡眠時無呼吸症候群（sleep apnea syndrome：以

下，SAS）は閉塞性睡眠時無呼吸症候群（obstructive 
sleep apnea syndrome：以下，OSAS），中枢性睡
眠時無呼吸症候群（central sleep apnea syndrome），
混合型（mixed sleep apnea）に分類されるが，通常
は頻度の高いOSASをさす．OSASでは上気道の形
態学的あるいは機能的な異常により，睡眠中に上
気道の狭窄・閉塞が出現し，無呼吸・低呼吸が引
き起こされる．

SASによる睡眠障害は，日中の眠気などで日常
生活の質の低下をきたすだけでなく，交通事故や
労働災害などの原因となる．また，生活習慣病，
虚血性心疾患，脳血管疾患のリスクも高くなるた
め 1,2），早期の診断と適切な治療介入が必要である．

日本において，OSAS患者は約200万人と推定
されているが，治療が必要な患者の85%が未受診

との報告がある 3）．
本研究の目的は，SASのスクリーニング検査で

ある簡易polysomnography検査（以下、簡易PSG）4）

を受けた健診受診者の結果から，SASの罹患状況
を把握すること，また，生活習慣や睡眠関連症状，
健診データとの比較検討を行い，簡易PSGの必要
性のある受診者を明らかにすることである．

対　象
2014年6月から2016年1月までに当センター

で健診を受診した69,774名（男性36,439名，女
性33,335名）のうち，オプション検査として簡易
PSGを希望し，実施した606名（男性444名，女性
162名，平均年齢55±10歳）を対象とした．簡易
PSGは健診のコースや年齢，性別にかかわらず希
望者はすべて実施可能としている．

公益財団法人筑波メディカルセンター  つくば総合健診センター 連絡先：〒 305-0005 茨城県つくば市天久保 1-2 
Tel：029-851-3500　Fax：029-856-3515



人間ドック　Vol.32  No.4  2017年 45 ( 633 )

方　法
検査を希望した受診者に簡易PSG，エプワース眠

気尺度（Epworth Sleepiness Scale：以下，ESS）（表1）
による眠気の評価，生活習慣および睡眠に関する
アンケートを行い，簡易PSG検査の結果の分析お
よび，簡易PSG結果とESS，アンケート，健診デー
タとの関連を検討した．
簡易PSG検査

検査は，株式会社フィリップス・ジャパン，帝
人ファーマ株式会社のいずれかへの外部委託で
行った．使用機器は，それぞれ睡眠評価装置スマー
トウォッチPMP300E（フィリップス・ジャパン，
東京），携帯用睡眠時無呼吸検査装置 SAS-2100（日
本光電工業，東京）を用いた．これらの装置は，手
指に装着したパルオキシメーターでSpO2，脈拍を，
鼻用センサーで呼吸やいびきを測定する．フィリッ
プス社製の装置では，さらに，上腹部に装着する
センサーで呼吸努力，体位，体動の測定も行う．
検査の流れ

健診受診当日に簡易PSG検査の説明を行い，生
活習慣および睡眠に関するアンケートを記入して
もらった．後日検査機関（フィリップス・ジャパ
ン，帝人ファーマ）から検査装置とESS問診票が受
診者の自宅に郵送され，受診者は添付された説明
書をもとに装置を装着し，自宅で一晩検査を実施
した．検査終了後，受診者が検査機関へ装置と記
入したESS問診票を返送し，結果解析は検査機関
にて行った．約2週間後に結果報告書が当センター
に届き，内容を医師が確認後に受診者に報告書を
郵送した．精密検査が必要な者には診療情報提供

書と精密検査医療機関リストを同封した．経過観
察となった者でも受診を希望する者には，同様に
診療情報提供書と医療機関リストを送付した．
結果報告書と判定

結果報告書はSpO2，呼吸，脈拍情報，閉塞性・
中枢性・混合性・低呼吸・いびきなどの呼吸イベ
ント状況と体位別ごとのイベント状況を記載した
レポートとなっている．本研究では，簡易PSG結
果として，呼吸障害係数（respiratory disturbance 
index：以下，RDI）を用いた．RDIは検査中の無
呼吸・低呼吸の総回数を記録時間で割り，1時間
あたりに換算したものである．RDIが大きいほど
無呼吸・低呼吸であることを意味する．5回未満
は「異常なし」でA判定，5回以上15回未満は「経
過観察」でC判定，15回異常は「要精査」でD判定
と，3段階の判定で評価をした．

生活習慣および睡眠に関するアンケート：就労
の有無，飲酒習慣の有無，飲酒後睡眠までの時間

「30分以内」「30分以上1時間未満」「1時間以上2時
間未満」「2時間以上」，夜間覚醒回数「0回 /日」「1
回 /日」「2回 /日」「3回以上 /日」，いびき・呼吸停
止の指摘「全く，またはほとんどなし」「たまに言わ
れる」「よく言われる」，睡眠満足感「全く，または
ほとんどなし」「1～2日/週」「3～4日/週」「ほぼ毎
日」，早朝頭痛「全く，またはほとんどなし」「1～2
日/週」「3～4日/週」「ほぼ毎日」の7つの項目につ
いて自記式で記入を依頼した．
ESS

日常生活において経験する眠気について，具体
的な8つの状況での眠気をそれぞれ0～3の4段階

表1　エプワース眠気尺度　Epworth Sleepiness Scale（ESS）
8つの状況での眠気を、0～3の4段階で評価する．
　1．座って読書しているとき
　2．テレビを見ているとき
　3．公の場で座って何もしないとき（劇場や会議など）
　4．1時間続けて車に乗せてもらっているとき
　5．状況が許す場合で、午後に横になって休息するとき
　6．座って人と話しているとき
　7．アルコールを飲まずに昼食をとった後、静かに座っているとき
　8．車を運転中、交通渋滞で2～3分停止しているとき

・5点未満 :日中の眠気少ない
・5～10点 :日中の軽度眠気あり
・11点以上 :日中の強い眠気あり
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で評価し，合計得点が11点以上を日中の眠気が強
い病的状態と判定する．
生活習慣病に関連した健診データ

年齢，性別，BMI，腹囲，収縮期血圧（SBP），
拡張期血圧（DBP），TC，HDL-C，LDL-C，TG，
FBG，HbA1c，尿酸（UA）の13項目のデータを用
いた．この際，高血圧，脂質異常，糖尿病，高尿
酸血症で内服治療を受けている者は検討対象から
除外した（表2）．
統計解析

RDIと 健 診 デ ータならび にESSに つ い て は
Spearman相関分析，RDIとアンケートについて
は2群比較Mann-Whitney検定または多重比較
Kruskal-Wallis検定を，また，RDIと健診データ
との関連について重回帰分析（ステップワイズ法）
を用いて多変量解析を行った．統計ソフトはSPSS

（日本アイ・ビー・エム，東京）を使用した．

結　果
簡易PSGの結果

A判 定55名（9.1%），C判 定190名（31.3%），D
判定361名（59.6%）であった（表3）．精査機関を受
診し診療情報提供書の返信が得られた者は174名，
C判定が11名，D判定が163名（45.2%）であり，
治療導入は，持続陽圧呼吸（Continuous positive 
airway pressure：CPAP）86名（49.4%），マウスピー
ス7名（4.0%），生活習慣の見直し等が17名（9.8%），
治療内容詳細不明が28名（16.1%）であった．この
174名には精査予定，治療内容詳細不明が含まれる
ため，実際に治療導入に至った者はもう少し多い
と考えられる（表4）．
RDIと健診データとの関連

BMI，腹囲，SBP，DBP，FBG，TG，UAで正
の相関が認められ，特に腹囲とBMIとの相関が
強かった．HbA1c，TC，HDL-C，LDL-C，年齢
とは相関を認めなかった．日中の眠気に関する尺
度のESSとは関連は認めなかった（表5）．多変量
解析では，RDIと関連のある健診データは腹囲と
DBPであった．
睡眠および生活習慣との関連

いびき・呼吸停止の指摘は，指摘頻度が多いほ
どRDIが高値であった．性別では男性，就業の有
無では，就業あり，飲酒習慣の有無では飲酒習慣
ありで，それぞれ有意にRDIが高値であった．し

表2　生活習慣病に関するデータ
項目 n mean ± SD

年齢（歳） 606 55.0 ± 10.0
BMI（kg/m2） 597 24.7 ± 3.8
腹囲（cm） 596 85.9 ± 9.9
SBP（mmHg） 447 124.0 ± 15.0
DBP（mmHg） 447 79.0 ± 11.0
TC（mg/dL） 491 205.3 ± 32.0
HDL-C（mg/dL） 501 56.4 ± 14.2
LDL-C（mg/dL） 501 121.2 ± 28.9
TG（mg/dL） 550 120.0 ± 75.3
FBG（mg/dL） 562 98.1 ± 12.9
HbA1c（%） 522 5.8 ± 0.4
UA（mg/dL） 562 5.8 ± 1.3
ESS（点） 586 10.1 ± 4.7

表3　簡易PSG結果と精査受診割合
判定 全体 男性 女性 精査受診数 精査受診率

A 55（ 9.1） 24（ 5.4） 31（ 19.1） 0 0.0%
C 190（ 31.3） 120（ 27.0） 70（ 43.2） 11 5.8%
D 361（ 59.6） 300（ 67.6） 61（ 37.7） 163 45.2%
合計 606（100.0） 444（100.0） 162（100.0） 174

（　）は各判定別人数に対する%

表4　簡易PSG精査結果

判定
精査結果の内訳

CPAP マウスピース 生活習慣の見直し 治療内容詳細不明 精査予定 合計
C 2（ 1.1） 0（0.0） 1（0.6） 5（ 2.9） 3（ 1.7） 11（ 6.3）
D 84（48.3） 7（4.0） 16（9.2） 23（13.2） 33（19.0） 163（ 93.7）
合計 86（49.4） 7（4.0） 17（9.8） 28（16.1） 36（20.7） 174（100.0）

（　）は精査受診者総数174名に対する%．CPAP：Continuous positive airway pressure（持続陽圧呼吸）
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かし，飲酒後睡眠までの時間，早朝頭痛，夜間覚
醒回数，睡眠満足感においてはRDIに有意差は認
めなかった（表6）．

考　察
簡易PSG検査の結果D判定となった者が全体

の59.6%を占め，SAS疑いの者が高率に存在する

ことが示唆された．さらに，C，D判定で精査を
受診した者のうち，CPAP治療導入が49.4%，マ
ウスピース治療を含めると，53%が何らかの治療
が必要であった．本研究の対象者は健診受診者
のごく一部で，SAS検査を希望する何等かの理由
を持ったリスクの高い群である可能性があり，今
回のデータから全体のSAS有病率を推測すること

表5　RDIと健診データとの相関
項目 n r p

年齢 606 0.10 0.017
BMI* 597 0.38 0.000
腹囲* 596 0.40 0.000
SBP* 447 0.28 0.000
DBP* 447 0.36 0.000
TC 491 -0.04 0.386
HDL-C 501 -0.16 0.000
LDL-C 501 0.02 0.600
TG* 550 0.23 0.000
FBG* 562 0.22 0.000
HbA1c 522 0.14 0.001
UA* 562 0.24 0.000
ESS 586 -0.16 0.699

*：相関を認める．r：spearmanの相関係数

表6　RDIとアンケート項目群間比較
項目 選択肢 n RDI  mean ± SD

性別
男性 444 25.1 ± 16.9
女性 162 14.4 ± 11.1

就労の有無
あり 497 23.2 ± 16.7
なし 98 17.6 ± 12.8

飲酒習慣
あり 346 23.3 ± 16.5
なし 257 20.9 ± 15.9

飲酒後睡眠までの時間

30分以内 34 24.5 ± 17.6
30分以上1時間未満 81 24.5 ± 17.6
1時間以上2時間未満 114 25.0 ± 18.6
2時間以上 113 20.3 ± 12.4

夜間覚醒回数

3回以上 57 24.0 ± 21.7
2回 120 21.9 ± 17.2
1回 221 22.4 ± 15.2
0回 200 21.9 ± 15.4

いびき・呼吸停止の指摘
全く，またはほとんどなし 186 17.0 ± 13.0
たまに言われる 262 22.1 ± 14.7
よく言われる 139 30.2 ± 19.9

睡眠満足感

全く，またはほとんどなし 139 21.4 ± 17.2
1～2日 /週 218 22.1 ± 15.9
3～4日 /週 127 21.6 ± 16.1
ほぼ毎日 119 24.1 ± 15.9

早朝頭痛

全く，またはほとんどなし 355 23.4 ± 16.9
1～2日 /週 185 21.0 ± 15.4
3～4日 /週 29 17.7 ± 8.6
ほぼ毎日 34 21.0 ± 17.8

p *＜0.05，p**＜0.01

**

**

**
* *

*
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はできない．しかし，治療導入に至ったSAS症例
が多数あり，潜在的には多くのSAS症例がいるこ
とが推察され，SASのスクリーニングとして簡易
PSG検査を積極的に勧めることが重要と考える．
また，D判定の者には，診療情報提供書と精査医
療機関リストを同封して受診勧奨を行ったにもか
かわらず，精査を受診したのは45.2%に過ぎな
かった．精査未受診者には治療を必要とするSAS
が多く含まれている可能性が高い．精査受診率を
上げるための対策として2015年12月より，精査
未受診者に対して検査結果報告書発送の6ヵ月後
に受診勧奨の手紙を郵送している．睡眠および生
活習慣に関するアンケートとESSについては，性
別，いびき・呼吸停止の指摘，就業の有無，飲
酒習慣といった客観的な指標との関連が強く，早
朝頭痛，睡眠満足感，日中の眠気などの主観的な
指標との関連は少なかった．人間ドック受診者を
対象としたSASのスクリーニング検査の検討で，
ESSは簡易PSG検査の無呼吸低呼吸指数とは関連
を認めなかったと報告があり 5,6），今回の我々の結
果と同様である．SASの特徴的症状は日中の眠気
などがあげられ，交通事故や作業効率の低下など
が問題となっている．しかし，OSASを含めた慢
性重症過眠症患者では，眠気が慢性化しているた
めに，自身の眠気を過小評価してしまう傾向が指
摘されている 7）．一方で，いびき・呼吸停止の指
摘はOSASの気道閉塞により起こる症状であり，
睡眠中のため自覚症状は乏しいが，他者から指摘
されやすいため，客観的な指標として関連がみら
れたと思われる．

就業の有無では，就業している者のRDIが有意
に高値であった．本研究の対象者は就業している
者に比べて就業していない者の割合が少なく，さ
らに，就業している者のなかでも夜勤勤務を行っ
ている者は少数で，ほとんどが日勤勤務のみであっ
た．そのため，今回の研究では，勤務形態による
詳細な検討はできなかった．交代勤務や夜勤勤務
がある者は，長時間労働や睡眠時間が不規則であ
ることにより，概日リズムのズレやホルモン分泌の
乱れを生じ，睡眠に問題が生じている可能性があ
る．今後さらにデータを蓄積し，勤務形態との関

連を検討していく必要がある．
日本においては，非肥満のSAS患者が全体の

1/4～1/3存在し，これには扁桃肥大，巨舌を呈
する内分泌疾患・代謝疾患，下顎の後退，小顎症
などの咽頭部が狭小化しやすい形態学的異常に
よるものがある．しかし，最も多いのは肥満によ
るSASで，上気道の軟部組織の発達や過度の脂肪
沈着が原因である．仰臥位で就寝すると，重力の
影響により口蓋垂，舌根が沈下し，さらに，上気
道の筋肉群が弛緩することで睡眠中に上気道の狭
窄，閉塞が起こり，無呼吸が出現するとされる．
飲酒習慣がある者は，アルコールの筋弛緩作用に
より同様な変化が起こり，RDIとの関連が認めら
れたと考える．

健診データとRDIについてはBMIや腹囲，血圧，
FBG，TG，UAとの正の相関があり，特にBMIや
腹囲といった肥満指標との関連を強く認めたが，
TC，LDL-C，HDL-Cなどコレステロール代謝と
は関連を認めなかった．コレステロール代謝に関
しては，特にLDL代謝は内臓脂肪型肥満との関連
が希薄であるとされており 8），遺伝的背景因子が
あることも考慮される．桃井ら 5）は，SASのスク
リーニング検査の検討で，パルオキシメーターで
の酸素飽和度低下指数を規定するのはBMI，いび
き・無呼吸の指摘で，特にBMIと強い関連を認め
たと報告している．生活習慣病関連の健診データ
とRDIについては，TG，TCと関連はないが，年
齢，血圧と関連があるとするもの 6），血圧，FBG，
TC，LDL-C，HDL-C，TG，UAいずれとも関連
を指摘していないもの 5）など研究によって結果に
違いがあり，これは対象や統計解析の方法などに
よると考えられる．これらについては，さらに症
例を蓄積しての検討が必要である．

結　語
当センターの簡易PSG検査から，治療介入が必

要とされるSAS患者が潜在的に多数存在すること
が推測された．

日中の眠気などの自覚症状の有無にかかわら
ず，肥満傾向で，睡眠時のいびき・呼吸停止の指
摘がある者はSASの可能性が高く検査の必要性が
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あることが示唆された．今後，このような受診者
に簡易PSG検査を積極的に勧め，また，検査で要
精査となった場合の精査受診率を上げて，適切な
治療導入に繋げることが重要である．

倫理的配慮
本研究は疫学研究に関する倫理指針にのっとっ

て行った．

利益相反
利益相反はない．
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Report on Results of Sleep Apnea Syndrome Screening at Our Center: 
Study on Associations with Lifestyle Habits, Subjective Symptoms and Health Check-up Data

Tomoko Ishibiki, Kanako Shimada, Keiko Mitsuhata, Yuri Hiranuma, Takashi Naito

Total Health Evaluation Center Tsukuba

Abstract
Objective: The sleep apnea syndrome (SAS) status was determined by simple polysom-
nography (PSG), the standard method of screening for the disease, and the types of people 
who need to undergo SAS screening were identified from associations of SAS with lifestyle 
habits, sleep-related symptoms and health check-up data.
Methods: The subjects were 606 persons (444 males, 162 females, mean age 55) who un-
derwent simple PSG. PSG results were evaluated according to the respiratory disturbance 
index (RDI) and associations with lifestyle habits, sleep-related symptoms, Epworth sleepi-
ness scale score and health check-up data were examined.
Results: Three hundred sixty-one subjects (59.6%) were considered to require secondary 
testing and CPAP therapy was initiated for 86 of the 174 subjects who underwent second-
ary testing. While RDI was associated with snoring and cessation of breathing, being in 
employment, and drinking habit, there were no associations with the subjective symptoms 
of satisfaction with sleep, early morning headache, nocturnal awakening and ESS score. 
Among health check-up data, there were associations with BMI, abdominal circumference, 
blood pressure, FPG, TG and uric acid, with particularly strong associations for abdominal 
circumference and BMI. 
Conclusion: In the present study around 60% of the subjects required secondary testing 
and treatment was initiated in many of them so it was assumed that there are a large num-
ber of latent SAS patients. Also, the findings suggested that regardless of whether daytime 
sleepiness, or other subjective symptoms are present or not, those tending toward obesity 
with cessation of breathing have a high possibility of SAS and require secondary testing. 

Keywords: simple PSG, sleep apnea syndrome (SAS), respiratory disturbance index (RDI), 
obesity
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喫煙歴がある人間ドック受診者における 
閉塞性換気障害の実態とCT所見との関連についての検討

青山和史　森田博紀　深津 満　山田珠樹

要　約
目的：喫煙歴がある人間ドック受診者における閉塞性換気障害の実態とCT所見との関連を把握する．
方法：2014年4月1日からの1年間で呼吸機能検査を含む人間ドックを受診した35,755例のうち，
非喫煙者と肺の基礎疾患を有する者を除外した14,411例を対象に，閉塞性換気障害を有する症例
を「閉塞性群」（これ以外は「非閉塞性群」），このうち%1秒量80%以上を「軽症閉塞性群」，80%未満
を「中等症以上閉塞性群」とした．各群で性・年齢・喫煙指数を，胸部CT施行624例については気
腫性・気道病変の有無を調査した．
結果：「閉塞性群」は1,480例（10.3%），このうち「軽症閉塞性群」639例（4.4%），「中等症以上閉塞
性群」841例（5.8%）であった．「非閉塞性群」に比べて「閉塞性群」で男性の割合が大きく，年齢・喫
煙指数が高かった．また，「軽症閉塞性群」に比べて「中等症以上閉塞性群」においても男性の割合が
大きく，喫煙指数が高かった．「気腫性・気道病変のいずれかあり」の割合は，「非閉塞性群」539例
中106例（19.7%），「閉塞性群」85例中63例（74.1%）で後者が大きかった．「軽症閉塞性群」40例中
27例（67.5%），「中等症以上閉塞性群」45例中36例（80.0%）で差はなかった．
結論：喫煙歴がある人間ドック受診者の約1割に閉塞性換気障害がみられ，これらでは，CT所見と
して気腫性病変または気道病変を有する割合が高かった．

キーワード 喫煙歴，閉塞性換気障害，CT

はじめに
2013年4月，厚生労働省は「国民の健康の増進

の総合的な推進を図るための基本的な方針（平成
十五年厚生労働省告示第百九十五号）」を改正し
た．2013年度から2022年度までの「二十一世紀
における第二次国民健康づくり運動（健康日本21

（第二次））」を推進するため，その基本的な方向の
一つとして，死亡原因として急速に増加すると予
測される慢性閉塞性肺疾患（chronic obstructive 
pulmonary disease：COPD）を，がん・循環器疾患・
糖尿病とともに，生活習慣を改善して発症を予防
する「一次予防」，合併症の発症や症状の進展等を
予防する「重症化予防」に重点を置いた対策を推進
する疾患とした．また，COPDは，喫煙が最大の
発症要因であるため，禁煙により予防可能である
とともに，早期発見が重要であることから，「認知
度の向上（2011年度：25%，2022年度：80%）」を
第一目標とした 1）．

近年，呼吸機能検査の結果報告として%1秒量
を組み込む方法（1秒率70%未満のうち，%1秒
量（日本呼吸器学会の1秒量予測値に対する比率）
80%以上を「COPD軽症疑い」，80%未満を「COPD
中等症～最重症疑い」）が提唱されており2），日本
人間ドック学会でも2008年に呼吸機能の評価に
%1秒量が導入された（1秒率70%未満かつ%1秒
量80%以上を軽症の閉塞性換気障害，79%以下
を中等症以上の閉塞性換気障害と判定）3）．

これらの概念を踏まえ，喫煙歴を有する人間ドッ
ク受診者において，呼吸機能検査に基づく閉塞性
換気障害の実態と胸部CT所見との関連について
検討したので報告する．

対象および方法
2014年4月1日 か ら2015年3月31日 の1年 間

に，呼吸機能検査を含む人間ドックを受診した
35,755例のうち，問診および胸部エックス線検査

岡崎市医師会公衆衛生センター 連絡先：〒 444-0875 愛知県岡崎市竜美西 1-9-1 
Tel：0564-52-1572　Fax：0564-54-0102
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の結果から非喫煙者および肺に基礎疾患（未治療
のCOPDを除く）を有する者を除外した14,411例
を対象とした．

閉塞性換気障害（1秒率70%未満）を有する症例
（以下，閉塞性群．これ以外は非閉塞性群．）のう
ち，%1秒量が80%以上の症例を「軽症閉塞性群」，
80%未満の症例を「中等症以上閉塞性群」とした．

性別・年齢・喫煙指数（1日平均喫煙本数×喫煙
年数）を調査し，「非閉塞性群」と「閉塞性群」，「軽
症閉塞性群」と「中等症以上閉塞性群」の間で比較
した．

胸部CT検査を施行した624例については，気
腫性病変または気道病変の有無を調査し，同様に
比較した．

さらに，1秒率70%以上である「非閉塞性群」に
ついて，胸部CT検査で気腫性病変と気道病変の
どちらもみられない症例（「非閉塞性CT所見（–）
群」とする）と，気腫性病変または気道病変のいず
れかがみられた症例（「非閉塞性CT所見（+）群」と
する）の間で，同様に性別・年齢・喫煙指数を調
査し，比較した．

呼吸機能検査は，DISCOM-21 FXⅢ（チェスト，
東京）を用い，全例座位で施行した．

胸部CT検査における気腫性病変の有無の調査
は視覚評価法により行い，Goddardの方法 4）で1
点以上（気腫性病変が明らかなものに限る）を「気
腫性病変あり」とした．気道病変については日本呼

吸器学会COPD（慢性閉塞性肺疾患）診断と治療の
ためのガイドライン第4版 5）の「胸部CT」の項で，
COPDの気道病変として記載されている「気道内
腔の狭小化・気道壁の肥厚」と同様の所見が両肺
の広範囲に明らかに認められる場合を「気道病変
あり」とした．

統計解析は，StatMate Ⅳ（アトムズ，東京）を用
いた．χ 2 testおよびMann-Whitney U testを行い，
有意水準は5%未満とした．

本研究は，個人情報の利用について調査対象者
から同意を得たうえで実施した．

結　果
「非閉塞性群」は12,931例（89.7%），「閉塞性群」

は1,480例（10.3%）であった .「閉塞性群」のうち ,
「軽症閉塞性群」は639例（4.4%），「中等症以上閉
塞性群」は841例（5.8%）であった． 

対象および胸部CT検査施行例の基本データを
表1および表2，「非閉塞性群」と「閉塞性群」の比
較を表3，「軽症閉塞性群」と「中等症以上閉塞性群」
の比較を表4に示す．「非閉塞性群」に比べて「閉塞
性群」で男性の割合が大きく，年齢・喫煙指数が
高かった．また，「軽症閉塞性群」に比べて「中等
症以上閉塞性群」においても男性の割合が大きく，
喫煙指数が高かった．

気腫性病変または気道病変のいずれかがみら
れた症例の割合は，非閉塞性群539例中106例

表1　対象（n=14411）の性別，年齢，喫煙指数，呼吸機能

性別
男性 12544（87.0%）
女性 1867（13.0%）

年齢 中央値 57（20-91）

喫煙指数

中央値 420（1-3840）
　現在喫煙者（n=5709，39.6%）
　　中央値 490（1-3840）
　過去喫煙者（n=8702，60.4%）
　　中央値 400（1-3700）

呼吸機能

1秒率（L）
　中央値 79.1（26.9-99.3）
%1秒量（%）
　中央値 92.1（19.7-143.1）

表2 胸部CT施行例（n=624）の性別，年齢，喫煙指数，呼吸
機能，CT所見

性別
男性 580（92.9%）
女性 44（7.1%）

年齢 中央値 61（21-85）

喫煙指数

中央値 525（2-2520）
　現在喫煙者（n=270，43.3%）
　　中央値 620（26-1840）
　過去喫煙者（n=354，56.7%）
　　中央値 440（2-2520）

呼吸機能

1秒率（L）
　中央値 78.0（39.8-98.9）
%1秒量（%）
　中央値 90.8（19.7-135.2）

CT所見

気腫性病変あり 132（21.2%）
気道病変あり 63（10.1%）
気腫性病変または
気道病変のいずれかあり 169（27.1%）



人間ドック　Vol.32  No.4  2017年 53 ( 641 )

表3　非閉塞性群と閉塞性群の比較
非閉塞性群
（n=12931）

閉塞性群
（n=1480） p値

性別
男性 11117（86.0%） 1427（96.4%） <0.001a

女性 1814（14.0%） 53（3.6%）
年齢 中央値 55（20-89） 67（33-91） <0.001b

喫煙指数

中央値 400（0-3700） 705（10-3840） <0.001b

　現在喫煙者（n=5709，39.6%） （n=5114，39.5%） （n=595，40.2%）
　　中央値 460（1-2660） 760（50-3840） <0.001b

　過去喫煙者（n=8702，60.4%） （n=7817，60.5%） （n=885，59.8%）
　　中央値 360（1-3700） 690（10-3500） <0.001b

呼吸機能

1秒率（L）
　中央値 79.8（70.0-99.3） 65.7（26.9-69.9） <0.001b

%1秒量（%）
　中央値 93.3（24.3-143.1） 77.6（19.7-123.7） <0.001b

非閉塞性群
（n=539）

閉塞性群
（n=85） p値

CT所見
気腫性病変あり 75（13.9%） 57（67.1%） <0.001a

気道病変あり 46（8.5%） 17（20.0%） 0.0011a

気腫性病変または気道病変のいずれかあり 106（19.7%） 63（74.1%） <0.001a

a：χ 2 test，b：Mann-Whitney U test

表4　軽症閉塞性群と中等症以上閉塞性群間の比較
軽症閉塞性群
（n=639）

中等症以上閉塞性群
（n=841） p値

性別 男性 607（95.0%） 820（97.5%） 0.0100a

女性 32（5.0%） 21（2.5%）
年齢 中央値 68（31-87） 67（33-91） 0.3039b

喫煙指数

中央値 600（10-3500） 800（10-3840） <0.001b

　現在喫煙者（n=595，40.2%） （n=208，32.6%） （n=387，46.0%）
　　中央値 647.5（100-2400） 800（50-3840） 0.0030b

　過去喫煙者（n=885，59.8%） （n=431，67.4%） （n=454，54.0%）
　　中央値 600（10-3500） 780（10-2400） <0.001b

呼吸機能

1秒率（L）
　中央値 67.0（52.9-69.9） 64.1（26.9-69.9） <0.001b

%1秒量（%）
　中央値 88.1（80.0-123.7） 69.4（19.7-79.9） <0.001b

軽症閉塞性群
（n=40）

中等症以上閉塞性群
（n=45） p値

CT所見
気腫性病変あり 25（62.5%） 32（71.1%） 0.3992a

気道病変あり 5（12.5%） 12（26.7%） 0.1031a

気腫性病変または気道病変のいずれかあり 27（67.5%） 36（80.0%） 0.1891a

a：χ 2 test，b：Mann-Whitney U test

表5　非閉塞性CT所見（-）群と非閉塞性CT所見（+）群の比較
非閉塞性CT所見（–）群

（n=433）
非閉塞性CT所見（+）群

（n=106） p値

性別 男性 398（91.9%） 101（95.3%） 0.2360a

女性 35（8.1%） 5（4.7%）
年齢 中央値 58（21-85） 62（36-79） 0.0079b

喫煙指数

中央値 450（2-1840） 700（80-2450） <0.001b

　現在喫煙者（n=230，42.7%） （n=168，38.8%） （n=62，58.5%）
　　中央値 540（26-1760） 700（264-1840） <0.001b

　過去喫煙者（n=309，57.3%） （n=265，61.2%） （n=44，41.5%）
　　中央値 400（2-1840） 680（80-2450） 0.0001b

呼吸機能

1秒率（L）
　中央値 79.6（70.0-98.9） 76.0（70.1-91.8） <0.001b

%1秒量（%）
　中央値 93.0（61.3-135.2） 87.4（60.7-110.7） 0.0001b

a：χ 2 test，b：Mann-Whitney U test
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（19.7%），閉塞性群85例中63例（74.1%）で後者
が有意に大きかった．また，軽症閉塞性群40例中
27例（67.5%），中等症以上閉塞性群45例中36例

（80.0%）で両群に差はみられなかった .
非閉塞性群CT施行539例のうち，非閉塞性CT

所見（–）群433例，非閉塞性CT所見（+）群106例
の比較を表5に示す．非閉塞性CT所見（–）群に比
べて非閉塞性CT所見（+）群で年齢・喫煙指数が高
く，1秒率・%1秒量が低かった．
 
考　察

欧米では，喫煙者の10～15%に気流閉塞（1秒
率70%未満）がみられ 6），高齢者ではさらに上昇
すると報告されている 7）．我が国の住民調査によ
る大規模なCOPD疫学調査，NICE study（Nippon 
COPD Epidemiology）8）では，40歳以上の10.9%

（喫煙歴がある場合は15.0%）で気流閉塞が認めら
れ，喘息による気流閉塞の影響を除いた場合でも
日本人のCOPD有病率は8.6%と推測されている．
一方で，同調査において気流閉塞が認められた症
例で，すでにCOPDと診断されていたのはわずか
に9.4%（喫煙歴がある場合は11.5%）であったこ
とから，多くのCOPD患者が見過ごされている現
状が指摘されている．

慢性閉塞性肺疾患のためのグローバルイニシア
テ ィ ブ（Global Initiative for Chronic Obstructive 
Lung Disease：GOLD）2011では，症状（呼吸困難，
慢性の咳・痰）や危険因子への曝露歴等でCOPD
を疑い，気管支拡張薬投与後の1秒率が70%未満
の場合にCOPDと診断し，気流閉塞の程度（%1
秒量が80%以上を軽度，50%以上80%未満を中
等度，30%以上50%未満を重度，30%未満を最
重度と分類），症状の重症度，増悪リスク等を総
合的に評価することにより，禁煙を含むCOPDの
治療指針を決めることが重要と述べられており 9），
呼吸機能検査の結果の評価はCOPDを管理するた
めの重要なステップの一つと考えられる．

今回の検 討では，肺に基 礎 疾患（未治療の
COPDを除く）がなく，喫煙歴を有する人間ドッ
ク受診者の10.3%で閉塞性換気障害がみられ（閉
塞性群），胸部CT検査を施行できた範囲では，閉

塞性群において気腫性病変または気道病変のいず
れかがみられた症例は74.1%と有意に高率であっ
た．これらの症例では，COPDの存在が強く疑わ
れることから，従来のように「閉塞性換気障害あり」
と報告するだけではなく，COPDが疑われること
を明確に報告することが重要と考えられる．また，
%1秒量の結果に応じ，対象の4.4%で「軽症の閉
塞性換気障害」，5.8%で「中等症以上の閉塞性換
気障害」と判定されたが，日本呼吸器学会や日本
人間ドック学会が導入している方法に準じて閉塞
性換気障害を評価することにより，気流閉塞の程
度も含めて報告することが重要と考えられる．

また，閉塞性群について，男性・高齢・高い喫
煙指数が関連していた．これに関してNICE study8）

では，40歳以上の男性の16.4%（喫煙歴ありの場
合は17.1%）に気流閉塞（1秒率70%未満）がみられ
たのに対し，女性では5.0%（喫煙歴ありの場合は
7.5%）であったと報告している．また，喫煙の累積
量が多いことは気流閉塞のリスクであること，非
喫煙者を含めた対象では高齢であることも気流閉
塞のリスクであることを述べている．一方，中等
症以上閉塞性群において，高い喫煙指数が関連し
ていた．これに関してOsakaら10）は，喫煙量が多
いほど%1秒量が低下することを示している．この
ような受診者の背景因子は，COPDとその進行度
を認識する際の参考となる可能性がある．

また，閉塞性群について，胸部CT検査で気腫
性病変または気道病変のいずれかがみられた症例
の割合（74.1%）は，病変が明らかなものだけを抽
出した結果であるが，気腫性病変・気道病変とも
にCTを用いたコンピューター処理で検出し，量
的評価が可能とする報告もあり 11-14），これらの方
法を用いれば，さらに高率となった可能性がある．
一方，非閉塞性群で上記CT所見がみられた症例
は19.7%であったが，相澤ら 2）は，1秒率が70%
以上でも%1秒量が100%未満の場合はCOPDへ
移行する可能性があると述べており，今回のサブ
解析で高齢・高い喫煙指数が関連し，%1秒量の
中央値が87.4%であったこれらの症例について
も，今後COPDの発症に注意が必要と思われる．
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結　語
喫煙歴がある人間ドック受診者の約1割に閉塞

性換気障害がみられ，これらでは，CT所見とし
て気腫性病変または気道病変を有する割合が高
かった．

本論文の要旨は第57回日本人間ドック学会学術
大会（2016年，松本）で発表した．
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Study on Association between Present Situation of Obstructive Ventilatory Impairments and 
CT Findings in Persons with History of Smoking in Thorough Health Check-ups 

Kazushi Aoyama, Hiroki Morita, Mitsuru Fukatsu, Tamaki Yamada

Okazaki City Medical Association Public Health Center

Abstract
Objective: To investigate an association between the present situation of obstructive ven-
tilatory impairments and CT findings in persons with a history of smoking.
Methods: From among 35,755 individuals receiving thorough health check-ups includ-
ing lung function tests, those who were non-smokers and those with underlying lung 
disease were excluded leaving 14,411 as subjects. Persons with obstructive ventilatory 
impairments were assigned to an Obstructive group and the others to a Non-obstructive 
group with further division into those with %FEV1 of 80% or higher, termed Mild Ob-
structive, or less than 80%, termed Moderate or More Obstructive. In each group, gender, 
age and smoking index (SI) were investigated and emphysematous or airway lesions were 
investigated in 624 given CT. 
Results: The Obstructive group accounted for 1,480 (10.3%) of the subjects, of whom 
639 (4.4%) were in the Mild Obstructive subgroup and 841 (5.8%) were in the Moderate 
or More Obstructive subgroup. Compared to the Non-obstructive group, the Obstructive 
group had a higher percentage of males as well as a higher age and SI. Compared to the 
Mild Obstructive subgroup, the Moderate or More Obstructive subgroup had a higher 
percentage of males as well as a higher SI. The rates for either emphysematous or airway 
lesions were 106 of 539 (19.7%) in the Non-obstructive group and 63 of 85 (74.1%) in the 
Obstructive group, so the rate in the latter was higher. There was little difference between 
the Mild Obstructive (27 of 40 (67.5%)) and Moderate or More Obstructive subgroups (36 
of 45 (80.0%)).
Conclusion: Obstructive ventilatory impairments were present in approximately 10% of 
persons with a history of smoking and they had a higher rate of either emphysematous or 
airway lesions.

Keywords: history of smoking, obstructive ventilatory impairments, CT
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当施設受診者における動脈硬化危険因子と生活習慣の関連
村上一雄　河村真早　伊与田智子　友澤裕子 

野中由季　増田和子

要　約
目的：動脈硬化危険因子と生活習慣の関連を検討する．
方法：当施設を受診した5,959人のうち，腹囲は男性85cm以上と未満，女性は90cm以上と未満，
高血圧，脂質異常，高血糖は二次検査なし群とあり群の2群に分け，生活習慣との関連をχ 2 検定した．
次に，有意差を認めた生活習慣を独立変数に，各危険因子を従属変数としロジスティック回帰分析を
行った．
結果：χ 2 検定において各動脈硬化危険因子に共通して有意差がみられた生活習慣は，男女とも，｢20
歳からの体重増加10kg以上｣であった．ロジスティック回帰分析の結果，男性では，｢20歳からの体
重増加10kg以上｣はすべての動脈硬化危険因子に，｢夕食後に間食をとることが週に3回以上｣，｢飲
酒頻度｣は高血圧に独立して影響した．｢日常生活において歩行または同等の身体活動を1日1時間以
上実施｣，｢ほぼ同じ年齢の同性と比較して歩く速度が速い｣，｢1年間の体重の増減が±3kg以上｣，｢
人と比較して食べる速度が速い｣，｢就寝前の2時間以内に夕食をとることが週に3回以上｣が腹囲に独
立して影響した．女性においては，｢20歳からの体重増加10kg以上｣はすべての動脈硬化危険因子に，
さらに，｢人と比較して食べる速度が速い｣が腹囲に独立して影響した．
結論：動脈硬化性疾患の予防には，長期的な体重増加の抑制が重要である．

キーワード 動脈硬化危険因子，生活習慣，特定健診，特定保健指導

緒　言
近年，我が国では，食生活や生活環境の変化等

により，虚血性心疾患や脳血管障害などの動脈硬
化性疾患が増加しており，がんとともに死因とし
て重要な位置を占めている．特に，内臓脂肪型肥
満，高血圧，耐糖能異常，脂質代謝異常，喫煙は，
動脈硬化性疾患の重要な危険因子であり，生活習
慣の変化などによりこれらの動脈硬化危険因子が
増加している．これらの危険因子を制御し，動脈
硬化性疾患の発生を低下させることが，我が国の
死亡率，要介護者を減少させ，医療経済的にも改
善をもたらすために大変重要である．このため，
2008年度よりメタボリックシンドローム（MetS）
の概念を導入した特定健診が開始され，リスクの
数に応じて特定保健指導を実施するなど生活習慣
の改善が図られている 1）．また，健康日本21（第
二次）において，国民の健康の増進を推進する方
針として，生活習慣病の発症予防と重症化予防が

掲げられた．このなかで，食生活の改善や運動習
慣の定着等による一次予防に重点を置いた対策
や，合併症の発症や症状の重症化予防に重点を置
いた対策を推進するために，MetSの該当者およ
び予備群の人数，MetSに関係する循環器疾患や
糖尿病，食生活，運動習慣などの生活習慣につい
て，具体的な目標値が示されている 2）．MetSの
予防は，動脈硬化性疾患予防の一つとして重要で
あり，これまでにMetSと生活習慣の関連が検討
され，体重増加，食生活，運動習慣，喫煙や飲酒
などが影響している 3-6）ことが報告されている．

当施設では，動脈硬化性疾患の構成危険因子で
ある内臓脂肪蓄積，高血圧，高血糖，脂質異常に
おいて，受診者のうち約3～10%が二次検査（要
受診，要治療，精密検査）の判定を受けている．
今回，生活習慣病を発症する手前の，二次検査が
必要な受診者に対する保健指導をより有効に行う
ために，生活習慣と動脈硬化危険因子がどのよう

松山赤十字病院  健康管理センター 連絡先：〒 790-8524 愛媛県松山市文京町 1-1 
Tel：089-924-1111　Fax：089-922-6892
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に関連しているかを検討した．特に，特定健診で
は「標準的な質問票」が生活習慣の評価に用いられ
指導に活用されているが，個々の動脈硬化性疾患
の危険因子に対する生活習慣の重要性は強調され
ているものの，系統的に評価する手段があまりな
い．それぞれの施設の担当者が自己の方法で行っ
ているに過ぎない．また，それに関する報告でも，
ランダムな質問項目と危険因子との単相関をみて
いるにすぎず，原因と結果の関係が不明で，交絡
因子により，因果関係が存在しない場合もありう
る．本研究では，客観的で施設間，危険因子間で
も比較可能なMetSに対して使用されている質問
票を動脈硬化危険因子と生活習慣の関係を評価す
る一つの手段として用いて検討比較した．また，
多変量解析も行い，より因果関係を明らかにする
ことを試みた．

対象と方法
対　象

2015年1月から12月までに当施設を受診した
5,959人（ 男 性3,020人（50.7%）， 女 性2,939人

（49.3%），（年齢22～89歳）を対象とした．対象
者の臨床的特徴を表1に示す．
動脈硬化危険因子の判定基準

内臓脂肪蓄積の判定には腹囲（男性85cm以上，
女性90cm以上）を用いた．当施設における高血圧，
脂質異常，高血糖の二次検査受診判定基準は次の
とおりである．高血圧は，収縮期血圧150mmHg
以上かつ /または拡張期血圧95mmHg以上，脂質
異常は，総コレステロール240mg/dL以上，中性
脂肪300mg/dL以上，HDLコレステロール34mg/

dL未満，LDLコレステロール160mg/dLのいずれ
かに該当，高血糖は空腹時血糖126mg/dL以上か
つ /またはHbA1c6.5%以上である．これらの基
準を高血圧，脂質異常，高血糖の判定に用いた．
なお，治療中の者は除外した．

当施設の保健指導・事後措置の判定基準はおお
むね日本人間ドック学会の判定区分に準拠してい
るが，より早期から生活習慣の改善を確実に行い
放置されないようにするため，脂質，血圧，血糖値
の日本人間ドック学会の判定区分Cに相当する区
分を二つの区分に分割して，後半のC区分に該当
する受診者には生活指導を受けるための受診勧奨
を行っており，D区分の要治療でも要精査でもない
生活指導のための受診を勧める区分を設けている．
生活習慣

標準的な健診・保健指導プログラム改訂版で示
されている「標準的な質問票」（以下，質問票）を使
用して，受診者の生活習慣の評価を行った．質
問票のうち，生活習慣に関する質問項目につい
て，動脈硬化危険因子との関連を検討した．検討
した質問項目は，｢喫煙｣（現在，たばこを習慣的
に吸っている），｢体重｣2項目（『20歳の時の体重
から10kg以上増加』『この1年間で体重の増減が±
3kg以上』），｢運動習慣｣3項目（『1回30分以上の
軽く汗をかく運動を週2日以上，1年以上実施』『日
常生活において歩行または同等の身体活動を1日
1時間以上実施』『ほぼ同じ年齢の同性と比較して
歩く速度が速い』），｢食生活｣4項目（『人と比較し
て食べる速度が速い』『就寝前の2時間以内に夕食
をとることが週に3回以上』『夕食後に間食（3食以
外の夜食）をとることが週に3回以上』『朝食を抜

表1　対象者の臨床的特徴
男性 女性 計

人数（人） 3020 2939 5959
年齢（歳） 53.3 ± 11.0 51.0 ± 10.4 52.2 ± 10.8
BMI 24.0 ± 3.4 22.0 ± 3.5 23.0 ± 3.6
腹囲（cm） 84.5 ± 9.1 77.4 ± 9.4 81.0 ± 9.9
収縮期血圧（mmHg） 121.0 ± 16.9 112.9 ± 16.8 117.0 ± 17.3
拡張期血圧（mmHg） 77.2 ± 12.6 68.5 ± 11.7 72.9 ± 12.9
中性脂肪（mg/dL） 134.4 ± 105.5 81.9 ± 47.3 108.5 ± 86.2
HDL-C（mg/dL） 55.3 ± 13.8 68.9 ± 15.4 62.0 ± 16.1
LDL-C（mg/dL） 120.7 ± 29.5 119.9 ± 30.4 120.3 ± 29.9
空腹時血糖（mg/dL） 106.6 ± 21.3 97.0 ± 12.6 102.0 ± 18.3
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くことが週に3回以上』），｢飲酒｣（『飲酒頻度』『飲
酒日の1日あたりの飲酒合計量』）である．
解析方法

腹囲を男性85cm以上，女性90cm以上，高血
圧，脂質異常，高血糖は二次検査なし群と二次検
査あり群の2群に分類し，生活習慣に関する質問
項目との関連をそれぞれχ 2 検定した．次に，χ 2

検定で有意差を認めた質問項目を独立変数に，各
動脈硬化危険因子を従属変数にしてロジスティッ
ク回帰分析を行い，動脈硬化危険因子に独立して
影響している質問項目を求めた．統計解析ソフト
は，SPSS ver11.0 for Windows（日本アイ・ビー・
エム，東京）を用いた．有意水準はp＜0.05とした．

なお，本研究は，松山赤十字病院の看護研究倫
理審査会の承認を得た．また，「疫学研究に関す
る倫理指針」に従い，受診者から承諾を得た．

結　果
体　格

腹囲は，男性85cm以上は1,355人（44.9%）お
よび女性90cm以上は293人（10.0%），基準未満
は男性1,665人（55.1%），女性2,646人（90.0%）
であった．

二次検査判定結果
二次検査受診を指示された受診者は，男性で高

血圧202人（6.7%），脂質異常617人（20.4%），高
血糖170人（5.6%）で，女性で高血圧74人（2.5%），
脂質異常618人（21.0%），高血糖43人（1.5%）で
脂質異常が最も多かった．二次検査なしは，男
性 で 血 圧 値2,087人（69.1%）， 脂 質 値1,957人

（64.8%），血糖値2,655人（87.9%），女性で血圧
値2,551人（86.8%）， 脂 質 値2,018人（68.7%），
血糖値2,844人（96.8%）で高血糖が最も多かった．
動脈硬化危険因子と生活習慣に関する質問項目の
関連

腹囲，高血圧，脂質異常，高血糖の動脈硬化
危険因子と生活習慣に関する質問項目の関連を，
表2～5に示す．腹囲の増加は，男性では，｢20
歳の時の体重から10kg以上増加｣，｢1回30分以
上の軽く汗をかく運動を週2日以上，1年以上実
施｣，｢日常生活において歩行または同等の身体
活動を1日1時間以上実施｣，｢ほぼ同じ年齢の同
性と比較して歩く速度が速い｣，｢この1年間で体
重の増減が± 3kg以上｣，｢人と比較して食べる速
度が速い｣，｢就寝前の2時間以内に夕食をとるこ
とが週に3回以上｣，｢夕食後に間食をとることが

表2A　腹囲と有意な関連を認めた生活習慣に関する質問項目（χ 2検定）（男性）
腹囲

85cm未満 85cm以上
有意差n=1665 n=1355

人数（%） 人数（%）
20歳の体重から10kg以上増加 386（23.2） 1050（77.5） p<0.001
1回30分以上の運動を週2回以上，1年以上 651（39.1） 396（29.2） p<0.001
日常生活で歩行または同等の身体活動を1日1時間以上 701（42.1） 410（30.3） p<0.001
歩く速度が速い 844（50.7） 604（44.6） p<0.005
1年間の体重の増減が± 3kg以上 330（19.8） 469（34.6） p<0.001
人と比較して食べるのが速い 765（45.9） 847（62.5） p<0.001
就寝前2時間以内の夕食が週に3回以上 512（30.8） 505（37.3） p<0.001
夕食後に間食をとる 258（15.5） 248（18.3） p<0.001

表2B　腹囲と有意な関連を認めた生活習慣に関する質問項目（χ 2検定）（女性）
腹囲

90cm未満 90cm以上
有意差n=2646 n=293

人数（%） 人数（%）
20歳の体重から10kg以上増加 472（17.8） 234（79.9） p<0.001
1回30分以上の運動を週2回以上、1年以上 320（12.1） 54（18.4） p<0.005
1年間の体重の増減が± 3kg以上 588（22.2） 118（40.3） p<0.001
人と比較して食べるのが速い 1118（42.3） 183（62.5） p<0.001
就寝前2時間以内の夕食が週に3回以上 634（24.0） 87（29.7） p<0.05
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週に3回以上｣に有意差を認めた（表2A）．女性で
は，｢20歳の時の体重から10kg以上増加｣，｢1回
30分以上の軽く汗をかく運動を週2日以上，1年
以上実施｣，｢この1年間で体重の増減が± 3kg以
上｣，｢人と比較して食べる速度が速い｣，｢就寝
前の2時間以内に夕食をとることが週に3回以上
｣に有意差を認めた（表2B）．高血圧は，男性で
は，｢20歳の時の体重から10kg以上増加｣，｢夕
食後に間食をとることが週に3回以上｣，｢飲酒頻
度｣に有意差を認めた（表3A）．女性では，｢20歳
の時の体重から10kg以上増加｣に有意差を認め
た（表3B）．脂質異常は，男性では，｢喫煙習慣｣，
｢20歳の時の体重から10kg以上増加｣，｢就寝前

の2時間以内に夕食をとることが週に3回以上｣，
｢夕食後に間食をとることが週に3回以上｣，｢朝
食を抜くことが週に3回以上｣に（表4A），女性で
は，｢20歳の時の体重から10kg以上増加｣，｢ほ
ぼ同じ年齢の同性と比較して歩く速度が速い｣に
有意差を認めた（表4B）．高血糖は男性では，｢喫
煙習慣｣，｢20歳の時の体重から10kg以上増加｣，
｢飲酒頻度｣に（表5A）．女性では，｢20歳の時の
体重から10kg以上増加｣，｢飲酒頻度｣に有意差を
認めた（表5B）．各動脈硬化危険因子に共通して
いたのは，｢20歳の時の体重から10kg以上増加｣
であった．

表3A　高血圧と有意な関連を認めた生活習慣に関する質問項目（χ 2検定）（男性）
高血圧

二次検査なし 二次検査あり
有意差n=2087 n=202

人数（%） 人数（%）
20歳の体重から10kg以上増加 892（42.7） 112（55.4） p<0.005
夕食後の間食が週に3回以上 355（17.0） 22（10.9） p<0.05
飲酒頻度（毎日） 741（35.5） 101（50.0）

p<0.001飲酒頻度（時々） 750（35.9） 56（27.7）
飲酒頻度（ほとんど飲まない） 596（28.6） 45（22.3）

表3B　高血圧と有意な関連を認めた生活習慣に関する質問項目（χ 2検定）（女性）
高血圧

二次検査なし 二次検査あり
有意差n=2551 n=74

人数（%） 人数（%）
20歳の体重から10kg以上増加 541（21.2） 26（35.1） p<0.01

表4A　脂質異常と有意な関連を認めた生活習慣に関する質問項目（χ 2検定）（男性）
脂質異常

二次検査なし 二次検査あり
有意差n=1957 n=617

人数（%） 人数（%）
現在、たばこを習慣的に吸う 520（26.6） 211（34.2） p<0.001
20歳の体重から10kg以上増加 825（42.2） 343（55.6） p<0.001
就寝前2時間以内の夕食が週に3回以上 659（33.7） 239（38.7） p<0.05
夕食後に間食をとる 308（15.7） 121（19.6） p<0.05
朝食を抜く 360（18.4） 137（22.2） p<0.05

表4B　脂質異常と有意な関連を認めた生活習慣に関する質問項目（χ 2検定）（女性）
脂質異常

二次検査なし 二次検査あり
有意差n=2018 n=618

人数（%） 人数（%）
20歳の体重から10kg以上増加 437（21.7） 158（25.6） p<0.05
歩く速度が速い 796（39.4） 260（42.1） p<0.001
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ロジスティック回帰分析結果
χ 2 検定にて有意差を認めた質問項目を独立変

数に，各動脈硬化危険因子を従属変数にしてロ
ジスティック回帰分析を行った（表6）．ロジス
ティック回帰分析の結果，男性では，｢20歳から
の体重増加10kg以上｣はすべての動脈硬化危険
因子に，｢夕食後に間食をとることが週に3回以
上｣，｢飲酒頻度｣は高血圧に有意に二次検査受診

を要する確率を独立して増加させていた．｢日常
生活において歩行または同等の身体活動を1日1
時間以上実施｣，｢ほぼ同じ年齢の同性と比較して
歩く速度が速い｣，｢1年間の体重の増減が± 3kg
以上｣，｢人と比較して食べる速度が速い｣，｢就寝
前の2時間以内に夕食をとることが週に3回以上
｣が腹囲に有意に二次検査受診を要する確率を独
立して増加させていた．女性においては，｢20歳

表5A　高血糖と有意な関連を認めた生活習慣に関する質問項目（χ 2検定）（男性）
高血糖

二次検査なし 二次検査あり
有意差n=2655 n=170

人数（%） 人数（%）
現在、たばこを習慣的に吸う 721（27.2） 49（28.8） p<0.01
20歳の体重から10kg以上増加 1208（45.5） 110（64.7） p<0.001
飲酒頻度（毎日） 1034（38.9） 73（42.9）

p<0.001飲酒頻度（時々） 924（34.8） 53（31.2）
飲酒頻度（ほとんど飲まない） 697（26.3） 44（25.9）

表5B　高血糖と有意な関連を認めた生活習慣に関する質問項目（χ 2検定）（女性）
高血糖

二次検査なし 二次検査あり
有意差n=2844 n=43

人数（%） 人数（%）
20歳の体重から10kg以上増加 653（23.0） 25（58.1） p<0.001
飲酒頻度（毎日） 326（11.5） 5（11.6）

p<0.001飲酒頻度（時々） 874（30.7） 8（18.6）
飲酒頻度（ほとんど飲まない） 1644（57.8） 30（69.8）

表6A　各MetS構成リスク因子に独立して有意に影響した生活習慣に関する質問項目（男性）
　　　  （ロジスティック回帰分析）
従属変数 独立変数 有意差

高血圧
20歳の体重から10kg以上増加 p<0.001
夕食後の間食が週に3回以上 p<0.05
飲酒頻度 p<0.005

脂質異常 20歳の体重から10kg以上増加 p<0.001
高血糖 20歳の体重から10kg以上増加 p<0.001

腹囲

20歳の体重から10kg以上増加 p<0.001
日常生活で歩行または同等の身体活動を1日1時間以上 p<0.005
歩く速度が速い p<0.001
1年間の体重の増減が± 3kg以上 p<0.005
人と比較して食べるのが速い p<0.001
就寝前2時間以内の夕食が週に3回以上 p<0.01

表6B　各MetS構成リスク因子に独立して有意に影響した生活習慣に関する質問項目（女性）
　　　  （ロジスティック回帰分析）
従属変数 独立変数 有意差

高血圧 20歳の体重から10kg以上増加 p<0.01
脂質異常 20歳の体重から10kg以上増加 p<0.005
高血糖 20歳の体重から10kg以上増加 p<0.001

腹囲
20歳の体重から10kg以上増加 p<0.001
人と比較して食べるのが速い p<0.001
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からの体重増加10kg以上｣はすべての動脈硬化
危険因子に，さらに，｢人と比較して食べる速度
が速い｣が腹囲に有意に二次検査受診を要する確
率を独立して増加させていた．

考　察
本研究では，当施設で健診を受けた受診者のう

ち，要二次検査になった者の生活習慣と動脈硬化
危険因子の関連を検討した．

我々が検索し得た範囲では，MetSや動脈硬化
危険因子と生活習慣の関連を検討した既報の文献
には，多変量解析や生存時間分析を行ったものが
みあたらず，今回，従属変数（動脈硬化危険因子）
および独立変数（生活習慣）をカテゴリー化し，ロ
ジスティック解析を用いて多変量解析を行い，因
果関係を明らかにし，また交絡因子を可能な限り
排除し，因果関係のない無意味な相関関連を排除
することを試みた．質問項目とMetSとの間のエビ
デンスとは本研究のように，各MetS因子4つと質
問項目の関連をすべてみているのか，MetS診断基
準と質問項目個々の関連をみているのか，あるい
はMetS診断基準と質問項目全体のスコアなどの
みとの関連のみをみているのか不明であった．し
がたって本研究で，危険因子と質問項目のすべて
の組み合わせについて，χ 2 検定を行い，ついで有
意差を認めたものに，上記のロジスティック回帰
分析を用いて，無意味な関連を排除することを試
みた．

当施設の受診者において，要二次検査の判定が
最も多いのは脂質異常であった．2015年度愛媛
県県民健康調査によると，男性は50歳未満，女
性は70歳未満が，脂質エネルギー比率が25%を
越えていると報告されている 7）．本研究の対象者
の年齢をみると，40～50歳の成人期が63%を占
めており，そのような県民の食生活を反映してい
ることが考えられる．

ロジスティック回帰分析の結果，要二次検査に
なった受診者の生活習慣において，動脈硬化危険
因子すべてに独立して関連がみられたのは，｢20
歳の時の体重から10kg以上増加｣であった．質問
票の記入は，自己申告であるため記憶が不正確な

場合が考えられるが，過少申告であったとしても
相応の増加があったと考えられる．MetSは，内
臓脂肪型肥満を基盤に高血圧，脂質異常や耐糖能
異常を合併するが，本研究の結果は，内臓脂肪
の増加を引き起こす肥満や長期的な体重増加の
抑制が重要であることを示している．溝下らは，
MetS該当者と予備群には長期的な体重の増加が
関連しており，MetSの予防または改善の対策と
して体重増加の抑制は優先順位が高い 6）と報告し
ている．さらに，体重の減少により血圧，脂質代謝，
肝機能の諸データが有意に改善する 8,9）ことも報
告されていることから，肥満や20歳の時から体
重が10kg以上増加している者へは生活習慣改善
のための支援が必要と考えられる．今回の研究に
おいて，腹囲は男女ともに，｢20歳の時の体重か
ら10kg以上増加｣，｢1回30分以上の軽く汗をか
く運動を週2日以上，1年以上実施｣，｢この1年間
で体重の増減が±3kg以上｣，｢人と比較して食べ
る速度が速い｣，｢就寝前の2時間以内に夕食をと
ることが週に3回以上｣が関連していたが，これま
でにも摂取エネルギー過多や身体活動不足，遅い
時間の夕食，食べる速度が速い，外食頻度，野菜
摂取量が少ないなどの生活習慣が体重増加につな
がる 1,3-6）ことが指摘されている．また，曽我らは，
30歳代において食習慣の乱れとMetSを構成する
リスクの保有に関連がある 10）と報告しており，望
ましくない生活習慣が増えるほど腹囲は増加傾向
となる 11）ことを考えると，長期的な体重増加を予
防するためには，特定健診対象年齢より前の成人
若年期からの働きかけも必要と思われる．

今回の研究で，｢飲酒頻度｣は，男性では高血圧，
高血糖に，女性では高血糖に関連がみられた．大
量飲酒は脂質，糖代謝に著しい影響を及ぼす一方，
適正飲酒はHDLコレステロールの上昇，インス
リン抵抗性の改善，心血管疾患の発症リスクの低
下などの効果が指摘されている．しかし，慢性飲
酒は，肥満の助長や高血圧発症のリスクとなり，
肥満があると脂肪肝を合併しやすく，肝の脂肪化
はインスリン抵抗性の惹起，血圧上昇，動脈硬化
促進を招く 12）．飲酒がMetSの発症を促進させる
かは明らかではないが，男性において特定保健指
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導対象者は非対象者と比較して有意にアルコール
摂取量が高い 4）という報告もあり，飲酒頻度や飲
酒量を適正にすることは，MetSの発症予防や改
善の対策として有効であると考えられる．さらに，
喫煙者には過量飲酒が多い 13）という報告があり，
飲酒習慣がある者については喫煙習慣も合わせて
注意しておく必要がある．今回の結果で，｢喫煙｣
はロジスティック回帰分析では有意差はみられな
かったが，χ 2 検定にて男性において脂質異常と高
血糖に関連がみられた．喫煙は，動脈硬化の独立
した危険因子であり，喫煙による身体への影響と
して血管内皮障害，糖代謝障害，脂質代謝障害や
内臓脂肪増加などが指摘されている．また，1日
21～30本の喫煙者は，非喫煙者に比べMetS発症
のリスクが1.5倍高くなるという報告がある 1,13）．
現在の日本人の喫煙者の割合は19.6%で，2010
年以降横ばいである．また，飲酒状況をみると，
生活習慣病のリスクを高める量を飲酒している
者の割合は，2010年から男女ともに増えており，
年齢別にみると男性は40歳以上，女性は20～60
歳の各年代で増加傾向にある 14）．生活習慣病予防
に向けて，体重と同様に，節度ある飲酒および禁
煙についても若い世代から働きかけていくことが
望ましいと考えられる．

今回の研究の限界として，まず，他の二次検査
受診判定基準を用いた場合の結果の再現性につい
ては確認できていない．これらの限界はあるもの
の，保健指導において焦点とすべき項目が整理さ
れた．社会環境や個人のライフスタイルが多様化
し，体重増加の要因も一様ではない．また，毎日
の生活習慣を変えることは容易ではないが，動脈
硬化性疾患予防に関して明らかにされるエビデン
スを活用しながら，生活習慣改善につながる指導
を向上させて，動脈硬化性疾患の発症を予防し，
健康寿命を延伸することが必要と思われる．

結　語
本研究は，当施設受診者のうち，要二次検査

になった者の生活習慣と動脈硬化危険因子の関
連を検討した．その結果，｢20歳の時の体重から
10kg以上増加｣，｢飲酒頻度｣，｢就寝前の2時間

以内に夕食をとることが週に3回以上｣，｢人と比
較して食べる速度が速い｣が関連していた．MetS
や生活習慣病の発症予防や改善のために，体重増
加の抑制，飲酒習慣の改善について支援すること
の重要性が示唆された．

利益相反
本論文の内容における利益相反はない．

文　献
1） 厚生労働省：標準的な健診・保健指導プログラム（確定版）．

http://www.mhlw.go.jp/bunya/shakaihosho/iryouseido01/
info03a.html ［2016.12.20］

2） 厚生労働省：「国民の健康の増進の総合的な推進を図
るための基本的な方針」の全部改正について．http://
www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002eyv5 .html

［2017.10.13］
3） 小椋真佐子，長島淳子，飯田 香ほか：メタボリックシン

ドロームに関連する生活習慣の検討．人間ドック 2011；
25：803-810．

4） 大屋純子，中神朋子，佐々木敏ほか：特定健診・特定保
健指導区分からみた栄養摂取状況 ,運動習慣の特徴 :栗橋
ライフスタイルコホート研究データの検討．日病態栄会
誌 2011；14：25-32．

5） 西岡亜季，植田真知，松浦仁美ほか：職域男性の肥満・
高血圧・脂質異常と食生活との関連－愛媛県愛南町地域
診断モデル事業の取り組みから－．厚生の指標 2016；
63：26-32．

6） 溝下万里恵，赤松利恵，山本久美子ほか：メタボリック
シンドロームと生活習慣および体重変化の関連の検討．
栄養誌 2012；70：165-172．

7） 愛 媛 県： 平 成27年 度 愛 媛 県 県 民 健 康 調 査．2016，
https://www.pref.ehime.jp/h 25500 /kenkou/kenjou/
kenmin27.html [2016.12.20]

8） 今渡龍一郎，小川雅克，濱生由衣ほか：特定保健指導に
よる諸指標変化の検討．人間ドック 2011；26：44-50．

9） 笠松亜希，奥山 恵，小山由香里ほか：特定保健指導実施
後の体重と腹囲の減少による検査データの変化．人間ドッ
ク 2010；25：77-83．

10） 曽我洋二，白井千香，伊地智昭浩：成人若年期の生活習
慣とメタボリックシンドロームに係わるリスクの保有と
の関連  神戸市若年期健康診査のデータを用いて．日公衛
誌2013；60：98-106．

11） 兼定祐里，西河浩之，増田陽子ほか：特定健診の標準的
な質問票を利用した生活習慣及び性差を考慮した腹囲減
少への指導に向けて．日病態栄会誌 2015；18：91-97．

12） 岩佐元雄：アルコールとメタボリックシンドローム．医
のあゆみ 2015；254：939-943．

13） 中村正和：禁煙を科学する メタボリック症候群と禁煙．
呼吸2014；33：353-359．

14） 厚生労働省：平成26年国民健康・栄養調査結果の概
要．http://www.mhlw.go.jp/file/ 04 -Houdouhappyou-
10904750 -Kenkoukyoku-Gantaisakukenkouzoushin
ka/0000117311.pdf ［2016.12.20］

（論文受付日：2017.1.31　論文採択日：2017.10.13）



人間ドック　Vol.32  No.4  2017年64 ( 652 )

Association between Risk Factors of Atherosclerosis and Lifestyle

Kazuo Murakami, Masa Kawamura, Tomoko Iyota, Yuuko Tomozawa, 
Yuki Nonaka, Kazuko Masuda 

Matsuyama Red Cross Hospital, Department of Health Care and Preventive Medicine

Abstract
Objective: We investigated an association between risk factor components of metabolic 
syndrome in Japan and lifestyle habits. 
Methods: 5,959 subjects who visited our hospital for a health check-up were studied. We 
divided them into two groups according to the abdominal circumferences in the Japanese 
criteria for metabolic syndrome or by recommended/not recommended to undergo sec-
ondary examination based on risk factors such as hypertension, hyperlipidemia and hyper-
glycemia. Differences in lifestyle habits determined from the Specific Health Examination 
question sheet were compared between the 2 risk factor component groups by the χ2 test. 
Then, we performed logistic regression analysis using lifestyle habits that were significantly 
associated with risk factors as independent variables and risk factor components as depen-
dent variables.
Result: By the χ2 test, “body weight gain of more than 10 kg since 20 years old” was signifi-
cantly associated with all the atherosclerotic risk factors for males and females. “Drinking 
frequency” was significantly associated with hypertension and hyperglycemia for males and 
hyperglycemia for females. “Supper within two hours before going to bed and snack after 
supper more than three times per week” was significantly associated with hyperlipidemia 
and increased abdominal circumference. By logistic regression analysis, “body weight gain 
of more than 10 kg since 20 years old” affected all the risk factors.
Conclusion: Controlling body weight is important in preventing atherosclerotic cardiovas-
cular diseases. 

Keywords: atherosclerotic risk factors, lifestyle, Specific Health Examination, Specific 
Health Guidance 
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胃がんリスク評価ABC分類のA群における 
上部消化管内視鏡所見とHelicobacter pylori感染の状態の検討

遠藤日登美 1）　松本さやか 1）　須藤 梢 2）　森藤由記 2）　安原ひさ恵 2）

秋田光洋 2）　神野秀基 2）　幡 英典 2）　今川 敦 3）　中津守人 1,2）

要　約
目的：胃がんリスク評価ABC分類の結果と上部消化管内視鏡検査（以下，EGD）の所見を比較し，
Helicobacter pylori（以下，HP）感染の状況を検討する．
方法：21ヵ月間にABC分類とEGDを実施したA群345症例を対象とした．それらについて，木村・
竹本分類に基づいた内視鏡的萎縮変化，および胃炎の京都分類の胃がんリスクの内視鏡所見スコア

（以下，胃炎の京都分類スコア）からスコア0点をHP未感染群，スコア1～8点をHP感染群（除菌後
も含む）に分類し血清HP抗体と血清ペプシノゲン（以下，PG）値について検討を行った．
結果：A群345人の内視鏡画像から，木村・竹本分類で萎縮ありは7.2%，胃炎の京都分類スコア
でHP感染群は7.5%であった．血清HP抗体＜3U/mLの307人の内視鏡画像から，木村・竹本分
類の萎縮ありは2.0%，胃炎の京都分類スコアのHP感染群も2.0%であった．胃炎の京都分類スコ
アでのHP感染群とHP未感染群の検討では，血清PGⅡ値で有意差が認められた．
結論：ABC分類でA群に分類されていても，内視鏡画像で木村・竹本分類から胃粘膜萎縮，および
胃炎の京都分類スコアから胃HP感染群の存在が示唆された．HP感染はABC分類単独で診断せず
血清PGⅡ値を参考にし，また，内視鏡診断を併用して胃がんリスクを評価することが望ましい．

キーワード Helicobacter pylori，ABC分類，胃炎の京都分類，血清HP抗体陰性高値 

はじめに
2013年2月から，内視鏡検査において胃炎の確

定診断がなされた患者に対するHelicobacter pylori 
（以下，HP）感染の診断および治療が保険適応とな
り，人間ドック受診者のHP感染の有無に対する
関心が高まってきた．胃がんリスク評価ABC分類

（以下，ABC分類）にてA群と分類された症例のな
かに，上部消化管内視鏡検査（以下，EGD）では胃
粘膜萎縮を認める症例が散見される．日本ヘリコ
バクター学会から血清HP抗体陰性高値の取り扱
いについての注意喚起が出され，血清HP抗体陰
性高値の症例では他の検査方法の判定結果等を追
加するなど慎重な対応 1）を求められていた．2016
年9月に，ABC分類運用ワーキンググループから
E-プレート‘栄研’H.ピロリⅡを用いた場合，血清
HP抗体のカットオフ値を3U/mL未満としたABC
分類2016年度改訂版「胃がんリスク層別化検査」

の提案が出され，2017年4月よりABC分類が「胃
がんリスク層別化検査」2）と名称も新しくなった．

当院では病院併設型の健康管理センターで，
2014年4月1日よりABC分類を健診のオプション
として導入した．ABC分類のA群の症例を対象に，
内視鏡画像から木村・竹本分類に基づいた内視鏡
的萎縮変化，および胃炎の京都分類の胃がんリス
クの内視鏡所見のスコア（以下，胃炎の京都分類
スコア）3）からHP未感染群とHP感染群について
血清HP抗体，血清ペプシノゲン（以下，PG）値に
ついて検討を行った．

対象と方法
2014年4月から2015年12月までの21ヵ月間に

オプションでABC分類を571人に行った．A群と
診断された413人のうちEGDを併用した345人を
対象とした．

1）三豊総合病院  健康管理センター・内科 
2）三豊総合病院  消化器科 
3）今川内科医院

連絡先：〒 769-1695 香川県観音寺市豊浜町姫浜 708 番地 
Tel：0875-52-3366　Fax：0875-52-4936
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ABC分類は，希望者に窓口で「ABC分類アン
ケート」を実施している．「ABC分類アンケート」
では，①食道・胃・十二指腸疾患で治療中である，
②胃酸分泌抑制薬を内服している，③胃を切除し
ている，④腎不全がある，⑤過去にピロリ菌を除
菌したことがある，この5項目すべてに該当しな
い場合にABC分類を実施可能としている．判定は
胃がんリスク検診（ABC分類検診）マニュアル 4）に
準じた．血清HP抗体測定はEプレート’栄研’H.ピ
ロリ抗体Ⅱ（栄研化学，東京）を使用し，カットオ
フ値は10U/mL以上で陽性とした．血清PGⅠ・
Ⅱ値はルミパルスプレスト ペプシノゲンⅠ・Ⅱ

（富士レビオ，東京）を用いてCLEIA法で測定し，
PGⅠ≦70ng/mLかつPGⅠ/Ⅱ≦3を陽性のカッ
トオフ値とした．また，血清HP抗体＜10U/mL，
≧3U/mLの場合を血清HP抗体陰性高値と定義
し，その頻度を検討した．内視鏡画像では木村・
竹本分類5）C-0・C-1を萎縮なし，C-2・C-3を
軽度萎縮，O-1・O-2・O-3を高度萎縮とした．
そして，胃炎の京都分類スコアから，スコア0点
をHP未感染群，スコア1-8点をHP感染群（除菌
後も含む）に分類し，血清HP抗体，血清PGⅠ値・
PGⅡ値・PGⅠ/Ⅱ比と検討を行った．

なお，本研究は当施設倫理委員会の承諾のもと，
対象者に同意を得たうえで行った．

結　果
全体571人（平均年齢54.7±11.1歳）のうち，A

群が413人（全体の72.3%，平均年齢53.8±10.7
歳）であった（表1，図1）．A群全体の345人中，
血清HP抗体陰性高値は38人（11.0%）であった．

内視鏡画像から木村・竹本分類では，萎縮なし
が320人（92.8%），軽度萎縮が12人（3.5%），高
度萎縮が13人（3.8%）であった．それぞれにHP
抗体陰性高値は萎縮なしの19人（5.9%），萎縮あ
りの19人（76.0%）に認めた．血清HP抗体＜3U/
mLの307人中，木村・竹本分類の萎縮ありは6人

（2.0%）であった（表2）．
胃炎の京都分類スコアでは，HP未感染群319

人（92.5%），HP感 染 群26人（7.5%）で あ っ た．
HP未感染群319人中，HP抗体陰性高値は18人

（5.6%），HP感染群26人中，血清HP抗体陰性高
値は20人（76.9%）であった．血清HP抗体＜3U/
mLの307人中，HP感染群は6人（2.0%）であった

（表3）．
胃炎の京都分類スコアと木村・竹本分類に基づ

く内視鏡的萎縮の関係では，胃炎の京都分類スコ
アがHP未感染の319人はすべて，木村・竹本分
類で萎縮なしであった．HP感染群で萎縮なしは
1人，萎縮ありは25人であった（表4）．胃炎の京
都分類スコアではHP感染群だが，木村・竹本分

表１　ABC分類各群の胃がん検診の状況
A群 B群 C群 D群 合計

EGD（人） 345 54 80 6 485
胃Xp（人） 37 5 7 3 52
画像なし（人） 31 1 2 0 34
合計（人） 413 60 89 9 571
平均年齢（歳） 53.8 55.9 57.9 57.4 54.7
標準偏差 10.7 9.4 10.2 10.4 10.5
21ヵ月：2014年4月1日～2015年12月31日

図1　ABC分類受診者の割合

表2　木村・竹本分類に基づく内視鏡的萎縮に対応した血清HP抗体価
萎縮なし 萎縮あり

合計（人）
（C-1まで）（人） 軽度萎縮 （C-2，C-3）（人） 高度萎縮（O-1～3）（人）

HP抗体＜3U/mL 301 3 3 307
HP抗体陰性高値 19 9 10 38

合計 320 12 13 345
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類で萎縮なしであった1症例は木村・竹本分類で
C-1の萎縮があり，血清HP抗体は8U/mL，血清
PGⅠ 97ng/mL，PGⅡ 26.2ng/mL，PGⅠ/Ⅱ 比 
3.7であった．

A群の年齢階層別の血清HP抗体＜3U/mLと血
清HP抗体陰性高値の人数の割合から，血清HP
抗 体陰 性 高 値では30～39歳10.7%，40～49歳
5.3%，50～59歳7.8%に 対 し60～69歳17.8%，
70～79歳20%と高い傾向にあった（表5）．

A群の年齢階層別の胃炎の京都分類スコアか
らHP感染群の人数の割合では30～39歳 3 .6%，
40～49歳 1.1%に対し50～59歳 7.8%，60～69歳 

10.0%，70～79歳 23.3%と高い傾向にあった（表6）．
胃炎の京都分類の胃がんリスクの内視鏡所見ス

コアでのHP感染群とHP未感染の血清PG値の
結果は，血清PGⅠ値はHP感染群33.4±21.4ng/
mL，HP未感染群43.0±22.0ng/mL，血清PGⅡ
値はHP感染群7.7±4.6ng/mL，HP未感染群8.4
±3.7ng/mL，PGⅠ/Ⅱ比はHP感 染 群4.4±1.0，
HP未感染群5.2±1.0であり，Mann–Whitneyの
U検定を使用しp＜0.05を有意差ありとすると
PGⅡ値ではp=0.0323と有意差が認められたが，
PGⅠ値とPGⅠ/Ⅱ比では有意差が認められな
かった（図2）．

表3　胃炎の京都分類の胃がんリスクの内視鏡所見スコアと血清HP抗体価
HP未感染群
スコア0（人）

HP感染群
スコア1～8（人） 合計（人）

HP抗体＜3U/mL 301 6 307
HP抗体陰性高値 18 20 38

合計 319 26 345

表4　胃炎の京都分類の胃がんリスクの内視鏡所見スコアと木村・竹本分類に基づく内視鏡的萎縮
胃炎の京都分類の胃がんリスクの内視鏡所見スコア

HP未感染群
スコア0（人）

HP感染群
スコア1～8（人） 合計（人）

木村・竹本
分類

萎縮なし 319 1 320
軽度萎縮 0 12 12
高度萎縮 0 13 13
合計 319 26 345

表5　A群の年齢階級別の血清HP抗体＜3 U/mLと血清HP抗体陰性高値の人数と割合
（歳） HP抗体＜3 U/mL（人） HP抗体陰性高値（人（％）） 合計（人）
30-39 25 3（10.7％） 28
40-49 89 5（ 5.3％） 94
50-59 95 8（ 7.8％） 103
60-69 74 16（17.8％） 90
70-79 24 6（20.0％） 30
合計 307 38（11.0％） 345

表6　A群の年齢階級別の胃炎の京都分類の胃がんリスクの内視鏡所見スコアの人数と
　　　HP感染群の割合

（歳） HP未感染群
スコア0（人）

HP感染群
スコア1～8（人（％）） 合計（人）

30-39 27 1（ 3.6％） 28
40-49 93 1（ 1.1％） 94
50-59 95 8（ 7.8％） 103
60-69 81 9（10.0%） 90
70-79 23 7（23.3％） 30
合計 319 26（ 7.5％） 345
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考　察
ABC分類は，血清PG法と血清HP抗体の組み

合わせによって胃の健康度評価，胃がんリスク層
別化検査として開始し，その後，健診の一次スク
リーニングとしても用いられるようになった 4）．し
かし，A群のなかにも感染例が含まれている点や，
血清HP抗体陰性高値症例の取り扱いに対して注
意喚起がなされ，ABC分類での判定に注意が必要
となっている．

今回の検討では，A群のなかで内視鏡所見の木
村・竹本分類から萎縮ありは7.2%，胃炎の京都
分類スコアでHP感染群症例は7.5%であった．望
月らは，A群中で内視鏡的に萎縮を認める症例が
13.9%含まれていると報告 6）しており，本検討の
方が少ない結果であった．このHP感染群は胃が
んのリスク群に相当し，A群であるがA群以外の
HP感染やHP除菌後と同等の扱いが必要である．

A群中の木村・竹本分類で内視鏡的萎縮を認め
た症例（25人中19人，76.0%）ではすべて胃炎の
京都分類スコアにおいてもHP感染もしくはHP除
菌後に相当し，2つの分類はおおむね似た傾向を

持っていると考えられた．しかしながら，木村・
竹本分類で萎縮なしであったにもかかわらず，胃
炎の京都分類スコアでHP感染群の症例を1人認
めた．その1人は血清HP抗体8U/mLであり，木
村・竹本分類でC-1であった．追加検査ができて
いないため感染の有無についての確定診断は得ら
れていないものの，血清PGⅡ値が高く現感染の
可能性が高いと考えられる．

血 清HP抗 体 ＜3U/mLの307人 の 検 討 で は，
2.0%のHP感染が疑われる症例が含まれており，
内視鏡画像での評価が重要と考えられた．

A群内の血清HP抗体陰性高値症例（38人）を検
討したところ，HP感染の程度は全体の11.0%で，
福間らの報告の7.4%7）に比べやや高かった．血清
HP抗体陰性高値の症例において木村・竹本分類
で萎縮なしが5.9%，胃炎の京都分類スコアでHP
未感染が5.6%にみられた．さらに，内視鏡上HP
感染の可能性が少ない症例でも散見され，HP抗
体陰性高値だけでは，HPの感染の状況を判断す
ることは困難であった．

A群の年齢階層別の血清HP抗体陰性高値症例

図2　胃炎の京都分類の胃がんリスクの内視鏡所見スコアでのHP感染群とHP未感染群と血清PG値
a：PGⅠ値，b：PGⅡ値，c：PGⅠ /Ⅱ比
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の割合は60歳以上で高く，胃炎の京都分類スコア
ではHP感染群の人数の割合が50歳以上で高い傾
向があり，60歳以上ではA群でもHP感染に注意
が必要である．

胃炎の京都分類スコアでは，HP感染群とHP未
感染群の血清PG値から血清PGⅡ値で有意差を
認めた．井上らによると，HP感染診断における
血清PG値の精度についてROCでの解析の結果，
PGⅡ ＜11.4 ng/mL，PGⅠ/Ⅱ 比 ＞4.4で はHP
未感染の可能性が高いと報告 8）されている．

ABC分類のみでHP感染を診断することには限
界があり，内視鏡的に萎縮性胃炎の程度を確認し
考慮することが望ましいと考えられた．今回の検
討では血清HP抗体以外でのHP感染の診断がで
きていない．血清HP陰性高値症例については尿
素呼気試験や便中HP抗原検査など，血清HP抗
体以外の検査法でHP感染の有無を確認すること
が必要である．

大和田らは，高崎市の住民のABC分類データ
から日本人のHP感染者数を予測しており，2006
年の4,388万人から2021年には3,836万人へと
自然減少するが，胃がん検診対象者である40歳
以上のHP感染者は2006年と2021年では3,400
万人と変わらないとしている 9）．2016年から対
策型胃がん検診でEGDも推奨され，今後，健
診でEGDの需要が高まってくると予想される．
2017年4月よりABC分類が「胃がんリスク層別
化検査」となり，以前のABC分類でのA群中の血
清HP抗体陰性高値の症例がB群に入り，胃がん
リスク症例をより拾い上げることが可能となっ
た．また，血清PG値からPGⅡ＜11.4ng/mL，
PGⅠ /Ⅱ比＞4.4を参考にHP未感染の可能性を
検討するうえで血清PG値も有用と考えられる．
内視鏡医の数の問題があり，胃がんリスク層別化
検査とEGDの結果を加味した胃がんリスク評価
を行い，胃がん検診の個別スケジュール管理が必
要と思われる．また，個々の胃がんリスクの程度
を受診者に正確に情報提供し，自己管理も併用し，
漏れのない胃がん検診を行っていくよう体制を整
えることも大切と考える．

結　語
ABC分類は，胃がんリスクであるHP感染と萎

縮の評価が可能であるが，A群については，血清
HP抗体陰性高値を考慮してもなおすべてのHP感
染群を拾い上げることはできない．2017年4月か
ら胃がんリスク層別化検査が開始し，血清HP陰
性高値症例も胃がんリスクの対象となり，HP感
染群の拾い上げが期待できる．しかし，血清HP
抗体＜3U/mLの症例にもHP感染群が含まれてお
り，胃がんリスク層別化検査単独で診断せず他の
感染診断を併用し，血清PG値やEGDを用いて胃
がんリスクを評価することが望ましい．
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Investigations on the Status of Helicobacter pylori (HP) Infection Status and Endoscopic Findings 
for ABC Classi	cation Group A Subjects

Hitomi Endo1), Sayaka Matsumoto1), Kozue Suto2), Yuki Morito2), Hisae Yasuhara2),
Mitsuhiro Akita2), Hideki Jinno2), Hidenori Hata2), Atsushi Imagawa3), Morihito Nakatsu1,2)
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2） Gastroeuterology, Mitoyo General Hospital
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Abstract
Objective: We compared the findings of esophagogastroduodenoscopy (EGD) with the 
result of the gastric cancer risk evaluation according to the ABC classification and exam-
ined the Helicobacter pylori (HP) infection status.
Methods: The subjects were 345 persons who were classified as Group A by the ABC 
classification and underwent EGD. They were examined in consideration of scores in the 
Kimura-Takemoto and Kyoto classifications.
Results: Based on EGD findings for the 345 subjects in Group A, atrophy was present 
in 7.5% by the Kimura-Takemoto classification and HP infection in 7.2% based on the 
endoscopic image score for gastric cancer risk of the Kyoto classification of gastritis at-
rophy. From the endoscopic findings of 307 subjects with serum HP antibody <3 U/mL, 
the rates for the HP infection group based on the endoscopic findings score for gastric 
cancer risk of the Kyoto classification of gastritis was 2.0% and the rate of atrophy by the 
Kimura-Takemoto classification was also 2.0%. There was a significant difference in se-
rum PGII levels between the HP infection group and HP non-infection group according 
to the gastritis score of the Kyoto classification.
Conclusion: Presence of gastric HP infection was suggested by the endoscopic findings 
score for gastric cancer risk of the Kyoto classification and Kimura-Takemoto classifica-
tion even for those classified as group A by the ABC classification. HP infection should 
not only be diagnosed based on the ABC classification but also with reference to serum 
PGII levels, and in combination with endoscopic diagnosis the gastric cancer risk should 
also be assessed. 

Keywords: Helicobacter pylori, ABC classification, Kyoto classification of gastritis, high HP 
antibody negative titers
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眼科専門病院での眼科ドック受診者における眼科疾患の発見
井上賢治 1）　黒栁優子 1）　高松俊行 1）　井上智子 1）　小栗真美 1）

加藤善郎 1）　岡山良子 1）　川添賢志 2）

要　約
目的：井上眼科病院では，眼科疾患の早期発見を目的として人間ドックの眼科版である眼科ドック
を2012年から開始した．眼科ドック受診者の特徴と眼科疾患の発見状況を調査した．
方法：2015年10月から2016年9月までの1年間に，井上眼科病院の眼科ドックを受診した417例（男
性194例，女性223例）を対象とした．平均年齢は54.7 ± 11.0歳で，年齢は20～85歳であった．眼
科ドック検査は，遠方，近方の裸眼と矯正視力，手持ち眼鏡視力，眼圧，眼位，調節機能，両眼視，
視野，光干渉断層撮影（OCT），無散瞳眼底写真撮影，涙液，角膜内皮細胞，細隙灯顕微鏡である．
いずれかの検査で異常を有する症例は，「2次検査必要」と診断した．2次検査を井上眼科病院で施行
した症例は，その結果を調査した．
結果：2次検査必要との診断は67例（16.1%）であった．その内訳は，緑内障疑い33例，白内障疑
い15例，黄斑上膜疑い13例，斜視疑い4例などであった．2次検査を井上眼科病院で施行したの
は43例（10.3%）であった．2次検査による最終診断は，緑内障12例，白内障10例，黄斑上膜5例，
視神経乳頭低形成3例などであった．
結論：眼科ドックは，自覚症状を有さない受診者の眼科疾患，特に緑内障，白内障の早期発見に有
用である．

キーワード 眼科ドック，緑内障，白内障，2次検査

緒　言
眼科疾患は，全身性疾患と同様に早期発見，早

期治療が重要である．全身性疾患の早期発見，早
期治療を目的として自治体では住民健診を，企業
では企業健診を行っている．しかし，眼科検査（眼
底検査）は自治体が2007年度まで行っていた基本
健康診査においては必須ではなく，医師の判断に
基づき選択的に実施する項目であった．2008年度
に，メタボリックシンドロームの考えを取り入れ
た生活習慣病予防のための特定健康診査へと移行
した後には，前年度の特定健康診査の結果等にお
いて血糖，脂質，血圧および腹囲等のすべてにつ
いて基準（表1）に該当したうえで，医師が必要と
認めるものについてのみに眼底検査が実施される
こととなった．そのため，眼底検査受診率は多く
の自治体で2007年度までと比べて100分の1程度
まで激減した 1）．その反面，公的な成人眼検診を
自主的に行っている自治体もある．公的な成人眼

検診実施状況を調査した報告 2）では，成人眼検診
を実施している自治体は1,132自治体のうち185

（16.3%）であった．そのうち，特定健康診査の際
に眼底写真検査を受診者全員に行う自治体が103

（9.1%）あった．さらに，特定健康診査以外に独自
の眼検診を行っている自治体は42（3.7%）あった．
このように，眼科疾患の早期発見を試みている自
治体も存在するが，少ないのが現状であり，憂慮
すべき現状と考える．

一方，健康保険組合連合会（健保連）が定める健
診では，原則的に健診全受診者に実施する必須項
目である基準検査項目のなかに，眼科検査として
視力測定，眼底写真撮影，眼圧測定が含まれてい
る．そのため眼科検査は継続的に行われている．

日本人の健康志向の高まりもあり，住民健診や
企業健診にとどまらず，自覚症状のない早期から
の疾患の発見を目的として健診の検査項目だけで
なく全身をくまなく検査する人間ドックが行われ

1）井上眼科病院 
2）大宮・井上眼科クリニック

連絡先：〒 101-0062 東京都千代田区神田駿河台 4-3 
Tel：03-3295-0911　Fax：03-3295-0917
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るようになり，さらに普及してきている．最近で
は，全身ではなく臓器に特化した脳ドックや婦人
科ドックなども行われている．そこで，眼科専門
病院である井上眼科病院（以下，当院）では，自覚
症状のない早期の眼科疾患を発見する目的で人間
ドックの眼科版である眼科ドックを2012年5月
より開始した．開始後11ヵ月間の初期の状況を
以前報告した 3）が，その後数年が経過したため再
度当院の眼科ドックを後ろ向きに評価した．

対象および方法
2015年10月から2016年9月までの1年間に，

当院で行っている眼科ドックを受診した417例を
対象とした．眼科ドックでは眼科的な自覚症状を
有さない人を対象とし，何らかの眼科的な自覚症
状を有する人には眼科ドックではなく，眼科受診
を勧めた．対象の性別は男性194例，女性223例
だった．平均年齢は54.7±11.0歳（平均値±標準
偏差），年齢は20～85歳だった．年代別には50

歳代が147例（35.3%）で最多だった（図1）．検査
項目は，遠方，近方の裸眼と矯正視力，手持ち眼
鏡視力，眼圧，眼位，調節機能，両眼視，視野

（ハンフリー視野スクリーニング検査プログラム
中心76点），光干渉断層撮影（optical coherence 
tomography：OCT）による黄斑部，視神経乳頭の
観察，無散瞳眼底写真撮影，涙液（シルマーテス
ト），角膜内皮細胞，細隙灯顕微鏡である．所要
時間は約150分である．

各種検査を施行後，眼科医師が細隙灯顕微鏡
による診察を行った．5人の眼科医師が交代で担
当した．各検査での異常の有無を確認し，それ
らの結果を基として，「異常なし」，「経過に注意
しましょう」，「2次検査を受けましょう」の3段
階で評価し，総合判定を行った．緑内障疑いは，
22mmHg以上の高眼圧，網膜神経線維層厚低下，
視神経乳頭陥凹拡大，視神経乳頭出血，視野検査
による異常のいずれかを認める症例とした．調節
機能検査の異常は，調節機能が年齢との解離を認

図1　年代別眼科ドック受診者

表1　詳細な健診項目実施の判断基準

追加項目
実施できる条件（判断基準）：
前年度の特定健康診査の結果等において，血糖，脂質，血圧および腹囲等のすべてについて，
次の基準に該当した者

心電図検査（12誘導心電図）

眼底検査

血糖 空腹時血糖値が100mg/dL以上，またはHbA1c 5.6%以上
脂質 中性脂肪150mg/dL以上，またはHDLコレステロール40mg/dL未満
血圧 収縮期130mmHg以上，または拡張期85mmHg以上

腹囲等 腹囲が85cm以上（男性）・90cm以上（女性）の者（内臓脂肪面積の測定ができる
場合には内臓脂肪面積が100平方cm以上），またはBMIが25kg/m2以上の者
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める症例とした．「2次検査を受けましょう」と診
断された症例には2次検査を受けるように指導し
た．年代ごとに，「異常なし」，「経過に注意しましょ
う」，「2次検査を受けましょう」の頻度を比較した

（χ 2 検定）．その後，2次検査を当院で行った症例
については，その結果を調査した．確定診断がつ
いた症例では，患者の年代を調査した．統計学的
検討における有意水準はp＜0.05とした．統計解
析ソフトはSPSS ver.22 for Windows（日本アイ・
ビー・エム，東京）を用いた．

本研究は，井上眼科病院の倫理審査委員会で承
認を得た．研究情報を院内掲示等で通知・公開し，
研究対象者等が拒否できる機会を保障した．

結　果
眼科ドックにおける総合判定は，「異常なし」

217例（52.0%），「 経 過 に 注 意しましょう」133
例（31.9%），「2次 検 査 を 受 け ま し ょ う」67例

（16.1%）だった（図2）．年代別の総合判定では，
60歳代，70歳以上が20～30歳代，40歳代，50
歳代に比べて有意に2次検査必要症例が多かった

（p＜0.0001）（図3）．
2次検査必要症例（67例）の内訳は，緑内障疑い

33例，白内障疑い15例，黄斑上膜疑い13例，斜

視疑い4例，中心性網脈絡炎疑い2例，視力低下
疑い2例，眼球運動障害疑い2例，網脈絡膜萎縮
疑い2例，網膜周辺部変性疑い2例，アレルギー
性結膜炎疑い1例，網膜出血疑い1例，網膜色素
変性疑い1例，網膜ドルーゼン疑い1例，加齢黄
斑変性疑い1例，糖尿病性網膜症疑い1例，黄斑
浮腫疑い1例，強度近視による眼底出血疑い1例
だった（重複あり）（図4）．細隙灯顕微鏡検査で狭
隅角を有する症例はなかった．

2次検査で当院を受診した症例は43例（10.3%）
だった．それら43例の最終診断は緑内障12例，
白内障10例，黄斑上膜5例，視神経乳頭低形成3
例，視神経乳頭陥凹拡大3例，加齢黄斑変性2例，

図3　眼科ドックにおける年代別総合判定
*p＜0.0001

図2　眼科ドックにおける総合判定
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網膜色素変性1例，網脈絡膜萎縮1例，近視性黄
斑症1例，錐体ジストロフィー1例，中心性網脈
絡膜炎1例，上下斜視1例，外斜視1例，外斜位1
例，正常6例だった（重複あり）（図5）．

考　察
眼科ドック後の2次検査において当院を受診し

た症例で，緑内障，白内障，黄斑上膜，視神経乳
頭低形成，加齢黄斑変性などが発見された．眼科
疾患も早期発見，早期治療が大切だが，眼科疾患
の早期発見は一般的に難しい．その理由として，
片眼に異常が生じても，もう片眼がその異常を補

うことで異常を自覚しづらいことがあげられる．
今回発見された眼科疾患について，疾患別に以下
に考案する．緑内障は慢性進行性の疾患で完治す
ることはない．疫学調査でも日本人の有病率は40
歳以上の5%と報告されており 4），有病率の高さか
らも早期発見，早期治療が大切である．今回発見
された緑内障の12例も全例が40歳以上であった．
緑内障では周辺部から視野が欠けることが多く，
通常は初期には自覚症状がないので，早期発見
が難しいとされており，当院の眼科ドックの有効
性が示されたと思われる．白内障は主に加齢によ
り水晶体が白く混濁する疾患だが，ある程度の年

図4　2次検査必要症例の疑い病名

図5　2次検査で当院を受診した症例の最終診断
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齢になれば誰でも多少は白内障を生じるし，手術
により完治するので早期発見，早期治療はあまり
重要でない．黄斑上膜は黄斑のうえに線維性の膜
が出現する疾患だが，自覚症状として歪視や視力
低下を伴うことが多い．片眼性の場合は他眼がカ
バーして症状を自覚できないことも多い．根本治
療は硝子体手術であり，早期発見，早期治療は
重要である．視神経乳頭低形成は先天性の疾患
で，通常は自覚症状がなく，進行もしないので経
過観察を行えばよい疾患である．加齢黄斑変性は
加齢に伴う黄斑の変性だが，治療として最近は抗
VEGF薬硝子体投与が行われることが多く，早期
発見，早期治療が重要である．

今回，緑内障と診断された12例は，男性5例，
女性7例，年齢は59.2±7.9歳，49～72歳だった．
緑内障病型は全例が正常眼圧緑内障だった．眼圧
は14.5±1.6mmHg，11～18mmHgだった．ハンフ
リー視野検査プログラム中心30-2 SITA-Standard
のMean Deviation値は–1.4±3.2dB，–8.83～2.71dB
だった．ほとんどの症例は初期例だったが，Mean 
deviation値が–6dB以下の中期症例が1例2眼含ま
れていた．緑内障疫学調査においても，正常眼圧
緑内障が全緑内障のうち72%を占めており4），今
回の結果も同様だった．眼科ドックでの緑内障疑
いに至る所見（24眼）は，22mmHg以上の高眼圧
0眼，網膜神経線維層厚低下18眼，視神経乳頭陥
凹拡大14眼，視神経乳頭出血4眼，視野検査によ
る異常16眼だった．眼底写真と視野検査が重要
であることが示唆される．

過去の報告における健診での緑内障発見率（補
正後）は0.23～2.34%5-9）であった．緑内障発見率
は，荻原ら 5）は眼圧検査，眼底写真では1.17%，
宮本ら 6）は眼圧検査，眼底写真では0.23%，眼圧
検査，眼底写真，Frequency doubling technology

（FDT）による視野検査では1.68%，我々7）も眼圧
検査，眼底写真，FDTによる視野検査では1.76%
であった．川端ら 8）は眼底写真，FDTによる視野
検査では1.67%，榎本ら 9）は眼圧検査，眼底写
真，FDTによる視野検査では2.34%と報告して
いる．FDTあるいは今回行ったハンフリー視野
スクリーニング検査プログラム中心76点にせよ，

視野検査を眼圧，眼底検査に併用した方が緑内障
発見率が上昇すると考えられる．今回の調査での
緑内障の発見率は4.11%で，過去の報告 5-9）と同
等あるいは同等以上で，緑内障疫学調査 4）による
日本人の緑内障有病率（5%）とほぼ同等だった．今
回は，視野検査として過去の報告で使用されてい
るFDT6-9）ではなく，ハンフリー視野スクリーニ
ング検査プログラム中心76点を使用した．FDT
のC-20-1プログラムは中心20度の視野において
17ヵ所の感度を測定し，測定時間も短く簡便であ
る．しかし，初回に異常判定された約半数におい
て再検査後に正常扱いとなり，再現性が問題とさ
れている 10,11）．そこで，FDTに比べてやや時間を
要するが，緑内障検査のスタンダードであるハン
フリー視野プログラム中心30-2 SITA-Standardよ
り時間を要さず，また，中心30度の視野検査を行
えるハンフリー視野スクリーニング検査プログラ
ム76点とした．

眼科ドックの総合判定を年代別に検討したとこ
ろ，2次検査必要症例は60歳代，70歳以上が他
の年代より有意に多かった．その理由として，緑
内障，白内障，加齢黄斑変性は高齢になるほど有
病率が上昇する疾患であることが考えられる．2
次検査で当院を受診した症例の確定診断において
も，全例が緑内障は40歳以上，白内障と黄斑上
膜は50歳以上だった．一方，先天性疾患である
視神経乳頭低形成や正常症例では40歳代の若年
層が多かった．

前回調査 3）と今回調査を比較すると，調査期間
は前回調査では11ヵ月間，今回調査は12ヵ月間
であったが，受診者は前回調査249例に比べて，
今回調査では417例で，1.67倍増加した．眼科ドッ
クのニーズは高まっていると考えられる．2次検
査必要症例は前回調査12.0%，今回調査16.1%
でほぼ同等だった．また，2次検査で当院を受診
した症例の最終診断もほぼ同様の疾患だった．眼
科ドックでの眼科疾患発見の精度は3年前と同水
準であった．

結　語
今回，当院で施行している眼科ドックの1年間
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の受診者（417例）の特徴と眼科疾患の発見状況を
調査した．2次検査必要症例は16.1%だった．2
次検査を当院で施行した症例では緑内障，白内障，
黄斑上膜，視神経乳頭低形成などが発見された．
眼科ドックは自覚症状を有さない人の眼科疾患，
特に緑内障，白内障の早期発見に有用である．

利益相反
本研究においては申告すべき利益相反はない．
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Ophthalmic Disease Findings in Ophthalmic Check-ups at Ophthalmology Hospital

Kenji Inoue1), Yuko Kuroyanagi1), Toshiyuki Takamatsu1), Satoko Inoue1), Mami Oguri1),
Yoshirou Kato1), Ryoko Okayama1), Kenji Kawazoe2)

1) Inouye Eye Hospital
2) Omiya Inouye Eye Clinic

Abstract
Objective: We began comprehensive eye examinations for people who have no symptoms 
but are eager to know the condition of their eyes in 2012 at Inouye Eye Hospital. We retro-
spectively investigated demographic factors and the status of early detection of eye diseases 
in persons who had had these examinations.
Methods: We studied 417 subjects (194 men, 223 women; mean age 54.7 ± 11.0 years) who 
received comprehensive eye examinations between October 2015 and September 2016 at 
Inouye Eye Hospital. The eye examinations included visual acuity, visual field, eye position, 
Schirmer test (tear volume), accommodation function test, slit-lamp examination, (non-
pupil dilated) fundus photography, and optical coherence tomography. If any of the find-
ings were abnormal, the subjects concerned was encouraged to undergo secondary exami-
nation.
Results: 67 subjects (16.1%) required secondary examination. They included those with 
suspected glaucoma (33), cataract (15), epimacular membrane (13) and heterotopia (4). 
Based on secondary examination, 12 cases of glaucoma, 10 cases of cataract, 5 cases of epi-
macular membrane and 3 cases of optic nerve hypoplasia were diagnosed. 
Conclusion: Through comprehensive eye examinations, eye diseases such as glaucoma and 
unilateral retinal disease can be discovered in asymptomatic individuals.

Keywords: comprehensive eye examination, glaucoma, cataract, secondary examination
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健診問診票の現病歴・既往歴の記入漏れ者の傾向と 
病歴聴取の留意点

宮島江里子 1,2）　角田正史 3）　吉田宗紀 1）　五十嵐敬子 1）　押田小百合 1）　三枝陽一 4）

美原静香 4）　矢那瀨信雄 1）　大井田正人 1）

要　約
目的：健診における病歴情報は重要で，当センターでは診察時に医師が問診票を確認しているが，
治療中なのに記入がない例が散見される．本研究では，問診票記入漏れの状況を調査し，病歴聴取
の注意点を検討した．
方法：対象は，2016年1～2月と7月，2017年7月の計21日間に著者が診察した794人である．問
診票記載または問診により高血圧，糖尿病，脂質異常症の3疾患に関する内服の「有」と，現病歴（マー
クシート式）の高血圧，糖尿病，脂質異常症，高尿酸血症，心疾患，脳血管疾患，がんの「現在治療
中」に該当するが，1箇所でも問診票に記入漏れがあった者を集計した．性別や初診か否か等と記入
の有無との関連をχ 2 検定で検討した．また，2016年7月以降に調査した504人については手術歴の
記入漏れも集計した．
結果：対象疾患該当160人のうち，記入漏れがあったのは56人（35.0%）であった．服薬の有無の記
入漏れは1人で，他はマークシート式の現病歴の記入漏れで，項目は脂質異常症（38人）が最も多く，
次いで高血圧（17人）であった．統計的に初診の者が有意に少なかった．手術歴の記入漏れは106人
で，虫垂炎（50人）が最も多かった．
結論：問診票には一定の記入漏れが存在することを考慮し，記入しやすい問診票や，専門職による
追加問診が重要な役割を持つ．また，初診で聴取した情報を継続できるシステムが有効である．

キーワード 健康診断，病歴，問診票

はじめに
健診結果を評価する際に，現病歴・既往歴の情

報は重要である．例えば，所見があっても治療中
であれば治療継続と判定されるが，情報がなけれ
ば要治療や要精密検査と判定される．手術歴の情
報も大切であり，胸部X線における肺術後や腹部
超音波での胆嚢摘出後など画像診断の判定の際に
参考になること以外にも，腹部の手術歴などは上
部消化管造影検査の実施リスクを判断する際の参
考にもなる．また，直近の健診情報は現病歴・既
往歴も含めて，医療機関を受診する際に持参すれ
ば医療情報として参考になり，職域健診において
は就業上の措置の判断を行う際の情報として重要
である．このため，健診担当者が受診者の現病歴
や既往歴を正確に把握することは重要である．

当センターのOCR（optical character recognition）
方式の問診票では，特定健康診査での問診項目（高
血圧・糖尿病・脂質異常症について服薬の有無）
を服用している／服用していないで回答し，加え
て各疾患（前3疾患を含む35疾患＋その他）が示
されたマークシートにも回答するようになってい
る（図1）．各疾患のマークシート回答欄について
は，現在治療中，経過観察中，放置，過去に治療，
過去に手術の何れかを選択するようになってい
る．現在治療中に回答すると，システム上自動的
にその項目は治療継続として結果に反映される．
また，この情報は，医師が画像診断を判定する際
の参考情報としても使用している．例えば，胸部
X線において肺に多発結節を認めた場合，肺がん
治療中などの情報があれば治療継続の判定となる

1）独立行政法人地域医療機能推進機構 相模野病院  健康管理センター 
2）北里大学  医学部衛生学 
3）防衛医科大学校  衛生学公衆衛生学 
4）独立行政法人地域医療機能推進機構 相模野病院  消化器内科

連絡先：〒 252-0206 神奈川県相模原市中央区淵野辺 1-2-30 
Tel：042-751-1265　Fax：042-751-1268
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が，その情報がなければ要治療または要精密検査
と判定され，場合によっては至急連絡の対象とな
る．当センターでは，問診票は各自受診者が事前
に記入し，健診の診察時に医師が問診により再確
認しているが，内服治療中なのに現病歴に記入が
ない例や，過去の手術歴が無記入である例が散見
される．

健康診断における病歴聴取の重要性については
これまでも幾つか報告されているが 1-3），病歴に
ついて本人の記入漏れがどの程度あり，どのよう
な項目が記入漏れになりやすいのかについての報
告はほとんどない．平成26年患者調査の全国総

患者数（推計）では，悪性新生物と脳・心疾患，高
血圧，糖尿病，脂質異常症等の生活習慣に関連し
た疾病の患者数が多く，年齢とともに増加してい
る 4）．これらの疾患は，継続受診や定期的な服薬
が必要であり，健診でその状況を把握することは
重要である．そこで，本研究では，健康診断問診
票における生活習慣病，脳・心疾患，がんの項目
の現病歴と，各疾患の手術歴の記入漏れ状況を調
査し，その頻度や記入漏れ者の特徴を調査した．
本研究の結果から，病歴聴取の際の注意点を検討
し，問診の効率化や，結果判定を左右し得る聴取
漏れ対策の参考資料を得ることを目的とした．

図1　問診票



人間ドック　Vol.32  No.4  2017年80 ( 668 )

対象と方法
当センターは，病院併設型の健診センター

で，2016年度の年間受診者数はのべ約73,000人
（院内健診：のべ32,000人，出張型健診：のべ

41,000人）である．院内健診では，人間ドック，
職域定期健康診断や生活習慣病健診，特定健康診
査，自治体健診などの一般健診を実施しており，
近隣住民や近隣企業の受診者が大多数を占める．

本研究の対象は，2016年1，2月の8日間と7月
の6日間，2017年7月の7日間の合計21日間に，
当センターの院内健診を受診し，著者が診察し
た794人（平均年齢48.1歳）である．時期別では，
2016年1～2月に290人，7月に263人，2017年7
月に241人を調査した．性別では，男性は420人（平
均年齢48.7歳），女性は374人（平均年齢47.4歳）
であった．

当センターでは，問診票は事前に郵送されてお
り，本人が記載したうえで受診し，診察時に医師
が問診票を確認している．問診票は，特定健診の
問診項目（喫煙やアルコール，生活習慣に関する項
目，高血圧・糖尿病・脂質異常症の服薬の有無など）
と自覚症状や現病歴，既往歴，家族歴を聴取する
項目からなり，1枚の用紙に記載する（図1）．特定
健診項目は，各質問に対し，はい／いいえ形式で
回答し，後者は該当項目があればマークシートに
記載することになっている．マークシートでの現
病歴は，「現在治療中」と「経過観察中」，「放置」の
3項目があり，既往歴は「過去に治療」と「過去に手
術」の2項目がある．

対象者のうち，特定健診の問診項目の3疾病（高
血圧，糖尿病，脂質異常症）に関する服薬の有無
の「服用している」，または現病歴（マークシート式）
35項目のうちの高血圧，糖尿病，脂質異常症，高
尿酸血症，心疾患，脳血管疾患，がんのいずれか
の「現在治療中」に該当する者を，問診票の回答ま
たは医師の問診によって確認し，その割合を集計
した．

問診票記載または医師の問診で上記対象疾患に
該当することが確認できた者のうち，特定健診問
診箇所，マークシート箇所の1箇所でも記入漏れ
があった者を抽出し，その項目を記録した．同一

疾患でも，特定健診問診とマークシートの一方で
も記載のない場合は記入漏れとした．対象疾患該
当者のうちの，記入漏れ者の割合とその項目を集
計した．記入漏れと，性別，年齢（60歳未満／以
上），健診（人間ドック／一般健診），初診か否か
との関連をχ 2 検定にて検討した．さらに，生活習
慣病（高血圧，糖尿病，脂質異常症）の一つ以上を
治療中の対象者133人の記入漏れの有無と，生活
習慣病コントロールの程度（治療項目にかかわらず
3項目のうち最も悪い判定が，要治療レベル：血
圧 ≧160/110mmHg，LDL≧180mg/dL or HDL
＜30mg /dL or TG≧400mg/dL，空腹時血糖≧
140mg/dL or HbA1c≧6.9%，か否か）を検討す
るためχ 2 検定を行った．有意水準はp<0.05とし
た．統計解析ソフトは，SPSS Statistics version 21（日
本アイ・ビー・エム，東京）を用いた．

受診回数別と年代別に記入漏れ者の割合を集計
した．

また，2016年7月以降に受診した504人につい
て，問診票または医師の問診で手術歴の有無を確
認し，問診票に記入されていた項目と記入漏れの
項目を集計した．

本研究は，相模野病院の教育倫理委員会の承認
を得て行った．健診受診者に配布した問診票は，
｢個人を特定できない形での統計調査，検査制度
の適切な管理を行うための調査・分析に使用する
可能性があること｣が明記されており，問診票の提
出と健診受診をもってこれに同意を得たものとし
ている．

結　果
対象者794人中，対象疾患該当者は160人（有

病率20.2%）であった．有病者の男性は102人（有
病率24.3%），女性は58人（有病率15.5%）であっ
た．χ 2 検定にて，男性は女性より有意に有病率が
高く，また60歳以上の者は60歳未満の者に比べ
有意に高かった．

対象疾患該当者160人のうち，一箇所でも記入
漏れがあった者は56人（35.0%）であった．記入
漏れの項目と記入されていた項目について図2に
示す．最も記入漏れが多かった項目は脂質異常症
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で，治療中65人のうち38人に記入漏れがあった．
次いで，高血圧で97人中12人であった．この2
項目の記入漏れは，すべてマークシート式にのみ
記入されておらず，特定健診項目の服薬の有無に
対しては全員が記入していた．他の記入漏れ項目
としては，高尿酸血症（17人中8人），糖尿病（23
人中4人），心疾患（20人中4人）等であった（重複
有）（図2）．

記入の有無と性別，年齢，健診の種類，初診か
否かとの関連を表1に示す．統計的に関連を認め
たのは初診か否かであり，初診の者は2回目以上
の者に比べ有意に記入漏れが少なかった．

受診回数毎の記入漏れの有無を図3に示す．受
診2回目までは，記入漏れ者の割合は比較的少な
いが，3～5回目になると割合は多くなった．6回
目以上ではその割合は増加しなかった．

年代別の記入漏れ者の人数を図4に示す．40歳
代から70歳代での記入漏れ者の割合は，約3～4
割であり，80歳以上では他の年代に比べて高値と
なった（約6割）．

生活習慣病治療中の対象者133人のうち，要治
療レベル以上の者の28.0%，要治療レベル未満の
者の41.7%に各々記入漏れがあり，記入漏れの有
無と生活習慣病コントロールの程度に有意な関連
は認めなかった．

2016年7月以降の受診者504人中，手術歴が
あったのは150人であり，すべて記入していたの
は44人，記入漏れ項目があった（問診で新たに判
明した）のは106人であった．記入項目，記入漏れ
項目を表2に示す．記入漏れ項目で多かったのは，
虫垂炎（50人），整形外科疾患（17人），婦人科疾
患（11人）の順であった．

図2　各疾患の記入漏れ者，記入者の人数 図3　受診回数別の記入漏れの有無

表1　記入漏れの有無と各因子との関連
記入漏れの有無　n(%)

p値すべて記入 記入漏れ
104 (65.0) 56（35.0）

性別
男性 63 (61.8） 39（38.2）

0.255
女性 41（70.7） 17（29.3）

年齢
59歳以下 46（66.7） 23（33.3）

0.700
60歳以上 58（63.7） 33（36.3）

健診
人間ドック 24（64.9） 13（35.1）

0.984
一般健診 80（65.0） 43（35.0）

受診回数
初診 21（84.0） 4（16.0）

0.030*
2回目以上 83（61.5） 52（38.5）

*p<0.05
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考　察
本研究の対象疾患該当者のうち，問診票の現

病歴に1箇所でも記入漏れがあったのは約3割で
あった．このうち最も多かったのはマークシート
式の脂質異常症であった．これを，「コレステロー
ルまたは中性脂肪を下げる薬を飲んでいますか」
と問うと，全員が「服用している」の方に記入でき
ていたことから，脂質異常症の病名が周知されて
いない可能性が考えられる．脂質異常症など疾患
名が周知されていない可能性のある疾患について
は，当センターの特定健診の問診項目のように，
簡単な説明（コレステロールや中性脂肪の薬）など
の説明を加えた方が記入漏れが少なくなる可能性
がある．

また，脂質異常症，高血圧症については服薬の

有無を問うと「服用している」と回答しているのに，
マークシートの「現在治療中」には記入しなかった
者が多かったことから，何らかの自覚症状が発症
して治療を受けることのみを「治療中」と認識し，
自覚症状のない段階での服薬を治療とは認識して
いないのかもしれない．生活習慣病のコントロー
ルが不良でない集団で記入漏れが約4割あったの
は，コントロールできているから治療中ではない
と考えたのかもしれない．生活習慣病に関する現
病歴を聴取する際には，「治療していますか」と問
うよりも，「薬を飲んでいますか」，「通院していま
すか」といった聴取の仕方の方が，聴取漏れが少
なくなると考える．

記入漏れ者の特徴として，統計的に関連を認め
たのは，初診か否かであった．初診の者に比べ，

表2　記入されていた手術と記入漏れが問診で判明した手術歴
記入のあった手術 人数 記入のなかった手術 人数

大腸疾患（がん，ポリープ） 14 虫垂炎 50
婦人科疾患 12 整形外科疾患 17
整形外科疾患 7 婦人科疾患（子宮，卵巣） 11
耳鼻科疾患 6 鼠径ヘルニア 9
眼科疾患 6 その他消化器疾患（十二指腸，

イレウス，大腸がん，痔など） 8
乳腺疾患（がんを含む） 4
脳疾患（血管疾患，外傷） 4 耳鼻科疾患 7
虫垂炎 4 眼科疾患 6
上部消化管疾患（がんを含む） 3 下肢静脈瘤 5
肝臓・胆嚢疾患 3 胆石，胆嚢炎 4
甲状腺疾患（がんを含む） 3 泌尿器科疾患 4
その他のがん 2 不整脈アブレーション，頸動脈硬

化，胃と肝臓の良性腫瘍，髄膜腫，
頭蓋骨骨折

各1鼠径ヘルニア 2
虚血性心疾患，痔，前立腺がん 各1
合計（複数回答あり） 73 合計（重複あり） 126

図4　年代別の記入漏れ者
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2回目以上の者に記入漏れが多く，受診回数別で
みると，3回目以上で割合が増加した．初診時に
は，問診票を漏れなく記載する傾向にあることか
ら，一度聴取した現病歴を次年度の問診票に事前
に反映したり，問診票記載時に閲覧できるシステ
ムが有効と考える．和田らの報告 1），光宗ら 2）の報
告では，健診におけるコンピュータシステム導入
の際に，初診で聴取した既往歴を次回受診時には
変更点だけ問診すれば良いシステムにした結果，
受診者，問診者双方の負担が減ったと報告してい
る．さらに，本研究では手術歴の多くの記入漏れ
が存在したが，口頭で聴取すると虫垂炎をはじめ
とした多くの手術歴を新たに聴取することができ
た．手術歴は一度聴取すれば，次年度以降もその
病歴が変化することはないため，次年度以降の健
診情報として反映できるシステムが有効と考える．

また，六田ら 3），林田ら 5）は，現病歴などの情報
収集によって健康診断や人間ドックにおけるリス
ク管理に活かせると報告している．現病歴や手術
歴の聴取は，健康診断における上部・下部消化管
造影検査や上部消化管内視鏡検査，大腸内視鏡検
査などの侵襲的検査の実施リスクの判断にも大変
重要である．

病歴聴取においては，薬手帳への病歴の記載や，
本人が記録した病歴を持参して受診すると大変効
率的に聴取できる例を経験する．今後は，診療部
門，介護部門を含め，ICカードや番号制度によっ
て，医療情報が連携できるシステムが検討されて
いく可能性がある 6,7）．それによって，医療情報管
理の効率化やリスク低減などが期待され，健康診
断や人間ドックの情報もより有効活用されやすく
なる．Akiyamaも，医療機関と健診機関の情報共
有の重要性を指摘している 8）．しかし一方で，本
研究の結果では一定の割合で自己の現病歴・既往
歴を正しく申告できない現状が示唆されたことか
ら，医療システムが進歩していく今後においても，
患者が自身の状況を把握して正しく申告できるよ
う，投薬する際の医療従事者の分かりやすい説明
と問診での病歴聴取方法，患者の自己管理に対す
る双方の努力は続けていかなければならない．日
野原も，人間ドックの上手な受け方として，自己

管理の重要性を指摘している 9）．年代別でみると，
40歳代から記入漏れ者は3割程度存在する．60歳
以上での有病率が高かったが，有病率にかかわら
ず各年代一定の割合で記入漏れは存在することか
ら，すべての年代での対策が必要であり，80歳以
上の高齢者に対しては，より注意深い問診が重要
であると考える．

当センターでは本研究結果を受けて，医師はよ
り丁寧な問診票の確認を心掛け，必要があれば病
歴の詳細事項をメモ書きとして残し（例えば治療中
の不整脈の病名等），判定の際の参考にしている．
また，今後の対策として，健診システム改定の際
には，問診票の病名の表記方法や表示順など問診
票の改定と，初診で聴取した情報を次年度以降も
反映できるシステムの導入を検討する予定である．

結　語
問診票には一定の記入漏れが存在することを考

慮し，記入しやすい問診票や，専門職による口頭
での追加問診が重要な役割を持つ．また，一度聴
取した情報を次回以降も継続できるようなシステ
ムの導入が有効である．
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Tendencies among Examinees with Omissions to Fill Medical Histories 
in Health Check-up Interview Sheets and Points to Keep in Mind in History Interviews
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Abstract
Objective: The medical history of examinees who undergo health check-ups is impor-
tant. In our health care center, doctors check the interview sheets used for this. There are 
many examinees who do not fill in the sheet correctly. Our objective was to find out how 
to prevent examinees from filling out the interview sheet incorrectly.
Methods: The subjects were 794 persons who visited our health care center during a total 
of 21 days in 2016 and 2017. The number of subjects who did not check the relevant plac-
es to indicate that they were under treatment for hypertension, diabetes, dyslipidemia, 
hyperuricemia, heart disease, cerebrovascular disease or cancer was evaluated. The χ 2 

test was used to evaluate a relationship between making entries on the form and whether 
or not it was the subject’s first visit. About 504 subjects who visited after July 2016, we 
counted who did not fill in their surgical history correctly.
Results: Fifty-six subjects (35.0%) of 160 who were being treated for diseases did not fill 
in their interview sheets correctly. Thirty-eighty people did not check dyslipidemia and 
17 people did not check hypertension in spite of taking medication for these diseases. 
More first visitors filled in the sheet correctly than repeat visitors. One hundred-six sub-
jects omitted to check at least one item of their surgical histories. 
Conclusions: Some subjects did not fill in their interview sheets correctly. We should 
prepare sheets that can be filled in by patients easily. Interviews by health care staff are es-
sential because they provide important additional information. The information obtained 
at the first visit should be available at the next visit. 

Keywords: health check-up, physical history, interview sheet
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平成29年度 第2回日本人間ドック学会理事会議事録

日　　時 平成 29 年 8 月 23 日（水）15：00 ～ 18：00
会　　場 パレスホテル大宮　4 階「ローズルーム西」
出 席 者 日本人間ドック学会 理事長　篠原幸人
  第 58 回日本人間ドック学会学術大会長　中川高志
  日本人間ドック学会 副理事長　宮下正弘，伊藤千賀子，山門　實，和田高士
  理　　　事：新　智文，足立雅樹，荒瀬康司，石坂裕子，加藤公則，加納繁照，鏑木淳一，
   　佐々木寛，笹森　斉，杉森裕樹，田中幸子，津下一代，土屋 敦，丹羽利充，
   　野村幸史，那須　繁，中村正和，日野原茂雄，福井敏樹，桝田　出，三原修一，
   　武藤繁貴
  監　　　事：大井利夫，折津政江
  特別顧問他：田口淳一，五十嵐邦彦，稲垣典子，山口和英，他事務局　　　　計 34 名

篠原幸人理事長が開会挨拶を行い，引き続き中川高志第 58 回学術大会長が歓迎の挨拶を行った．
篠原幸人理事長より，この理事会は理事総数 30 名中，出席者数 28 名であり過半数を超えており定款

第 45 条により適法に成立していることが宣言された．
議事進行を行うにあたり，議長は定款 44 条により篠原幸人理事長が行うこと，議事録署名人につい

ては本日出席している宮下正弘，伊藤千賀子，山門 實，和田高士 4 人の副理事長及び大井利夫，折津政
江 2 人の監事となることが報告された．

（報告事項）
1．第 58回日本人間ドック学会学術大会理事長講演・会員集会

　篠原幸人理事長より，8 月 25 日に本学会として始めて開催する理事長講演および学術大会会員集会
のプログラム内容（事業，収支予算，各種委員会報告等）が説明された．

2．第 59回日本人間ドック学会学術大会等
　加藤公則第 59 回大会長（2018 年 8 月 30 日～ 31 日，新潟県新潟市にて開催）が，開催テーマ「人
が『人らしく』生きるために－健康長寿に寄与できる人間ドックを目指して－」と題して第 59 回学
術大会を実施する旨，挨拶された．加えて篠原幸人理事長より第 60 回，第 61 回学術大会の開催日程
及び第 61 回大会時期に同時開催する第 4 回国際人間ドック会議・第 28 回 IHEPA 合同会議について
説明がされた．

3．健診団体連絡協議会
　篠原幸人理事長より，8 月 25 日に開催する健診団体連絡協議会の主な議題，加えて日本病院会の構
成員であった相澤孝夫先生と大道道大先生が小松本悟先生と中井修先生に交代されたと報告があった．
　野村幸史理事よりは，2018 年度からの健保連人間ドック健診の検査項目等ならびに特定健診・特定
保健指導の集合契約価格もある程度妥結し，次回理事会で報告したいとの説明がなされた．

4．職域におけるがん検診に関するワーキンググループ
　那須 繁理事より厚労省健康局がん・疾病対策課の検討会「職域におけるがん検診に関する WG」の
議論が進んでおり，今年度中にも「職域におけるガイドライン」が策定されるとの説明がなされた．
　篠原幸人理事長より，その内容にはエビデンス重視のがん検診実施のための指針に沿って，対象者
年齢や実施回数に制限が設けられること，それに伴い今後の健保連契約等の人間ドック健診は，大幅
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に縮小されることもあり得るとの問題が提議され，学会としてこの検討会に長期的，短期的にどのよ
うに対応していくのがよいか，各理事に意見を求めた．

（主な意見等）
① 人間ドック健診を経年的に受診することは入院期間の短縮，早期の職場復帰などにつながっている

データ，人間ドック健診が 1 人 1 人の QOL につながっているデータを学術委員会等で整理し，本
学会として取りまとめ，厚労省等に意見を上申する．

② 人間ドック健診では対策型には取り入れられない新規性，革新性のあるがん検診を研究者とも連携
して取り入れていくこと，そして有効性を実証していくことも役割でないか．

③ 職域のがん検診を対策型のがん検診にあわせていくという方向は崩せない，厚労省の目的は受診率の
向上と医療費削減であり，親委員会である「がん検診のあり方に関する検討会」の先生方は死亡率減
少効果だけをみておられることから，両方の立場を尊重した対策を本学会は取るべきではないか．

5．各種委員会報告等（6月～ 8月）
　篠原幸人理事長他，各担当委員長より開催した委員会報告等がなされた．
・第 1 回　理事会議事録
・第 2 回　定時社員総会議事録
・第 2 回　基本問題検討委員会
・第 1 回　編集委員会 
・第 3 回　人間ドック健診施設機能評価委員会
・第 4 回　人間ドック健診施設機能評価委員会
・第 5 回　人間ドック健診施設機能評価委員会
・第 1 回　倫理委員会
・第 1 回　人間ドック健診専門医制度試験問題検討・作成小委員会
・第 2 回　人間ドック健診専門医制度　試験問題作成小委員会
・第 1 回　人間ドック健診専門医制度　認定小委員会
・第 1 回　健診判定・指導マニュアル作成委員会「脂質異常症」小委員会
・遺伝学検査検討委員会　報告
・第 3 期特定健診・特定保健指導の円滑な実施に向けての説明会
・第 44 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 
・人間ドック健診施設における禁煙支援等に関する実態調査結果（中間報告）

（議決承認事項）
1．第 1号議案　第 62回（2021年） 日本人間ドック学会学術大会（公募）

　篠原幸人理事長より詳細が説明され，以下の応募要領にて承認を求めた．
　理事会は，別段の異議無く，承認可決した．
（1）応募は自薦であること．
（2）応募者は，原則として日本人間ドック学会の社員または役員（監事を除く）であること．
（3）応募者は，人間ドック認定医または人間ドック健診専門医であること．
（4）応募者以外の 2 名の日本人間ドック学会社員または役員（監事を除く）が推薦者として含まれ

ていること．
（5）原則として第 60 回大会（岡山市），第 61 回大会（横浜市）の開催県（市）ではないことが望

ましいこと．
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　「応募期間」は，2017 年 9 月 1 日（金）～ 2017 年 12 月 21 日（木）までとする．
2．第 2号議案　人間ドック判定区分 2018（案）

　和田高士副理事長が，パブリックコメントを実施した人間ドック判定区分 2018（案）の結果につい
て報告し，篠原幸人理事長は理事に承認を求めた．
　各理事が意見ある場合は，事務局等に早急に申し出を行い，必要な修正等を行った上で，10 月中に
は会員に公表，2018 年 4 月 1 日より実施することで，理事会は，承認可決した．

3．第 3号議案　2014年度の集積データ解析（その 3）
　　　　　　　   － 2015年度人間ドック健診の有用性に関する大規模研究委員会分担研究資料－

　和田高士副理事長より，2014 年度の集積データ解析（その 3）が詳細に説明された．
　篠原幸人理事長は理事に本学会ホームページ等に公表する事の承認を求めた．
　各理事が意見ある場合は，事務局等に早急に申し出を行い，必要な修正等を行った上で，公表する
ことについて，理事会は，承認可決した．

4．第 4号議案　会員の入退会　
　事務局より会員の入退会について 8 月 9 日現在，A 会員 5,659 人，B 会員 448 人，C 会員 1,676 施設，
賛助会員は 32 機関，合計 7,815 会員となった旨，報告がなされた．
　篠原幸人理事長は理事に承認を求め，理事会は別段の異議無く，承認可決した．

5．その他の承認事項等
①「健康強調月間」の実施に伴う協力名義使用承認方のご依頼（健保連よりの依頼）

　篠原幸人理事長より健康保険組合連合会から協力依頼が来ている旨の，説明がなされた．
　理事会は別段の異議無く，承認可決した．

②「中部地区情報交換会」への協力依頼等（日本人間ドック健診協会よりの依頼）
　篠原幸人理事長より日本人間ドック健診協会から後援依頼が来ている旨，説明された．
　理事会は別段の異議無く，承認可決した．

③人間ドック施設における前立腺がん検診の実態調査へのご協力（前立腺研究財団よりの依頼）
　篠原幸人理事長より前立腺研究財団から調査協力依頼が来ている旨，説明された．
　理事会は別段の異議無く，承認可決した．

　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，議長は閉会を宣言し散会した．

　議事の経過並びに決議の内容を明確にするため本議事録を作成し，議長並びに議事録署名人がこれに
て記名押印する．
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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. 8.22－23 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
病院長

福岡国際会議場 福 岡

56 27. 7.30－31 土屋　　敦 医療法人 相和会
理事長

パシフィコ横浜 横 浜

57 28. 7.28－29 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

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

松 本

58 29. 8.24－25 中川　高志 医療法人 大宮シティ
クリニック 理事長

大宮ソニックシティ，
パレスホテル大宮

大 宮



人間ドック　Vol.32  No.4  2017年90 ( 678 )

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」（日本医学会医学用語辞典WEB版：http://
jams.med.or.jp/dic/mdic.html），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，表は計10点以内とします．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
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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，平成29年2月28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　平成

29年2月28日一部改正）
11） 「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」（平成29年4月14日：厚

生労働省 個人情報保護委員会）
［改訂日：平成29年8月23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，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，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」（日本医学会医学用語辞典WEB版：http://
jams.med.or.jp/dic/mdic.html），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，表は計10点以内とします．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．
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
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人間ドック　Vol.32  No.4  2017年 95 ( 683 )

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，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．

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．
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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，平成29年2月28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　平成

29年2月28日一部改正）
11） 「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」（平成29年4月14日：厚

生労働省 個人情報保護委員会）
［改訂日：平成29年8月23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

キ
リ
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線
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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・表は計10点以内としたか
□ 　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
□ 　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：

筆頭著者および共同著者の，投稿時から遡って過去3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

著者名（署名）：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
年　　月　　日　提出
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（様式3）
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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
Thirty reprints of each paper are free, and additional reprints are available at charge in lots of 10, but for 
a minimum order of 50 . Reprints should be ordered on submission of the manuscript as follows: For 
example, “I order 100 reprints: 30 (free) + 70.”

The Editorial Board considers only manuscripts prepared according to the Instructions to Authors, 
and makes decisions regarding the acceptance of manuscripts as well as the order of printing them. All 
published manuscripts become the permanent property of Japan Society of Ningen Dock, and may not be 
published elsewhere without written permission from the Society.
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Categories of manuscript:
　□ 　Original article (not more than 3,000 words)

　□ 　Case report (not more than 2,000 words)

　□　 Review article (not more than 4,000 words)

Typing:
　□　 Manuscript on A4 paper with wide margins
　□ 　Type double space using 12-point

Title page:
　□ 　Title of paper
　□　 Full names of authors and affiliations without title of MD, PhD, etc
　□ 　Full name and address of a corresponding author including fax number,  

　　telephone number and e-mail address.
　□ 　Running title not more than 50 characters.

Abstract:
　□　 Not more than 250 words.
　□ 　Arranged in the order of Background, Methods, Results, and Conclusion.
　□　 Up to four key words.

Text of paper:
　□　 Manuscript is arranged in the order of Objective, Methods, Results,  
　　　 Discussion, (Conclusion), (Acknowledgments), and References.
　□　 Measurements are expressed in SI units.
　□　 Abbreviations are spelled out at first usage.

References:
　□ 　References are numbered consecutively in order of appearance in the text and

　　cited in the text using superscript numbers.
　□　 Format is consistent with examples in Instructions for Authors.

Check list for submission of papers to Ningen Dock International
O¦cial Journal of Japan Society of Ningen Dock
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Tables:
□　Each table is given a number and a brief informative title, and appears on separate page.
□　All abbreviations used are explained in footnotes.

Figures:
□　Figure legends are appended to the text on a separate page.
□　The top of the figure, the first author's name, and the figure number are indicated lightly 

  in soft pencil on the back of the four figures.

Submission:
□　Check list, agreement, cover letter, manuscript (title page, abstract, text, acknowledgments, 

  and references), figure legends, tables, figures and/or photos prepared in due form.
□ 　One set of the original manuscript and three sets of the copies (with original photos, if any) 

  are submitted.
□　All pages are numbered.

Date:

Name (print)  Signature
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O¦cial Journal of Japan Society of Ningen Dock's Agreement

1. The authors undersigned hereby affirm that the manuscript entitled :

is original and does not infringe any copyright, and that it has not been published in whole or in part 
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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
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「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　篠原　幸人
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人間ドック
（Official Journal of Japan Society of Ningen Dock）

発 行 責 任 者  篠原　幸人

編 集 委 員 会 （長）荒瀬康司／（副・和文誌）鏑木淳一／（副・英文誌）丹羽利充
 新　智文／折津政江／加藤清恵／加藤智弘／笹森　斉／髙橋英孝／原　茂子／
 福井敏樹／武藤繁貴／山門　實
発 　 行 　 所  公益社団法人 日本人間ドック学会
 〒102-0075　 東京都千代田区三番町9-15　ホスピタルプラザビル1F
   電話　03－3265－0079　E-mail：info@ningen-dock.jp
制 　 作 　 所  株式会社 サイエンティスト社　東京都渋谷区千駄ヶ谷5－8－10－605 

師走に入り，何かと慌ただしい時期に入りました．
師走に入った途端に，大陸から真冬の冷たい空気が
流れ込んで，西日本からも初雪の便りが届いていま
す．これから日本海側・西日本で雪がさらに積もる
ようです．本格的な冬に入りました．さて，編集後
記です．本号も興味深い論文が並んでいます．巻頭
言，理事長講演，1つの総説，9つの原著論文より構
成されています．巻頭言では，あいち健康の森健康
科学総合センターの津下一代先生に「第3期特定健診・
特定保健指導に向けて～受診者，保険者，社会に期
待される健診機関の役割」のタイトルで，来年から第
3期を迎える本制度の概説，並びに今後の展望を簡
潔に，かつ明確に解説していただいています．理事
長講演は，平成28年6月に新しく就任された篠原幸
人理事長の，第58回日本人間ドック学会学術大会の
期間中でのご講演内容です．新たにご就任された理
事長からの，現状，現在の問題点，今後の課題，ひ
いては当学会のあるべき姿について忌憚ない内容で，
当学会に関わる様々な業種の方達に是非必読してい
ただきたい内容です．総説は，新宿健診プラザの鏑
木淳一先生による「人間ドック健診における関節リウ
マチと類縁疾患の診療」の総説です．慢性関節リウマ
チ（Rheumatoid arthritis：RA）とその類縁疾患といえ
ば，リウマチ専門医の領域で，当学会領域には一見
縁遠い印象もありますが，日常の臨床現場でも見逃
されやすいこと，早期RAでの治療の介入の有用性は
すでにエビデンスのあること，一方で高齢発症のRA
の存在の再確認など，背景を理解した上でのその発
見は重要です．その意味で，本総説は大変参考となり，
こちらも一読をお勧めします．原著は9編で，いずれ

編集後記

第32巻 第4号（Vol.32 No.4   2017）
平成29年12月31日発行

も興味深いテーマが取り上げられています．インター
ネットを利用したアンケート調査からの内臓脂肪蓄
積に与える因子（柳沢論文），人間ドック施設ならで
はの報告であるeGFRに注目した論文（照井論文）と運
動療法（脇本論文），睡眠時無呼吸症候群のscreening
に着目した論文（石引論文），喫煙と閉塞性換気障害/
CT所見との関連（青山論文），以前から着目されてい
ますが，生活習慣と動脈硬化危険因子との関連（村上
論文），ABC分類の特にA群に着目した内視鏡所見と
H.pyloriとの検討（遠藤論文），眼科専門病院から発信
された眼科疾患の発見の重要性（井上論文），健康管
理に必須の健診者の情報聴取に注目した論文（宮島論
文）と，多岐にわたる．人間ドックに携わる医師だけ
でなく，関わり合いのある様々な専門職で参考とな
る論文が並んでいます．少なくとも関連するものは
是非目を通していただきたいと思います．当和文誌・
英文誌は医師だけでなく，様々な業種の会員の皆様
にも門戸を開いており，積極的に論文を募集してい
ます．日常業務を着実に完遂することは当然重要で
す．一方で，日常診療で蓄積した，または気がつい
たことに着目してデータを集めて学会なりで発表す
る，あるいはあるHypothesisに向かっての臨床研究
をまとめて学会なりで報告することは，個人レベル
だけでなく，人間ドック全体のレベルを上げるため
にも重要です．さらには，報告後の論文化に是非取
り組んでいただきたいと思います．ご自分達の満足
感だけでなく，同じ分野に携わる医療関係者に大変
重要な情報にもなり，この地道な取り組みの積み重
ねが，着目を浴びつつある人間ドック界の大きな発
展にも繋がります．　　　　　　　　　　（加藤智弘）
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日本人間ドック学会　入会申込書
　貴学会の趣旨に賛同し，入会いたします．

※①～⑥の全項目にご記入のうえ，会費振替受領証のコピーを裏面に貼り，下記送付先にお送りください．
　（施設・賛助会員の場合①，④及び⑤は不要です）

①

ふ り が な ：
氏　　名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印　　男性　・　女性

生年月日：19　　　　年　　　　月　　　　日（★必ず記入）

医師免許：（登録番号）　　　　　　　　　 　　 （★ A 会員のみ記入）

E - m a i l ：
　　　　　　　 　　□  メール配信を希望する　　□  メール配信を希望しない

社団法人日本内科学会の「認定内科医」または「総合内科専門医」の方はその認定番号をご記入下さい．

認定内科医：　　　　　　　　　　　　　　総合内科専門医：

②

いずれかをマルで囲み，年会費を下記口座へお振り込みのうえ，お申し込み下さい．

・A 会員（医師のみ）
 〔年会費 1 名 10,000 円〕

・B 会員（医師以外）※健診施設等医療機関に勤務されている方
 〔年会費 1 名 6,000 円〕
□保健師　□管理栄養士　□看護師　□その他（　　　　　　）

（↑★必ず記入）
・C 会員（施設会員）医療機関
 〔年会費 1 施設 30,000 円〕

・S 会員（賛助会員）企業など
 〔年会費 1 施設 30,000 円〕

※裏面に振替受領証のコピーを貼り付けてください
　郵便振込先：00150－ 5－ 81128　名義（受取人）：日本人間ドック学会
　他の金融機関からの振込先：ゆうちょ銀行　○一九店（ゼロイチキュウ店）・当座・0081128
　通信欄に，お名前，施設名，ご連絡先，お電話番号を明記の上，お払い込み下さい．

③

施設区分：いずれかをマルで囲んで下さい．
01 厚生労働省 06 国（その他） 11 北海道社会事業協会 16 船保会 21 医療法人
02 独立行政法人国立病医院機構 07 都道府県 12 厚生連 17 健保及び連合 22 学校法人
03 国立大学法人 08 市町村 13 国保連 18 共済及び連合 23 会社
04 独立行政法人労働者健康福祉機構 09 日赤 14 全社連 19 国保組合 24 その他法人
05 その他公的 10 済生会 15 厚生団 20 公益法人 25 個人

ふりがな：
施設名：

住所：（〒　　―　　　）

TEL：　　　　　　　　　　　　　　FAX：

C 会員，S 会員はご記入ください．※記入のない場合は人間ドックご担当者様宛に資料をお送りいたします

部課名：　　　　　　　　　　　　担当者：

④
自宅住所：（〒　　―　　　）

TEL：　　　　　　　　　　　　　　FAX：

⑤ 入会後の通知および資料は（　勤務先　・　自宅　）あてに送付（未記入は勤務先）

⑥
個人情報の取扱いについて（裏面の「個人情報の取扱いについて」をご覧下さい．）

当学会の個人情報の取扱いについて同意いただける方は，「同意する」にチェックし，同意いただけない方は， 
「同意しない」にチェックしてください．

（第 1号様式）

【送付先】〒 102-0075　東京都千代田区三番町 9-15　ホスピタルプラザビル 1F
　　　　　　　　　　　公益社団法人　日本人間ドック学会　入会申込　係
  【TEL】　03-3265-0079　　　

□　同意する　　　　□　同意しない

FAXは不可
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個人情報の取扱いについて（会員用）

1．個人情報の利用目的
会員管理，学術大会の開催，学会誌の発刊，人間ドック認定医・専門医養成，人間ドック健診施設機能評価，
人間ドック健診情報管理指導士及び食生活改善指導士養成，メール配信のため．

2．個人情報の提供
以下の場合を除き，あらかじめご本人の同意を得ないで，個人情報を提供することはありません．
・法令に基づく場合．
・人の生命，身体又は財産の保護のために必要がある場合であって，本人の同意を得ることが困難であるとき．
・公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって，本人の同意を得るこ

とが困難であるとき．
・国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力

する必要がある場合であって，本人の同意を得ることによって当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあ
るとき．

3．個人情報の委託
個人情報の取扱いの全部または一部を委託することがあります．委託にあたっては，十分な個人情報の保護
水準を満たしている者を選定し，委託を受けた者に対する必要，かつ適切な監督を行います．

4．個人情報の開示等の求めについて
個人情報の「開示等のご請求」につきましては，以下の「個人情報に関わる苦情・相談窓口」で受け付けて
おります．本法人の「開示対象個人情報の取扱いについて」に基づき，遅滞なく回答いたします．

5．個人情報提供の任意性
個人情報のご提供は任意です．ただし，必要な個人情報をご提供されない場合には，上記利用目的の業務を
履行できない場合があります．

〈個人情報に関わる苦情・相談窓口〉
公益社団法人日本人間ドック学会
〒 102-0075　東京都千代田区三番町 9-15　ホスピタルプラザビル 1F

個人情報保護管理者（兼　苦情・相談窓口責任者）：総務課
TEL：03-3265-0079　FAX：03-3265-0083　E-Mail：info@ningen-dock.jp
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日本人間ドック学会　申請変更届
　以下に該当するときは，必ずご連絡ください．
　学会誌などの郵便物がお届けできなくなることがあります．

1. 転勤・引っ越しなどにより，勤務先（自宅）住所が変わった場合

2. 資料送付先を勤務先から自宅へ，またはその逆へ変更する場合

3. C 会員（施設会員），S 会員（賛助会員）で施設名が変更になった場合

4. C 会員，S 会員で担当者が変更になった場合

【現在，届けている項目】

会員番号

氏　　名
（※↑ C，S 会員はご担当者）

施 設 名

施設住所（〒　　–　　　）

施設電話　　　　　　　　　　　　　　　　　　施設 FAX

自宅住所（〒　　–　　　）

自宅電話　　　　　　　　　　　　　　　　　　自宅 FAX

【新しく変更する項目】※変更箇所のみご記入お願い致します．

氏　　名

施 設 名

施設住所（〒　　–　　　）

施設電話　　　　　　　　　　　　　　　　　　施設 FAX

施設 E-mail
（※↑ C，S 会員のみ）

自宅住所（〒　　–　　　）

自宅電話　　　　　　　　　　　　　　　　　　自宅 FAX

E-mail

資料送付先　　【　施設住所　・　自宅住所　】　※どちらかに○をご記入下さい．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　無記入の場合は登録どおりとします．

◆個人情報の取扱いについて（裏面の「個人情報の取扱いについて」をご覧下さい．）
　当学会の個人情報の取扱いについて同意いただける方は「同意する」にチェックを入れてください．

□ 同意する　　　　　　　□ 同意しない

【備考】

（第 2号様式）

FAX 03-3265-0083まで



PMS-M03b-01

個人情報の取扱いについて（会員用）

1．個人情報の利用目的
会員登録情報管理のため．

2．個人情報の提供
以下の場合を除き，あらかじめご本人の同意を得ないで，個人情報を提供することはありません．
・法令に基づく場合．
・人の生命，身体又は財産の保護のために必要がある場合であって，本人の同意を得ることが困難であるとき．
・公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって，本人の同意を得るこ

とが困難であるとき．
・国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力

する必要がある場合であって，本人の同意を得ることによって当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあ
るとき．

3．個人情報の委託
個人情報の取扱いの全部または一部を委託することがあります．委託にあたっては，十分な個人情報の保護
水準を満たしている者を選定し，委託を受けた者に対する必要，かつ適切な監督を行います．

4．個人情報の開示等の求めについて
個人情報の「開示等のご請求」につきましては，以下の「個人情報に関わる苦情・相談窓口」で受け付けて
おります．本法人の「開示対象個人情報の取扱いについて」に基づき，遅滞なく回答いたします．

5．個人情報提供の任意性
個人情報のご提供は任意です．ただし，必要な個人情報をご提供されない場合には，上記利用目的の業務を
履行できない場合があります．

〈個人情報に関わる苦情・相談窓口〉
公益社団法人日本人間ドック学会
〒 102-0075　東京都千代田区三番町 9-15　ホスピタルプラザビル 1F

個人情報保護管理者（兼　苦情・相談窓口責任者）：総務課
TEL：03-3265-0079　FAX：03-3265-0083　E-Mail：info@ningen-dock.jp



キ
リ
ト
リ
線

日本人間ドック学会　退会届
　理事会御中

　全項目をご記入ください．

　年　　　　　月　　　　　日をもって貴会を退会いたします．

　退会理由：

【A会員，B会員】

会 員 名 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 印

会員番号

連 絡 先 （〒　　　　　　）

電　話

【C会員，S会員】

施 設 名 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 印

会員番号

連 絡 先 （〒　　　　　　）

電　話

【この届けを記入した人】　会員ご本人の場合は未記入で結構です

氏　名

◆個人情報の取扱いについて（裏面の「個人情報の取扱いについて」をご覧下さい．．）
　当学会の個人情報の取扱いについて同意いただける方は「同意する」にチェックを入れてください．

□ 同意する　　　　　　　□ 同意しない

（第 3号様式）

FAX 03-3265-0083まで

送付先：
〒 102-0075　東京都千代田区三番町 9-15　ホスピタルプラザビル 1F

公益社団法人
日本人間ドック学会　退会　係あて



PMS-M03b-01

個人情報の取扱いについて（会員用）

1．個人情報の利用目的
会員登録情報管理のため．

2．個人情報の提供
以下の場合を除き，あらかじめご本人の同意を得ないで，個人情報を提供することはありません．
・法令に基づく場合．
・人の生命，身体又は財産の保護のために必要がある場合であって，本人の同意を得ることが困難であるとき．
・公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって，本人の同意を得るこ

とが困難であるとき．
・国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力

する必要がある場合であって，本人の同意を得ることによって当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあ
るとき．

3．個人情報の委託
個人情報の取扱いの全部または一部を委託することがあります．委託にあたっては，十分な個人情報の保護
水準を満たしている者を選定し，委託を受けた者に対する必要，かつ適切な監督を行います．

4．個人情報の開示等の求めについて
個人情報の「開示等のご請求」につきましては，以下の「個人情報に関わる苦情・相談窓口」で受け付けて
おります．本法人の「開示対象個人情報の取扱いについて」に基づき，遅滞なく回答いたします．

5．個人情報提供の任意性
個人情報のご提供は任意です．ただし，必要な個人情報をご提供されない場合には，上記利用目的の業務を
履行できない場合があります．

〈個人情報に関わる苦情・相談窓口〉
公益社団法人日本人間ドック学会
〒 102-0075　東京都千代田区三番町 9-15　ホスピタルプラザビル 1F

個人情報保護管理者（兼　苦情・相談窓口責任者）：総務課
TEL：03-3265-0079　FAX：03-3265-0083　E-Mail：info@ningen-dock.jp



人間ドック認定医 【 認定 ・ 更新 】 申請書

※更新の方のみご記入下さい

※ FAX ご希望の方はご記入ください↓

ふ り が な
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備考 / 可 申請受付日 単位数

保留

不可

　事　務　局　処　理　覧　

申請日：　　　年　　　月　　　日

● ご登録の所属機関，自宅などに変更がある場合は，下欄へご記入ください ●

（所属機関名称）

〒

電　話 ＦＡＸ

（自　　宅）

〒

電　話 ＦＡＸ

※書類や学会誌の送り先（必須）      →        所属機関  ・  自宅
（記入のない場合は登録通りに御送り致します）

申請者氏名 ㊞　 男　性　・　女　性

会 員 番 号 A 認 定 番 号

生 年 月 日 （西　暦）　　　　　年　　　　　月　　　　　日

所 属 機 関

〒

申請書受理通知送信先 F A X　



人間ドック認定医申請・更新時の提出書類について

【必須書類】
□ 人間ドック認定医 認定・更新申請書

□ 人間ドック認定医 単位確認表（ピンク色のシール台紙：原本）

【任意提出】
※学術大会［10 単位］･ 研修会［7 単位］への参加のみで，50 単位を越えている場合は，以下書類の提出の

必要はございません．

□ 学会誌「人間ドック」掲載証明書　［筆頭 7 単位：共同 1 単位］

□ 英文誌「Ningen Dock（International）」掲載証明書　［筆頭 10 単位 : 共同 1 単位］

□ 日本人間ドック学会学術大会　演題発表証明書　［筆頭 5 単位：共同 1 単位］

※ 2010 年開催の第 51 回学会より，同一大会での複数発表は，筆頭・共同共に各 1 演題分のみの加算とする．

□ 日本内科学会認定内科医（総合内科専門医）　認定証コピー　［5 単位］

□ 人間ドック健診情報管理指導士　認定証コピー　［5 単位］

□ 日本医師会認定産業医　認定証コピー　［2 単位］

・ 送付前に書類が揃っているかをご確認ください．

・ 単位確認表（ピンク色のシール台紙）は，実物をお送り下さい．認定・更新後，新しい単位確認表
を認定証と共にお送りします．

・ 単位が 50 単位に満たない時や，正会員（A 会員）へのご入会前に申請された場合は事務局よりご連
絡させて頂いております．

・ 認定，更新の申請が受理されますと，単位は 0 にリセットされ，余剰単位もクリアされます．

・ 認定医制度の詳細は，ドック学会ホームページ「認定医制度」の項目をご覧頂くか，事務局までお
問い合わせ下さい．（ホームページ　http://www.ningen-dock.jp/　）

※認定・更新申請の書類は，必ず郵送等にて下記送付先へお送り下さい．
　なお，認定・更新の申請期間は，毎年 1 月 1 日から 3 月 31 日です．
　認定開始は 4 月 1 日から，認定書類のお届けは認定開始日以降となります

【送付先】

公益社団法人 日本人間ドック学会　認定医委員会事務局　宛
〒 102-0075　東京都千代田区三番町 9-15　ホスピタルプラザビル 1F
TEL：03-3265-0079　※ FAX不可








