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I

2018年度の研修会開催について，ご案内いたします．
申込み方法等をご確認の上，事前登録し，研修会にご参加ください．

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

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

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

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

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

   研修会参加修了証（オレンジ）   に氏名を明記の上，半分を切り離し，指定場所の回収箱に提出

 して下さい．

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

 研修会終了後，修了証の提出をもって単位を加算するので，後日ご自身で単位数をご確認ください）

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

ご注意ください！（当日提出した修了証以外は無効となります）

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

申込方法： オンライン申込による事前登録となります．

　　　　　　　日本人間ドック学会ホームページ　　

　　　　　　　人間ドック健診認定医・専門医研修会－  オンライン登録

　　　　　　　http://www.ningen-dock.jp/system/certi�ed/workshop

　　　　　　　　※申込開始日前は，登録できません．

★オンライン登録手順

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．

★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へお問い合わせください．  

　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）

人間ドック健診認定医・専門医研修会
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2018年度人間ドック健診認定医・専門医研修会　開催案内

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

日　　時：2018年 9月 1日（土）　9：30～ 12：45
会　　場：新潟コンベンションセンター　朱鷺メッセ
定　　員： 1,100名（定員になり次第，受付終了）
申込開始： 5月 10日（木）より

● 2018年第 3回人間ドック健診専門医研修会（神戸）
　（第 50回人間ドック健診認定医・専門医研修会）

日　　時：2018年 10月 14日（日）　12：30～ 15：45（予定）
会　　場：神戸国際会議場
定　　員：680名（定員になり次第，受付終了）
申込開始： 8月上旬より

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

● 2018年第 5回人間ドック健診専門医研修会（東京）
　（第 51回人間ドック健診認定医・専門医研修会）

日　　時：2019年 3月 3日（日）　12：30～ 15：45（予定）
会　　場：ヒューリックホール東京（予定）　※会場が今までと異なりますのでご注意ください．
定　　員：900名（定員になり次第，受付終了）
申込開始：2019年 1月上旬より

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

※ 2018年第 1回・4回人間ドック健診専門医研修会は，日本総合健診医学会主催の研修会と
　なり，新制度専門医のみが参加対象となりますのでご注意ください．

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

★研修会参加には，本学会医師正会員であることが条件です．
　まだ入会手続きがお済みでない方は，入会申請を行ってください．
　【入会に関する問合せ　日本人間ドック学会事務局：03-3265-0079】
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ドック会発第 546号
 2018年 3月 22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＞

2018年第 2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 49回人間ドック健診認定医・専門医研修会）

1．日　　時　　2018年 9月 1日（土）9：30～ 12：45（受付 8：30～ 9：30）
2．会　　場　　新潟コンベンションセンター　朱鷺メッセ　メインホール　
　　　　　　　  新潟市中央区万代島 6番 1号　TEL.025-246-8400（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　　1,100名
5．単 位 数　　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．

2018 年 5 月 10 日（木）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 9:30にて終了します．9:30以降のご入場はお断り致します．
※この研修会は 7単位となります．

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

B） 新制度専門医は，受付でお渡しする【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．

＜会場案内図＞
新潟駅より

●タクシー　約 5分　
●徒歩　　　約 20分
●路線バス　約 15分　
　佐渡汽船行き　朱鷺メッセ停下車
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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）

【2018年 9月 1日（土）9：30～ 12：45　朱鷺メッセ　メインホール】

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
※指導医講習会　対象研修会

8：30～ 9：30 受　付

9：30～ 9：35 開会挨拶

9：35～ 10：35 「人間ドック健診における低線量 CT検診の重要性」
 丸山　雄一郎　　JA長野厚生連　浅間南麓こもろ医療センター　放射線科　部長

10：35～ 11：35 「人間ドックにおける眼科的所見」
 妹尾　正　　　　獨協医科大学　眼科　教授

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

11：45～ 12：45 「改正個人情報保護法対応の臨床研究法について」
 藤原　康弘　　　国立がん研究センター　執行役員　企画戦略局長

※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．（上限 2単位）

12：45～ A）参加証明シール配布・B）修了証提出

●申込開始日：5月 10日（木）　　※定員　1,100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．
★第 59 回学術大会（8/30-31）参加費とは別の登録になりますので，ご注意ください．
★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
★第 3講演は医療安全・医療倫理対象講演ですので，新制度専門医は 1単位が加算されます（上限 2単位）．
★本研修会は指導医講習会対象研修会となります．人間ドック健診指導医は，認定期間内に 1回参加す
ることで，更新可能となります．
★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）　　FAX：03-3265-0083
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● 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『平成 29年度人間ドック健診専門医認定・更新者（新制度）』，
および 『旧制度保留から新制度への移行更新者』には，3月末に新専門医認定証および今
後の単位取得方法について等，書類を郵送いたします．

  【認定期間 ：2018年 4月 1日～ 2023年 3月 31日　5年間】

・2018年 4月 1日より，人間ドック健診専門医更新のための 50単位（両学会企画 30単位・両
学会以外の企画上限 20単位）を認定期間内に取得してください．

・認定期間を変更した人間ドック認定医認定証（有資格者）も同封します．

・新規の新制度専門医は単位管理方法が変わります．詳しくは，送付する書類をご確認ください．

　② 研修施設・指導医　新制度認定について
平成 29年度認定された研修施設・指導医には，3月末に認定証等を郵送いたします．

  【認定期間：2018年 4月 1日～ 2023年 3月 31日　5年間】

※暫定研修施設・暫定指導医には，3月末に委嘱状を郵送いたします．

　③ 平成 29年度に認定（更新）された専門医認定者一覧および（暫定）研修施設・指導医一
覧等を『人間ドック健診専門　新制度HP：http://www.senmoni.jp/』に掲載いたします．

　④ 2018年度人間ドック健診専門医認定試験
日　時：2018年 10月 21日（日）13：00～ 15：00（※試験終了 14：40）
会　場： 主婦会館プラザエフ：東京　四ツ谷（予定）

※ 6月末，新制度版受験申請入力フォームを専門医HPに掲載します．
※認定試験の詳細等は，決まり次第，HP等でご案内いたします．

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

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

【セルフトレーニング問題 2017について】
2017年度セルフトレーニング問題の解答・解説を掲載いたします．
セルフトレーニング問題（25問）については，2017年 9月発行の学会誌『人間ドック 32-3号』
をご確認ください．

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

●問題数：25問
●採点料：2,000円

◆次回（2018年）スケジュール（予定）

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

【申請期間】
10月上旬～ 11月下旬： 所定の解答用紙に必要事項を記入し，採点料 2,000円を振込み後，

学会事務局に申請してください．

12月中旬： 採点業務を行い，採点結果および解答・解説を通知します．

注！ 対象者以外の方が申請しても単位加算とはなりませんのでご注意ください．

※セルフトレーニング問題に関するお問合せは下記までお願いします．

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

人間ドック健診専門医制度　新専門医対象

セルフトレーニング問題
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解答：（c），（e）

解説
日本動脈硬化学会の動脈硬化性疾患予防ガイドライン2017年度版における脂質管理目標は，2012年

度版と同様に冠動脈疾患の既往（心筋梗塞，冠動脈インターベンション，冠動脈バイパス，心突然死）の
有無により一次予防と二次予防に分類される．一次予防対象は糖尿病（耐糖能異常は含まない），慢性腎
臓病（CKD），非心原性脳梗塞，末梢動脈疾患のいずれかがある場合は高リスクとなる．これらがない場
合には吹田スコア（LDLモデル詳細），もしくは危険因子の個数を用いたフローチャート（簡易版）を用い
て，高リスク，中リスク，低リスクに分類され，それぞれの管理目標値が設定されている．吹田スコア（LDL
モデル詳細）では年齢，性別，喫煙，血圧，HDLコレステロール，LDLコレステロール，耐糖能異常，
早発性冠動脈疾患家族歴を危険因子としてそれぞれの点数を合計してリスクを分類する．糖尿病とCKD
は高リスクとなる疾患に含まれるため計算には使用しない．治療中の高血圧は，高リスクとなる疾患で
はなく，治療の有無にかかわらず，現在の血圧値で点数が決定される．また，禁煙者は非喫煙として扱う．
フローチャート（簡易版）では喫煙，高血圧，低HDLコレステロール血症，耐糖能異常，早発性冠動脈
疾患家族歴を危険因子としてそれぞれの個数をカウントしリスク分類する．

解答：（c）

解説
問題設定の状況を2×2表に落とし込み，スクリーニング検査の評価指標の計算を行うと，表のごと

くとなる．

 セルフトレーニング問題 2017

解答と解説

問題 1

問題 2

表　スクリーニング検査の評価指標の計算

項目
糖尿病（糖負荷試験）
あり なし

空腹時血糖
陽性 60 60 120 陽性反応的中率　60/120（50%）
陰性 40 840 980 陰性反応的中率　840/980（86%）

100 900 1,000
感度 特異度

60/100 840/900
（60%） （93%）
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解答：（d）

解説
慢性腎臓病（CKD）とは，腎臓の障害（蛋白尿など），もしくは糸球体濾過量（GFR）60mL/分 /1.73m2

未満の腎機能低下が3ヵ月以上持続するものである．
推算GFR（eGFR）は以下の血清クレアチニンの推算式（eGFRcreat）で算出する．
男性：eGFRcreat（mL/分 /1.73m2）=194×Cr（クレアチニン）-1.094×年齢 -0.287

女性：eGFRcreat（mL/分 /1.73m2）=194×Cr（クレアチニン）-1.094×年齢 -0.287×0.739
1日尿量は診断に用いられない．

解答：（a），（e）

解説
2010年に提唱されたアメリカリウマチ学会とヨーロッパリウマチ学会によるRA分類基準では，急性

炎症反応を調べる検査項目として，赤沈値とCRPが記載された．RA治療におけるメトトレキサート投
与において，白血球数3,000/µL未満では禁忌である．

解答：（d）

解説
窓形成（fenestration）は，胎生早期に存在する原始動脈網が消褪 , 癒合して1本になるべきところ，部

分的に2本遺残したもので，椎骨脳底動脈系に高頻度に見られる正常変異である．動脈解離はMRA上
は血管の拡張と広狭不整，狭窄として描出される．遺残三叉動脈は胎生早期に存在する頸動脈 -椎骨脳
底動脈吻合が遺残したもので，内頸動脈海綿状脈洞部と脳底動脈を吻合する血管である．

問題 3

問題 5

問題 4



IX

解答：（a），（e）

解説
特発性肺線維症（IPF）の診断にあたっては，原因の明らかなびまん性肺疾患の可能性を除外する必要
がある．そのうえで，拘束性障害，ガス交換障害などの呼吸機能検査異常があり，高分解能CT（HRCT）
で両側肺底部，胸膜直下優位に明らかな蜂巣肺所見を伴う網状陰影を認めると典型的 IPF像ということ
になる．以上のような所見があったときに，臨床的に（1）年齢50歳以上，（2）緩徐な発症，（3）症状発現
より3ヵ月以上の経過，（4）両側肺野の捻髪音の4項目中3項目を満たす場合には，（病理所見がなくても）
臨床的に IPFと診断することができる．IPFの主要な症状は乾性咳漱と労作時呼吸困難であるが，これ
らは他の呼吸器疾患でもよく認められる症状である．その他，ばち指も高頻度に認められる．臨床診断
の際には捻髪音の聴取が最も重要である．

解答：（c）

解説
アトピー性皮膚炎は皮膚脆弱性（皮膚バリア機能異常）を伴い，非特異的刺激反応やアレルギー反応が
関与して生じる湿疹・皮膚炎である．フィラグリンは角層の形成に重要な役割を持つとともに，角層で
アミノ酸に分解され保湿因子となるが，フィラグリン遺伝子異常があると水分保持機能が低下する．フィ
ラグリン遺伝子は尋常性魚鱗癬の責任遺伝子であるが，アトピー性皮膚炎患者でも25～50%に異常が認
められる．皮膚バリア機能低下により抗原の経皮的吸収がおこりやすく，皮膚炎のみならず多臓器のア
レルギー疾患をひきおこす．患者の半数以上は成人である．ストレスは嗜癖的掻破の誘因となり，重症
化する背景には心理社会的ストレスが背景にあることが多い．早期の介入が大切でしばしば心身両面か
らのアプローチを必要とする．

解答：（d）

解説
喫煙が危険因子として明確になっているのは，くも膜下出血と脳梗塞である．脳出血，脳静脈血栓症，

脳塞栓症，脳動脈解離ではその関係は，はっきりしない．

問題 6

問題 7

問題 8



X

解答：（d），（e）

解説
多発性骨髄腫のほとんどの例で血清蛋白異常がみられる . 通常（BJP型蛋白以外）は総蛋白高値・A/G比
の低下・血清γグロブリン高値・蛋白分画のMピーク（M蛋白）が認められる（ただしBJP型多発性骨髄腫
は血清γグロブリン低値）．M蛋白は尿中にも出現するがスルホサリチル酸法を用いて検出する，アルブ
ミンのみを検出する通常の試験紙法では検査は陰性になる．末梢血では正色素性貧血・軽度白血球減少・
軽度血小板減少を認める．形質細胞が末梢血に増加していることはまれであるが，骨髄検査では形質細
胞が増加している（通常は10%以上）．塗末標本では赤血球の連銭形成がしばしばみられる．赤沈は貧血
と高γグロブリン血症のために通常亢進しているがCRPは上昇していないことが多い．他に腎機能障害，
高カルシウム血症もみられる．骨病変も合併していることが多く，骨X線では骨融解像，打ち抜き像，
骨折像などがみられる．

解答：（b），（d）

解説
国民衛生の動向2017/2018によると，平成28年（2016年）の日本人の死因は，第1位がん，第2位心
疾患，第3位肺炎で，脳血管疾患は第4位であった．がんは，昭和56年（1981年）以降，それまで第1位
であった脳血管疾患にかわって死因の第1位となり，今日まで続いている．このがんの罹患数は，今後
もさらに増加していくことが予測されている．がん死亡は40歳以上の年代で急増し，死因の第1位を占
めている．人口10万対死亡率は男性360.9，女性238.7と，男性が約1.5倍高率である．

＜参　考＞

厚生労働統計協会：国民衛生の動向2017/2018．厚生の指標 2017；64（増刊）：63-75．

解答：（c），（d）

解説
ロート斑は白血病に起因する網膜病変で有名である．糖尿病は網膜症を生じることで有名である．腎
不全では網膜に出血，白班，浮腫などが見られる．胃潰瘍，慢性閉塞性肺疾患に伴う眼底所見はみられ
ない．

問題 9

問題 11

問題 10



XI

解答：（d）

解説
空腹時血糖が110mg/dL以上でメタボリックシンドロームの対象となりうる．特定保健指導では

100mg/dL以上が対象となりうる．他の項目はすべて共通して対象となりうる．メタボリックシンドロー
ムの診断基準と特定保健指導の対象判定基準は異なることに注意する．

解答：（b），（c）

解説
脳ドックに整備すべき機器，設備としては以下のものが推奨されている．
（1）高性能MRI装置
（2）高次脳機能検査のためのソフトと人材
（3）血液生化学検査システム
（4）心電図測定機器
（5）脳ドック専用診療録
（6）インフォームド・コンセント用の部屋
（7）脳ドック受診者の専用控え室
（8）超音波検査機器

解答：（a）

解説
糖尿病網膜症ではそれぞれの病期に応じて特徴的な所見が見られ，病期に応じたフォローアップや治

療が検討されなければならない．病期は，（1）正常，（2）単純網膜症（毛細血管瘤，点状出血，斑状出血，
少数の軟性白斑など），（3）前増殖網膜症（軟性白斑，静脈異常，網膜内細小血管異常など），（4）増殖網
膜症（新生血管，硝子体出血，線維血管増殖膜，牽引性網膜剥離など）に分けられる．銀線動脈は高血圧
に伴う動脈硬化性の変化である．

問題 12

問題 13

問題 14



XII

解答：（b），（d）

解説
有名なヒポクラテス（BC 460～377）の誓いに，すでに守秘義務に関係した記載「およそ口外すべきで
ないものは，それを秘密事項と考え，口を閉ざすことにいたします」（大槻監訳ヒポクラテス全集第1巻）
とある．1947年世界医師会（WMA）第1回総会が開かれた．後に，ジュネーブ宣言，ヘルシンキ宣言，
リスボン宣言などの宣言がそれぞれの総会で採択され，その後も必要なたびに改訂が進められてきた．
ジュネーブ宣言はヒポクラテスの誓いの現代的解釈である．ナチスのニュルンベルグ裁判にことを発し
臨床治験に関するニュルンベルグ綱領がつくられた．WMAのヘルシンキ総会で臨床治験に関する倫理
綱領指針が採択された（ヘルシンキ宣言）．東京でのWMA総会で，ヘルシンキ宣言にインフォームド・
コンセント取得の必要性がさらに盛り込まれた．リスボン宣言は「患者の権利に関する宣言」で患者の自
己決定権（autonomy）が宣言された．

解答：（b）

解説
食道憩室は他の消化管憩室よりも頻度が低いとされている．Zenker憩室とは咽頭食道の後壁で下咽頭
括約筋斜走部と輪状咽頭筋横走部との間の脆弱部が圧出してできた憩室である．なお前側には気管があ
り憩室は出来にくい．

解答：（b），（c）

解説
難聴は大きく伝音難聴と感音難聴とに分類される．伝音難聴は外耳や中耳の伝音機構の障害が原因で

ある．外耳疾患としては耳垢栓塞や外耳奇形などによる外耳道閉塞がある．伝音難聴の多くは中耳疾患
であるが，急性中耳炎，滲出性中耳炎，真珠腫性中耳炎を含む慢性中耳炎，耳管狭窄症，外傷性鼓膜穿
孔や耳小骨連鎖離断，耳小骨奇形，耳硬化症など多彩である．耳小骨連鎖離断はツチ骨，キヌタ骨，ア
ブミ骨の3つの耳小骨の連続性がどこかで障害され音が伝わらなくなったものの総称で真珠腫性中耳炎
による耳小骨破壊や外傷や奇形による離断がある．一方，感音難聴の多くは内耳性難聴であるが，大き
く急性感音難聴と慢性感音難聴に分類される．急性感音難聴の多くは一側性内耳性難聴であり，ある日
突然発症する．突発性難聴，急性低音障害型感音難聴，メニエール病，外リンパ瘻，急性音響性難聴な
どがある．慢性感音難聴としては両側対称性で，徐々に進行する老人性難聴（加齢性難聴）や騒音性難聴，
原因不明の特発性感音難聴などがある．前庭神経炎は急性に激しい回転性めまいを生じる疾患であるが，
難聴や耳鳴などの蝸牛症状を伴わないのが特徴である．

問題 16

問題 15

問題 17
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解答：（c）

解説
血液ガスの基準値を以下に示す．
　pH（水素イオン濃度）…7.35～7.45
　PaO2（酸素分圧）…80～100Torr
　PaCO2（二酸化炭素分圧）…35～45Torr
　SaO2（酸素飽和度）…95%以上
　HCO3

－：24 ± 2mEq/L
pHが7.45以上の病態をアルカローシス，pHが7.35以下の病態をアシドーシスという．また，PaO2

が60Torr以下になった状態，あるいはPaCO2が45Torr以上になった状態を呼吸不全という．

解答：（e）

解説
尿沈渣において血尿はRBC 5ヶ/HPF（high power �eld：強拡大の視野）以上である．IgA腎症では尿蛋

白陽性・高血圧例で腎予後が不良であるため，血尿単独陽性であっても定期的に検尿を行うべきである．
また，糖尿病性腎症の早期診断には微量アルブミン尿が有用である．蛋白尿陽性の場合，起立性蛋白尿
など腎予後が良好な場合もあるが，慢性糸球体腎炎の徴候の場合が多く，腎臓専門医に紹介する必要が
ある．

解答：（b）

解説
卵巣悪性腫瘍で増加する腫瘍マーカーは多い．表層上皮性に分類されるものは，糖鎖関連マーカーが
多種類開発されており，コア蛋白関連マーカーはCA125，CA602，母核糖鎖関連マーカーはCA546，
CA724，STN，基幹糖鎖関連マーカーはCA19-9，SLXである．糖転移酵素はGAT，癌胎児抗原は
CEAがある．その他，性索間質性に分類されるものは，エストロゲンやテストステロンであり，胚細胞
に分類されるものは，αフェトプロテイン，hCG，SCCがある．なお，このSCCについては，胚細胞腫
瘍で悪性腫瘍に病理分類される悪性転化を伴う成熟性胞嚢胞性奇形腫では上昇することがある．糖鎖関
連マーカーのCA15-3は乳癌の腫瘍マーカーとして良く知られている．SCCは扁平上皮癌で上昇し，卵
巣癌では一般的には上昇しない．

問題 18

問題 19

問題 20
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解答：（a），（d）

解説
赤血球指数はMCV 150.3，MCH 50.3であり，胃全摘後に発症した大球性貧血で，ビタミンB12欠乏

による巨赤芽球性貧血と考えられる．Hunter舌炎と手指の神経症状も伴っている．胃全摘後5年以上経
過するとビタミンB12欠乏を合併しやすい．極めて高度の貧血で心不全等を併発し生命の危険がある時は
赤血球輸血の適応となるが，通常は治療開始後速やかな貧血の回復が期待されるため，原則として輸血
の適応とならない．胃全摘後は胃酸により鉄が還元されなくなるため鉄吸収も低下する．そのため，胃
全摘後は鉄欠乏を伴っている場合が多い．治療はビタミンB12を非経口的に投与するのが原則．貧血およ
び舌症状は急速に回復するが，神経症状の回復には数カ月を要し，治療開始が遅れた場合は不可逆性の
こともある．

解答：（a），（e）

解説
特定健康診査において，医師の判断により受診しなければならない項目（詳細な健診項目）は，貧血検
査（赤血球数，ヘモグロビン，ヘマトクリット），12誘導心電図検査，眼底検査の3項目である．貧血検
査は，貧血の既往歴を有する者または視診等で貧血が疑われる者に実施可能である．また，心電図検査
と眼底検査は，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全てについて，
次の基準に該当した者に実施可能である．
（1） 血糖：空腹時血糖値が100mg/dL以上，またはHbA1cが5.6%以上
（2） 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
（3） 血圧：収縮期130mmHg以上，または拡張期85mmHg以上
（4） 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出来る場合には内

臓脂肪面積が100cm2以上），またはBMIが25kg/m2以上の者．

問題 21

問題 22
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解答：（d），（e）

解説
うつ病はcommon diseaseの1つであり生涯有病率は男性で5～12%，女性で10～25%と女性に多い．
うつ症状は日内変動が特徴的で，午前中に抑うつ気分が強いが活動していくに従い徐々に改善してくる．
うつ病は病前性格や生得的エネルギー水準の高低などが複雑に組み合わされて，いくつかの病型が認め
られる．現代型うつ病には，自己愛型性格をベースにした境界型人格障害との鑑別が困難なタイプやディ
スチミア親和型うつ病があり若年者に多い．ディスチミア親和型うつ病は未熟な人格を背景に回避的な
行動をとることが多く，評価や批判に過敏である．躁的因子の高い場合には抗うつ薬を投与することに
より不安定になることもあるため，気分安定薬や支持的精神療法との併用が必要となることもある．メ
ランコリー親和型うつ病は古典的なうつ病で，几帳面，律儀，秩序を重んじ融通がきかない病前性格を
持ち，過剰適応していても気づかないことから休養が必要になることが多い．うつ病は疲労感・倦怠感
や不眠などの身体症状が前面にでるため，約90%が内科をはじめとする精神科以外の診療科を受診する．

解答：（e）

解説
続発性骨粗鬆症の原因として糖尿病，慢性腎不全，関節リウマチ，慢性閉塞性肺疾患（COPD），ホル
モン異常（原発性副甲状腺機能亢進症，クッシング症候群，甲状腺機能亢進症，性腺機能低下症，成人
成長ホルモン欠損症）薬剤（特に副腎皮質ステロイド）などが挙げられる．先端肥大症では特に骨粗鬆症
はみられず特徴的な骨の変化がみられる．COPDでは喫煙，低体重，全身炎症，ステロイド治療などの
影響で骨粗鬆症のリスクが高いことが報告されている．関節リウマチはステロイドの使用，痛みに伴う
不動，炎症性サイトカインの増加などで骨粗鬆症リスクが高く大規模の長期コホート研究でも大腿骨近
位部骨折が高いとされる．原発性副甲状腺機能亢進症では副甲状腺ホルモンの持続分泌により骨吸収が
促進し骨量が減少する．典型例では骨膜下吸収像や汎発性線維性骨炎がみられる．慢性腎不全ではビタ
ミンDが欠乏し，かつ続発性副甲状腺機能亢進状態となり骨粗鬆症をきたす．

解答：（c）

解説
大動脈弁狭窄症（AS）は，大動脈弁の退行変性や先天性二尖大動脈弁，リウマチ・炎症性変化などが原

因となる．70歳以上では退行変性48%，二尖弁27%に対して70歳未満では二尖弁50%，退行変性18%
となる．高齢化に伴い70および80歳代のAS患者が増加している．加齢変性による大動脈弁狭窄症は，
動脈硬化と同様の持続的炎症反応ではないかと推定されている．高脂血症，糖尿病，高血圧，喫煙など
は狭窄進行度に関連していると報告されている．無症候重症大動脈弁狭窄の場合，左室機能低下，有意
の心室性不整脈，運動負荷時の低血圧などの異常反応，高度の左室肥大などがあると手術を考慮する．

問題 23

問題 24

問題 25
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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を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）
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日程表（予定）
8 月 30日（木）

アトリウム 受付 受付

メインホール 第1会場
開
会
式

大会長
講演

理事長
講演 特別講演1 シンポジウム1 ランチョン

セミナー シンポジウム2 特別講演2
おもてなし企画
「鼓童」演奏

（17：45～18：15）

懇親会

ホテル
日航新潟
4F 朱鷺

（18：30～20：30）

中会議室201 第2会場 一般演題 ランチョン
セミナー 教育講演1 教育講演2 プレナリーセッション

（口頭発表）

中会議室301B 第3会場 一般演題 ランチョン
セミナー 一般演題

中会議室301A 第4会場 一般演題 ランチョン
セミナー 一般演題

中会議室302B 第5会場 一般演題 ランチョン
セミナー 一般演題

中会議室302A 第6会場 一般演題 ランチョン
セミナー 一般演題

小会議室
303+304 第7会場 一般演題 ランチョン

セミナー 一般演題

小会議室
306+307 第8会場 一般演題 ランチョン

セミナー 一般演題

国際会議室 第9会場 特別企画1 ランチョン
セミナー 特別企画2

展示ホールB
ポスター会場 ポスター展示（10：00～16：30） ポスター発表

（16：30～17：30）

企業展示会場 企業展示（9：00～17：30）

8 月 31日（金）

アトリウム 受付 受付

メインホール 第1会場 シンポジウム 3 シンポジウム 4 ランチョン
セミナー 市民公開講座

中会議室201 第2会場 教育講演3 教育講演4 教育講演5 ランチョン
セミナー 一般演題

中会議室301B 第3会場 一般演題 一般演題 一般演題 ランチョン
セミナー 一般演題

中会議室301A 第4会場 一般演題 一般演題 一般演題 ランチョン
セミナー 一般演題

中会議室302B 第5会場 一般演題 一般演題 一般演題 ランチョン
セミナー 一般演題

中会議室302A 第6会場 一般演題 一般演題 一般演題 ランチョン
セミナー 一般演題

小会議室
303+304 第7会場 一般演題 一般演題 一般演題 ランチョン

セミナー 一般演題

小会議室
306+307 第8会場 一般演題 一般演題 一般演題 ランチョン

セミナー 一般演題

国際会議室 第9会場 特別企画3 特別企画4 ランチョン
セミナー

日本人間ドック学会
会員集会

閉
会
式

展示ホールB
ポスター会場 ポスター発表

（11：30～12：30）

企業展示会場 企業展示（9：00 ～ 15：00）

9 月 1日（土）

メインホール 第1会場 2018 年第 2 回
人間ドック健診認定医・専門医研修会

17：0014：0011：00 16：0013：0010：00 15：0012：009：008：00

17：0014：0011：00 16：0013：0010：00 15：0012：009：008：00

17：0014：0011：00 16：0013：0010：00 15：0012：009：008：00 18：00
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■ 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　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：公益社団法人日本人間ドック学会　理事長

■ 特別講演 1
「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」

座長：宮下　正弘 （社会福祉法人賛成福祉会　介護老人保健施設　山盛苑　施設長）
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）

■ 特別講演 2
「健康寿命延伸と医療政策をとりまく今日的課題」

座長：伊藤千賀子 （医療法人グランドタワーメディカルコート　理事長）
演者：自見はなこ （参議院議員）

■ 教育講演 1
「健診が楽しくなる脂質異常症の基本と応用」

座長：和田　高士 （東京慈恵会医科大学　大学院医学研究科健康科学　教授）
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）

■ 教育講演 2
「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」

座長：杉森　裕樹 （大東文化大学スポーツ・健康科学部　健康科学科　教授）
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）

■ 教育講演 3
「心電図の自動診断について」

座長：石坂　裕子 （三井記念病院総合健診センター　センター長）
演者：池主　雅臣　（新潟大学医学部保健学科　教授）

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。
※敬称略　
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■ 教育講演 4
「レセプト・特定健診等情報データベースの活用について」

座長：武藤　繁貴　（聖隷健康診断センター　所長）
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）

■ 教育講演 5
「老化制御研究からみた健康寿命延伸の展望」

座長：福井　敏樹　（医療法人社団如水会
 　オリーブ高松メディカルクリニック予防医療センタ　院長）
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）

■ シンポジウム 1
「特定保健指導の新たな展開―より効果的な保健指導を目指して」

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
　　　　金沢　裕一　（金井病院ヘルスプロモーションセンター）
　　　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）

■ シンポジウム 2
「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：子宮体がんについて
　　　　演者調整中
　　　遺伝性腫瘍−卵巣がんを中心に−
　　　　青木　大輔　（慶應義塾大学医学部　産婦人科学教室　教授）
　　　ハイリスク女性に対する乳房 MRI サーベイランスの現状と課題
　　　　戸﨑　光宏　（相良病院附属ブレストセンター放射線科部長）
　　　遺伝専門医
　　　　演者調整中
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■ シンポジウム 3
「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）

■ シンポジウム 4
「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　（東京大学政策ビジョン研究センター　特任教授／自治医科大学　客員教授）
演者：少子高齢社会で活躍が期待される健診機関
　　　　古井　祐司　（東京大学政策ビジョン研究センター　特任教授／自治医科大学　客員教授）
　　　健診 Project8 から Next10 へー地域との連携に踏み出す健診機関ー
　　　　大塚　政人　（新潟県労働衛生医学協会　常務理事）
　　　足利長寿研究で取り組む近未来の健康診断ーアミノインデックス技術の臨床応用ー
　　　　山門　　實　（足利工業大学　看護学部長）
　　　職域の健康を守るこれからの人間ドック健診機関の役割
　　　　高谷　典秀　（医療法人社団同友会　理事長）
　　　トッパングループの健診とこれからの保険者の役割
　　　　梅木　　稔　（トッパングループ健康保険組合　ヘルスケアチーム課長）
　　　働き方の変革と経営者の健康診断実施義務のあり方―人間ドック機関の役割
　　　　岡田　邦夫　（特定非営利活動法人健康経営研究会　理事長）

■ 特別企画 1
「人間ドック健診施設機能評価事業を取り巻く環境の変化と今後の在り方」

座長：野村　幸史　（医療法人財団慈生会野村病院　理事長）

■ 特別企画 2
「第 5 回健診看護実務者研究会」

健診看護実務者研究会も第 5 回となりました。当日のグループは地域ごとのお席とし、ネットワーク
を広げ、話をしていただくことをメインとしております。皆様のご参加お待ちしております。

（1）開催日時：8 月 30 日（木）15：45 ～ 17：45
（2）会　　場：第 9 会場（朱鷺メッセ　4F　国際会議室）
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（3）テ ー マ：あなたも明日から指導のプロ !!「人を観てデータを読み解こう」
（4）内　　容：グループワーク形式でのディスカッション
（5）定　　員：150 名（申込者多数の場合はお断りすることがございます）
（6）参 加 者：健診業務での実務担当者
（7）申込方法：当協会のホームページよりお申込みください。（6 月開始予定）
（8）申込み時の確認事項：氏名、施設名、職種、連絡先、案内送付先
（9）主　　催：NPO 法人　日本人間ドック健診協会

■ 特別企画 3
「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　超音波検査室室長）
　　　岡庭　信司　（飯田市立病院　消化器内科部長・内視鏡センター長）

■ 特別企画 4
「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）

■ 2017 年度　人間ドック健診施設機能評価　表彰施設の紹介・展示　
会場：1F ポスター会場

■ 日本人間ドック学会会員集会
・事業計画報告
・次期学術大会開催について
・各種委員会報告
・人間ドック健診施設機能評価優秀賞　表彰式
・優秀論文賞　表彰式

■ 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
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■ おもてなし企画
日時：８月 30 日（木）朱鷺メッセ　17：45 ～ 18：15

「太鼓芸能集団 鼓童」　公演
新潟県佐渡島を拠点に、太鼓を中心とした伝統的な音楽芸能に無限の可能性を見いだし、現代への再
創造を試みる集団。1981 年、ベルリン芸術祭でデビュー。以来 50 の国と地域で 6,000 回を超える
公演を行う。劇場公演のほか「交流学校公演」、ワールドミュージック・クラシック・ジャズ・ロック・
ダンスパフォーマンスほか異なるジャンルの優れたアーティストとの共演や、世界の主要な国際芸術
祭、映画音楽等へ多数参加している。

■ 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）9：30 ～ 12：45

人間ドック学会　関連会議

■ 2018 年度　第２回編集委員会
８月 29 日（水）　13：30 ～ 15：00　会場：ANA クラウンプラザホテル新潟　3F「阿賀」

■ 第 19 回サーベイヤー研修会
8 月 29 日（水）　13：00 ～ 17：00　会場：ANA クラウンプラザホテル新潟　3F「飛翔（西）」

■ 2018 年度　第 2 回理事会　　
8 月 29 日（水）　15：00 ～ 18：00　会場：ANA クラウンプラザホテル新潟　3F「飛翔（中）」
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2018 年第２回人間ドック健診認定医・専門医研修会
の開催について（第 49 回人間ドック健診認定医・専門医研修会）

2018年第２回人間ドック健診認定医・専門医研修会は、オンライン登録にて５月10日（木）
より申込みを開始いたします。【第59回学術大会申込みとは別になります】

■ 日　　時：2018 年 9 月 1 日（土）　　9：30 ～ 12：45　【受付 8：30 ～ 9：30】
■ 会　　場：新潟コンベンションセンター　朱鷺メッセ　メインホール
■ 参加資格：Ａ）人間ドック認定医等（資格希望者）・旧制度人間ドック専門医
　　　　　　 Ｂ）新制度人間ドック健診専門医（Ｈ 24 年度以降認定・更新者）
■ 定　　員：1,100 名　（定員になり次第締切）
■ 取得単位：7 単位　※資格によって単位管理方法等が異なりますのでご注意ください
　　　　　　 （Ａ：認定医・旧専門医等：シール管理、　Ｂ：新制度専門医：修了証提出）
■ 参 加 費：１名様　10,000　円（資料代込）　
　　　　　　※参加費は、当日会場にてお支払となります。（領収書発行）

■ プログラム（案）：　　　　　　　　　　　　　　　　※プログラムは講師の都合により変更する場合があります
９：35 ～ 10：35　「人間ドック健診における低線量 CT 検診の重要性」
　　　　　　　　　　丸山　雄一郎　　JA 長野厚生連　浅間南麓こもろ医療センター　放射線科　部長
10：35 ～ 11：35  「人間ドックにおける眼科的所見」
　　　　　　　　　　妹尾　正　　 獨協医科大学　眼科　教授

　　　　　　　　　  （休　憩　11：35 ～ 11：45）

11：45 ～ 12：45  「改正個人情報保護法対応の臨床研究法について」
　　　　　　　　　　藤原　康弘　　国立がん研究センター　執行役員　企画戦略局長
※ 第 3 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（上限２単位）
※ 本研修会は指導医講習会対象研修会です。人間ドック健診指導医は、認定期間内に１回参加することで、更新可能と

なります。

■ 申込方法　参加登録はオンライン登録となります。
（オンラインでの登録が困難な場合は下記登録事務局までご連絡ください。）
申込開始日：2018 年５月 10 日（木）

日本人間ドック学会ホームページ　　
各種認定制度−認定医制度−研修会情報−認定医・専門医研修会− オンライン登録
http://www.ningen-dock.jp/system/certified/workshop

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
TEL：03-3583-1778（10:00 ～ 17:00　平日のみ）
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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。

13

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



■ 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
A	‐	2	 判定（区分）	 A	‐	16	 がん（A‐1～ A‐15の臓器以外、全般）
A	‐	3	 肥満、メタボリックシンドローム	 A	‐	17	 血液
A	‐	4	 血圧、脈拍（心拍）	 A	‐	18	 糖代謝
A	‐	5	 脳、神経、認知症	 A	‐	19	 脂質代謝
A	‐	6	 眼、耳、鼻、咽、喉頭	 A	‐	20	 尿酸代謝
A	‐	7	 呼吸器	 A	‐	21	 内分泌
A	‐	8	 循環器	 A	‐	22	 動脈硬化
A	‐	9	 消化器（上部消化管）	 A	‐	23	 免疫、アレルギー、感染
A	‐	10	 消化器（下部消化管）	 A	‐	24	 骨、筋、皮膚
A	‐	11	 肝、胆、膵、脾	 A	‐	25	 検査法（遺伝子、新技術、ほか）
A	‐	12	 腎、尿路	 A	‐	26	 ロコモティブシンドローム・フレイル
A	‐	13	 前立腺、膀胱	 A	‐	27	 その他
A	‐	14	 乳腺

グループ B　 指導 
B	‐	1	 保健指導全般	 B	‐	5	 喫煙
B	‐	2	 栄養・食生活　　	 B	‐	6	 特定保健指導
B	‐	3	 身体活動	 B	‐	7	 メンタル、ストレス
B	‐	4	 飲酒	 B	‐	8	 その他

グループ C　 人間ドック健診施設機能
C	‐	1	 組織運営 (施設運営）					 C	‐	7	 特定健診
C	‐	2	 受診者サービス　							 C	‐	8	 他の法定健（検）診
C	‐	3	 再検査・精密検査						 C	‐	9	 がん登録
C	‐	4	 受診勧奨・医療連携	 C	‐	10	 外国人（健診ツーリズム）
C	‐	5	 事業所・保険者との連携	 C	‐	11	 その他
C	‐	6	 コンピュータシステム・ICT

グループ D　国際セッション
D	‐	1		 人間ドックインターナショナル（Ningen	Dock	International）
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参加受付
■ 事前参加登録期間（予定）　　2018 年２月１日（木）～７月 13 日（金）

■ 学術大会参加費
事前登録 当日登録

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

※ 学術大会参加費には抄録集代を含んでおりません。なお、学会員の方には学会誌「人間ドック 33 巻 2 号　第 59 回日本人間ドック学
会学術大会抄録集」を事前に送付いたします。

■ 懇親会参加費　　2018 年 8 月 30 日（木）　夜開催（定員あり）
7,000 円
※懇親会のみのご参加はできません。学術大会と併せてお申込みください。

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

オンラインクレジットカード決済および郵便振込でお願いいたします。
注意事項

・ 第 59 回学術大会の事前参加振込用紙は 32-5号（今号）にしか掲載いたしませんので、ご注意をお願
いします。

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

ネームカード（参加証）の送付
・事前参加登録された方へはネームカードを 8 月上旬までに発送いたします。
・大会出席の際は、必ず持参ください。

■ 参加登録についてのお問い合わせ先

第 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
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交通案内図
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宿泊・交通のご案内
2018 年８月 30 日（木）～ 31 日（金）の２日間、新潟市内にて「第 59 回日本人間ドック学会学術大会」が開催されます。全
国各地よりご参加の皆様の宿泊手配を㈱ JTB 関東 法人営業新潟支店で担当させていただくことになりました。つきましては、
宿泊プランのご案内（以下参照）を致します。何卒、ご利用賜りますようお願い申し上げます。

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

◆インターネット宿泊申込サイトURL	⇒	https://amarys-jtb.jp/dock59/

■ 宿泊プランのご案内
◆ご宿泊取扱日 : 2018 年８月 29 日（水）・30 日（木）・31 日（金）の３泊
◆表示の旅行代金（詳細次頁参照）は、１泊朝食付、税金及びサービス料を含むお一人様・ご一泊あたりの代金です。
　※当宿泊プランでは、眺望等の部屋指定は出来かねます。又、禁煙・喫煙の部屋指定は承れません。予め、ご了承下さい。
◆当宿泊プランは、弊社募集型企画旅行契約にて承ります。添付のご旅行条件書（要約）をご一読のうえ、お申込み下さい。

■ 申込締切日　2018 年７月 31 日（火）※満室になり次第、締切らせていただきます。

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

■ 最少催行人員　１名様

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

取消料

旅行開始日の前日から起算してさかのぼって
（１）８日前にあたる以前の解除 無料
（２）７日前にあたる日以降の解除 旅行代金の 20％
（３）旅行開始日の前日の解除 旅行代金の 40％
（４）当日の解除（12:00 までの連絡） 旅行代金の 50％
（５）当日の解除（12:00 以降の連絡） 旅行代金の 100％

■ 個人情報の取扱いについて
お申込みの際に提出された申込書に記載された個人情報については、お客様との連絡に利用させていただくほか、お申込
みいただいた宿泊機関等の提供するサービス受領のための手続きに必要な範囲内でのみ利用させていただきます。
あわせて、情報共有のために、大会事務局様に提出させていただきます。それ以外の目的で利用することはございません。

■ 旅行企画・実施　お申込み・お問合せ
JTB 関東 法人営業新潟支店「第 59 回日本人間ドック学会学術大会」係
〒 170-0013　東京都豊島区東池袋 3-23-14-6F JTB ビジネスネットワーク内
TEL：03-5949-1353 　FAX：03-5396-8140　E-mail : niigata-mice@jbn.jtb.jp
営業時間：９：30 ～ 17：30（土・日・祝祭日休業）
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第 59 回 日本人間ドック学会学術大会 宿泊プラン（設定ホテル・旅行代金）一覧表
■宿泊期間	:	2018 年８月 29日（水）～８月 31日（金）３泊
■日程表

日時 行程（往復の交通費は含まれておりません。） 食事条件

１日目 ご自宅または前泊または各地→（各自移動、お客様負担）→各宿泊施設 朝 : × 昼 : × 夕 : ×

２日目 各宿泊施設→（各自移動、お客様負担）→ご自宅または前泊または各地 朝 : ○ 昼 : × 夕 : ×

■宿泊代金 : お一人様・１泊朝食付、税金及びサービス料金を含む

地図
No 宿泊ホテル名

部屋タイプ／宿泊代金 アクセス

部屋タイプ 宿泊代金 会　場
（朱鷺メッセ） 新潟駅

① ホテル日航新潟
シングル 13,500円

会場に隣接 車で 10 分ツイン 12,500円
ツイン（１名利用） 20,000円

② ANAクラウンプラザホテル新潟
シングル 13,000円

徒歩 10 分 徒歩 10 分ツイン 12,000円
ツイン（１名利用） 17,000円

③ 万代シルバーホテル
シングル 10,000円

徒歩 10 分 徒歩 10 分ツイン 9,000円
ツイン（１名利用） 15,500円

④ コートホテル新潟
シングル 7,500円

車で 10 分 徒歩７分
ツイン ※設定無し

⑤ 新潟東映ホテル
シングル 8,000円

車で 10 分 徒歩５分
ツイン 7,500円

⑥ ホテルサンルート新潟
シングル 9,000円

車で 10 分 徒歩５分ツイン 8,000円
ツイン（１名利用） 12,500円

⑦ 新潟第一ホテル
シングル 7,500円

車で 10 分 徒歩３分
ツイン 6,500円

⑧ ラマダホテル新潟
シングル 8,500円

車で 10 分 徒歩１分ツイン 8,000円
ツイン（１名利用） 12,000円

⑨ アートホテル新潟駅前
シングル 9,000円

車で 10 分 新潟駅直結
ツイン ※設定無

⑩ ホテルオークラ新潟
シングル 12,500円

車で 10 分 車で 10 分ツイン 11,500円
ツイン（１名利用） 16,000円

⑪ 新潟グランドホテル
シングル 9,500円

車で 10 分 車で 10 分ツイン 9,000円
ツイン（１名利用） 14,500円

※ホテルマップは別紙にございます。あわせてご確認のうえ、お申込みください。
※ご希望は先着順にて承ります。（第３希望まで必ずご記入ください。）
※先着順の受付となりますので、満室の場合は、上記以外のホテルをご案内する場合もございます。
※朝食が不要の場合もご返金は出来ません。個人勘定は各自ご精算をお願いいたします。
※禁煙部屋が満室の場合は、消臭対応のお部屋をご案内する場合がございます。
※ご返金が発生した場合は、大会終了後、ご返金の連絡をいたします。
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お申し込みの際には、旅行条件書（全文）をお受け取りいただき、必ず内容をご確認のうえお申し込みください。
ご旅行条件（要約）

●募集型企画旅行契約
この旅行は㈱ JTB 関東（埼玉県さいたま市中央区新都心 11-2）観光庁長官登録旅行業 1578 号。以下「当社」という）が企画・
実施する旅行であり、この旅行に参加されるお客様は当社と募集型企画旅行契約（以下「旅行契約」という）を締結すること
になります。また、旅行条件は、下記によるほか、別途お渡しする旅行条件書（全文）、出発前にお渡しする最終日程表と称す
る確定書面及び当社旅行業約款募集企画旅行契約の部によります。

●旅行のお申し込み契約成立時期
（１） 所定の申込書に所定の事項を記入し、下記のお申込金を添えてお申し込みください。お申込金は、旅行代金お支払の際、

差し引かさせていただきます。
（２） 電話、郵便、ファクシミリその他の通信手段でお申し込みの場合、当社が予約の承諾の旨通知した翌日から起算して３日

以内に申込書の提出と申込金の支払いをしていただきます。
（３） 旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、申込金を受領したときに成立するものとします。

●旅行代金のお支払い
旅行代金は旅行出発日の前日からさかのぼって 13 日目にあたる日より前（お申し込みが間際の場合は当社が指定する期日ま
でに）にお支払いください。また、お客様が当社提携カード会社のカード会員である場合、お客様の署名なくして旅行代金、
取消料、追加諸費用などをお支払いいただくことがあります。この場合のカード利用日は、お客様からお申し出がない限り、
お客様の承諾日といたします。

●取消料
　旅行契約成立後、お客様の都合で契約を解除されるときは、次の金額を取消料として申し受けます。

契約解除の日 取消料（お１人様）

旅行開始日の前日からさかのぼって
1．8 日前にあたる日以前の解除 無料
2．7 日目にあたる日以降の解除（３～５を除く） 旅行代金の 20％
3．旅行開始日の前日の解除 旅行代金の 40％
4．当日の解除（12：00 までの連絡） 旅行代金の 50％
5．当日の解除（12：00 以降の連絡） 旅行代金の 100％

●旅行代金に含まれるもの
旅行日程に明示した運送機関の運賃・料金（注釈がないかぎりエコノミークラス）、宿泊費、食事代、及び消費税等諸税。
これらの費用は、お客様の都合により一部利用されなくても原則払い戻しいたしません。

（コースに含まれない交通費等の諸費用及び個人的費用は含みません。）

●「通信契約」を希望されるお客様との旅行条件
当社提携クレジットカード会社のカード会員（以下「会員」といいます。）より「会員の署名なくして旅行代金や取消料等の支
払いを受ける」こと（以下「通信契約」といいます。）を条件に申込を受けた場合、通常の旅行条件とは以下の点で異なります。

（１） 契約成立は、当社が電話又は郵便で旅行契約の締結の承諾通知を発信したとき（e-mail 等電子承諾通知を利用する場合は、
その通知がお客様に到達したとき ）とします。また申込時には、「会員番号・カード有効期限」等を通知していただきます。

（２） 「カード利用日」とは旅行代金等の支払い又は払い戻し債務を履行すべき日をいいます。旅行代金のカード利用日は「契
約成立日」とします。また、取消料のカード利用日は「契約解除依頼日」の翌日から起算して７日間以内とします。

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

●個人情報の取扱について
当社は、旅行申込の際に提出された申込書等に記載された個人情報について、お客様との間の連絡のために利用させていただ
くほか、お客様がお申し込みいただいた旅行において運送、宿泊機関等の提供するサービスの手配及びそれらのサービスの受
領のための手続きに必要な範囲内で利用させていただきます。

●旅行条件・旅行代金の基準
この旅行条件は 2018 年２月１日を基準としています。また、旅行代金は 2018 年２月１日現在の有効な運賃・規則を基準と
して算出しています。
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新潟市内会場・ホテルマップ

会場へのアクセス
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人間ドック第32巻 査読者名一覧

次の方々に本学会誌「人間ドック」・「Ningen Dock International」の投稿論文について，査読をお願いいたし
ました（2017年1月～12月）．厚くお礼申し上げます．（2017年採択率：和文誌 66.1%，英文誌 62.5％）

氏　名 ご　所　属
新　啓一郎 宮内庁東宮職
新　智文 JA北海道厚生連　帯広厚生病院　健診センター
荒瀬　康司 虎の門病院健康管理センター・画像診断センター
石坂　裕子 三井記念病院総合健診センター
和泉　賢一 札幌医科大学
泉　由紀子 日本生命済生会　総合健診クリニック　ニッセイ予防医学センター
伊藤　千賀子 医療法人グランドタワーメディカルコート
伊藤　美奈子 横浜市立みなと赤十字病院 健診センター
井上　和彦 一般財団法人　淳風会健康管理センター
井上　詠 慶應義塾大学病院　予防医療センター
岩男　泰 慶應義塾大学病院　予防医療センター　
遠藤　守人 八戸大学人間健康学部
大塚　博紀 社会医療法人財団石心会　さやま総合クリニック　健診センター
大原　賢了 奈良県立医科大学
大洞　昭博 朝日大学村上記念病院総合健診センター
大村　峯夫 医療法人社団　こころとからだの元氣プラザ
大本　由樹 虎の門病院　健康管理センター
尾形　仁子 社会医療法人孝仁会　北海道大野記念病院
小川　健一 社会医療法人謙仁会　山元記念病院
小田　栄司 たちかわ総合健診センター
小野　成樹 赤穂市民病院
折津　政江 日本赤十字社医療センター　健康管理センター
勝木　美佐子 一般財団法人健康医学協会　東都クリニック
加藤　公則 一般社団法人　新潟県労働衛生医学協会　新潟ウェルネス
加藤　清恵 東京都済生会中央病院
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
鎌田　智有 川崎医科大学総合医療センター
亀井　一彦 医療法人社団相和会　みなとみらいメディカルスクエア
加茂　純子 甲府共立病院
柄松　章司 豊川市民病院
草野　健 公益社団法人鹿児島県消化器がん検診推進機構
熊倉　泰久 聖路加国際病院付属クリニック・予防医療センター
小柴　賢洋 兵庫医科大学　健康医学クリニック
小島　玲 医療法人社団潤康会　芝パーククリニック
小長谷　敏浩 医療法人財団医親会　マリンクリニック
小西　孝 杉田玄白記念公立小浜病院
小林　伸行 医療法人社団相和会　相模原総合健診センター
小堀　悦孝 藤沢御所見病院
櫻井　健一 日本大学医学部付属板橋病院
佐藤　祐造 愛知みずほ大学
軸薗　智雄 医療法人社団　金地病院
菅原　泰男 公益財団法人　八戸市総合健診センター
曽根　博仁 新潟大学大学院
髙田　幹夫 髙田労働衛生コンサルタント事務所

（50音順，敬称略，所属は2018年2月時点）
次ページに続く



氏　名 ご　所　属
髙橋　為生 株式会社HSP研究所
髙橋　直樹 医療法人社団相和会　横浜総合健診センター
髙谷　典秀 医療法人社団　同友会
髙山　美智代 慶應義塾大学病院　予防医療センター
瀧澤　弘隆 一般財団法人柏戸記念財団　ポートスクエア柏戸クリニック
田中　幸子 公益財団法人大阪府保健医療財団大阪がん循環器病予防センター
田中　督司 大阪府済生会中津病院　総合健診センター
田畑　正司 一般財団法人　石川県予防医学協会　健康管理センター
田村　芳美 国立病院機構渋川医療センター
塚田　信廣 東京都済生会中央病院　内科・総合健診センター
塚本　真 社会福祉法人東京有隣会　有隣病院
辻　裕之 虎の門病院付属健康管理センター
津下　一代 あいち健康の森健康科学総合センター
寺田　総一郎 江戸川病院健診センター　内視鏡センター
中村　昭光 医療法人社団蘇生会　蘇生会総合病院　健康増進センター
西川　邦寿 福井赤十字病院
野畑　俊介 社会福祉法人聖隷福祉事業団聖隷予防検診センター
野村　史郎 名古屋第一赤十字病院
服部　昌志 医療法人　山下病院
林　務 独立行政法人労働者健康安全機構　関東労災病院
林　秀樹 医療法人　林病院
廣岡　孝 静岡トレーニングクリニック
福井　敏樹 医療法人社団如水会オリーブ高松メディカルクリニック予防医療センタ
藤島　浩 鶴見大学歯学部附属病院
古谷　亮 医療法人社団相和会　横浜総合健診センター
星　北斗 公益財団法人　星総合病院
本間　聡起 独立行政法人地域医療機能推進機構　埼玉メディカルセンター　健康管理センター
桝田　出 医療法人財団康生会　武田病院健診センター
三浦　猛 神奈川県予防医学協会　中央診療所
満崎　克彦 社会福祉法人恩賜財団　済生会熊本病院　予防医療センター
三原　修一 みはらライフケアクリニック
宮脇　尚志 京都女子大学
向井　幹夫 大阪府立病院機構　大阪国際がんセンター
武藤　繁貴 社会福祉法人聖隷福祉事業団保健事業部　聖隷健康診断センター
望月　盈宏 小牧市民病院　健診センター
森　由弘 KKR高松病院
護山　健悟 東海大学医学部付属八王子病院健康管理センター
八木　葉子 公益財団法人シルバーリハビリテーション協会　八戸西健診プラザ
山内　一裕 医療法人社団如水会オリーブ高松メディカルクリニック
山門　實 足利工業大学
山口　宏茂 一般社団法人日本健康倶楽部　和田山診療所
山田　千積 東海大学医学部付属東京病院
吉川　裕之 聖隷健康診断センター
米井　嘉一 同志社大学

（50音順，敬称略，所属は2018年2月時点）
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次の方々に本学会誌「人間ドック」・「Ningen Dock International」の投稿論文について，査読をお願いいたし
ました（2017年1月～12月）．厚くお礼申し上げます．（2017年採択率：和文誌 66.1%，英文誌 62.5％）
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医療の質を考える動きは1900年代初期に米国の外科医師Ernest Codmanから始まり，1951年にアメリ
カ医学会の働きにより Joint Commission on Accreditation of Hospitals（JCAH）が創設された．これが現在の
The Joint Commission（JC）につながっていくものとなる．日本では1980年代に入り病院機能評価の研究が
始まり1995年に財団法人日本医療評価機構が設立された．これらを参考にして人間ドック健診施設機能評
価事業が2004年より開始された．この事業は5年ごとに評価項目が見直され，2018年より3回目の更新と
なるVer.4.0が開始される．

人間ドック健診施設機能評価は受審施設の自己評価，書面調査票を基に評価項目に沿って事務・医師サー
ベイヤーの2名が3時間の訪問調査を行い，書類のチェックと施設調査を行う．その調査報告書を基に機能
評価委員会で最終審査を行い，日本病院会理事会に報告後，認定となる．

評価項目の理解，解釈が受審施設，サーベイヤー，機能評価委員会でほぼ同じであることが重要であるが，
健診施設は地域，併設施設の有無，健診受診者数など様々な要素の影響で多様である．また人間ドック健診
は任意型健診であるものの，がん検診，特定健診などの要素も含むため，国主導の保健事業の見直し，健保
組合の状況などの影響も受ける．これらを考慮しVer.4.0作成では，
①人間ドック施設機能評価事業の理念に沿うこと　
②社会の期待に応える内容を含むこと　
③受診者を主軸においた人間ドック健診施設評価となること　
④受審施設が理解しやすいこと　
⑤サーベイヤーと受審施設双方向の応答が容易になること

を基本方針とした．
Ver.4.0では大項目として3つの領域を設け，それぞれを1領域：理念達成に向けた組織運営，2領域：受

診者中心の良質な健診の実践，3領域：継続的な質改善の取り組み，とした．1領域はハード面も含む施設
の運営，教育・健康管理など職員への対応，2領域では契約・予約から検査の実施・判定，精度管理，医療
面接，結果説明，保健指導まで，受診者に直接かかわる部分，3領域では受診者要望，健診結果のフォローアッ
プ，健診実績など施設におけるデータの分析・活用状況を評価する内容とし，全体で96項目の要素を評価
する．

Ver.3.0からの主な変更点は，
①各項目を理解しやすくするため，中項目に評価の考え方を記載するようにしたこと
②今までの5段階評価から3段階評価へ変更したこと
③既存の項目の整理と新しい項目を追加したこと（高齢者，障害者，外国人への配慮・画像精度管理サーベ

イへの参加など）
④文言をドック基本検査項目表と統一したこと
⑤医師の結果説明，保健指導を実施率だけではなく，実施状況も含めて評価すること
⑥フォローアップの数値の出し方を明確にしたこと

などである．2017年12月より4施設を対象にパイロットスタディーを行い，受審施設側，サーベイヤー

巻　頭　言

人間ドック健診施設機能評価Ver.4.0の開始にあたって

人間ドック健診施設機能評価委員会  Ver.4.0作成検討小委員会
石坂裕子
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側からの問題点を調整し，2018年4月から正式に開始される予定である．
人間ドック健診施設機能評価は機能評価を受審することにより施設の優れている点や改善すべき問題点が

具体的に示され，それらを参考に施設が継続的に改善活動を行うことができ，施設の質の向上を図ることを
目標としている．機能評価の受審施設では他の施設に比較し，説明結果率，精密検査実施把握率が高い傾向
があり，更新施設の人間ドック受診者数も増加傾向にあり，機能評価事業は一定の効果を出していると考え
られる．しかしながら先に述べたように，施設の状況は様々な形態をとっており，そのなかの「人間ドック
健診」のみを切り取って評価し続けることにどういう意味があるのかを今後は考えていく必要があると感じ
ている．本来は健診を行っている施設全体を評価し，そのなかで人間ドック健診がどのように行われている
のかを評価し，助言する姿勢がないと，受審施設にとっては荒唐無稽な評価になる可能性があり，本来の目
的である施設の質の向上につながらない可能性がある．

また機能評価事業に携わっていると，そもそも人間ドック健診とは何であるのか，他の健診と違って有用
なのかを考えていく必要があると感じる．本来は人間ドック健診とは何か？がしっかりと定義されなければ，
その評価もできないと感じている．一方で人間ドック健診が，受診者，健保組合・企業，国の保健事業など
に対して有用であることを検証することが今後も必要になり，その検証のためには，ある一定の基準を満た
した施設の情報が何よりも重要となる．

他の医療機能評価事業に比べて歴史は浅いが，人間ドック健診機能評価事業の15年をしっかりと検証し，
今後の方向性を模索しつつ，人間ドック健診を行っている施設にとって少しでも意味のある評価事業が継続
できると良いと考える．そのためには機能評価にかかわる受審施設，サーベイヤー，機能評価委員，日本人
間ドック学会所属施設すべての援助が必要であり，また機能評価委員会としてはそれらのすべてに対して，
しっかりとした支援体制を整備していく必要があると考えている．機能評価が施設の強みと弱みを明確にし
て示すだけではなく，弱い部分をどのように改善していけばよいのかを的確に助言できる事業を目指したい
と考えている．
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人間ドック32：713-725， 2018総　説

「アミノインデックス技術」を用いた 
生活習慣病リスクスクリーニング

山門　實
足利工業大学 看護学部，三井記念病院 総合健診センター

要　約
　現代人の栄養課題として，過剰栄養からくるメタボリックシンドローム，生活習慣病の増加や，
高齢者の食欲低下，若年女性の過度なダイエットなどに認められる不足栄養などが問題となってい
る．これらの栄養課題を早期に発見し介入することは，その先にある重篤な疾患，ことに心疾患，
脳血管疾患，さらにはロコモティブシンドロームを予防するためにも重要であるが，それを実現す
るためには，早期にかつ適切にリスクのある者をスクリーニングする必要がある．
　近年，血漿中のアミノ酸が栄養状態や生活習慣病などで変動することが報告されている．この特
徴を活かし，複数の血漿中のアミノ酸濃度から多変量解析によって疾患のリスクをスクリーニング
する指標式を導出し，その性能を検証する研究も報告されている．本総説では，これらの研究のな
かから，現代人の栄養課題である不足栄養と，過剰栄養を起因とした糖尿病の4年以内の発症リス
クを予測する「アミノインデックスⓇ生活習慣病リスクスクリーニング」について概説する．

キーワード 血漿中アミノ酸，糖尿病，多変量解析，バイオマーカー

はじめに
近年，現代人が直面している栄養課題は複雑化

している．運動不足と栄養の過剰摂取は肥満，メ
タボリックシンドローム，さらにはその先に糖尿
病をはじめとする生活習慣病のリスクを増大させ
る 1）．一方で，高齢者において加齢による身体変
化や生活環境の変化を原因とした食欲低下は低栄
養を惹起することが報告されている 2）．また，高
齢者だけではなく過度なダイエットによって，若
年女性などにおいては栄養不足に陥っていること
も報告されている 3）．このように現代の日本では，
過剰栄養と不足栄養の2つの課題が同時に存在す
る「栄養不良の二重負荷（double burden）」が問題
となっており，早急な対応が求められている．

過剰栄養，不足栄養はいずれもその先は深刻な
病気へとつながる．過剰栄養は糖尿病，さらにそ
の先の脳卒中，心疾患などのイベントのリスクを
増大させる．不足栄養，特に現代人における不足
栄養はたんぱく質の摂取不足が顕著であり，筋肉
やアミノ酸などの血漿成分が不足するため，貧血，
サルコペニアのリスクが増大し，さらにはロコモ
ティブシンドロームや寝たきりなどにつながる．

これらの疾患や症状は，ある日突然発症するので
はなく，日々の生活習慣を積み重ねることにより，
徐々に罹患するリスクが高くなると考えられる．
したがって，早期の段階でこれらのリスクを適切
にスクリーニングし，日々の予防行動につなげる
ことが重要であると考えられる 4）．

血漿中アミノ酸濃度については，糖尿病 5,6）や
高血糖 7,8），インスリン抵抗性 9-17），非アルコール
性脂肪性肝疾患（NAFLD）18,19），心血管疾患 20-22）

などの生活習慣病や関連所見での変動や関係につ
いて報告されている．また，低栄養 23,24）や低たん
ぱく食摂取 25）での血漿中アミノ酸濃度の変動や関
係も報告されている．がん 26-29），肝疾患 30），炎症
性腸疾患（IBD）31）などの疾患に対して，複数のア
ミノ酸濃度からなる指標式を多変量解析によって
作成することで，健康状態や疾患の罹患の可能性
を評価する研究が既に報告されている．同様の手
法で，栄養状態や生活習慣病に関しても，指標式
を作成する研究が近年報告されている 32-34）．

本総説では，最近の血漿中アミノ酸濃度と疾
患に関する研究報告事例のなかから，血漿中ア
ミノ酸を用いて生活習慣病のリスクを評価する
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AminoIndexⓇ LifeStyle diseases（ 略 称 はAILS
（エーアイエルエス），以下，AILS）に焦点を当てる．
このAILSは，4年以内の糖尿病発症リスクを評価
するAILS（糖尿病リスク）と，大切な栄養素である
必須・準必須アミノ酸が現在血漿中で低下してい
ないかを評価するAILS（アミノ酸レベル）の2種類
の検査から構成されている．以下に，AILSの性質，
および糖尿病，必須・準必須アミノ酸の低下によ
るリスクに関する知見をまとめて概説する．

「アミノインデックス技術」を用いた
糖尿病リスクの評価

糖尿病の発症の主要な原因の一つとして，内臓
脂肪蓄積によるインスリン抵抗性が知られている
が，そのなかでも内臓脂肪蓄積によるインスリン
抵抗性の影響により，血漿中のアミノ酸濃度バラ
ンスが変動することが知られている 35）．糖尿病発

症後ではなく，この糖尿病の前段階から血漿中ア
ミノ酸濃度バランスが変動しているかを検証する
ために，三井記念病院総合健診センターを受診し
た8,070例のデータを用い，AILS検査から4年以
内の糖尿病発症者（215例），および検査時点で糖
尿病を罹患している者（367例）それぞれに対し，4
年以内の糖尿病非発症者（7,488例）との各アミノ
酸の判別能が解析されている．アミノ酸ごとの判
別能を示すROC曲線下面積の結果を図1に示し
た．4年以内の糖尿病発症者は，糖尿病罹患者と
類似したアミノ酸バランスがみられたことから，
糖尿病発症の前段階からアミノ酸代謝の変化が起
きている可能性が示唆された．そこで，この血漿
中アミノ酸濃度を利用した糖尿病リスクの評価式
としてAILS（糖尿病リスク）式の開発が検討され
た．AILS（糖尿病リスク）式は，図2に示すように，
三井記念病院総合健診センターの人間ドック受診

図1　糖尿病罹患者と4年以内の糖尿病発症者の血漿中アミノ酸濃度バランス

図2　AILS（糖尿病リスク）式の導出フロー
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者650例の候補式導出用データ，215例の検証用
データを用い，糖尿病の前段階である内臓脂肪蓄
積の指標である内臓脂肪面積値と相関する血漿中
アミノ酸濃度の多変量式として作成された．この
研究で導出されているAILS（糖尿病リスク）式中
には，アスパラギン，グリシン，アラニン，バリ
ン，チロシン，トリプトファンのアミノ酸が含ま
れている．アラニン，バリン，チロシン，トリプ
トファンは4年以内の糖尿病非発症者と比較して
4年以内の糖尿病発症者で有意（p＜0.05）に高値
を示し，グリシンは有意（p＜0.05）に低値を示し
た．この式を用いて検査後4年以内の糖尿病発症
予測が可能かを検討するため，同施設の人間ドッ
ク受診者のうち検査時点で糖尿病を発症していな
い7,703例を対象として，その性能が検討された．

AILS（糖尿病リスク）値と4年以内糖尿病
発症リスク

AILS（糖尿病リスク）値は，AILS（糖尿病リス
ク）式から4年以内の糖尿病発症に対する特異度が
40%となる値を5.0，特異度が80%となる値を8.0
とし，最小値が0.0，最大値が10.0になるように
設定された糖尿病発症リスクを示す指標である．
また，AILS（糖尿病リスク）に基づくランク判定と
して，AILS（糖尿病リスク）値が5.0未満の場合は

「ランクA」，5.0以上8.0未満の場合は「ランクB」，
8.0以上の場合は「ランクC」に設定されている．
AILS（糖尿病リスク）値が大きくなるほど，4年以
内に糖尿病を発症するリスクが高くなることを意

味している．人間ドック受診者のうち4年間の経
過が観察されている8,164例（男性4,988例，女性
3,176例，検査時点で糖尿病の者，糖尿病か否か
不明の者を含む）を対象に，性別・年代別にAILS

（糖尿病リスク）ランクの分布を解析した．「ランク
BまたはランクC」と判定された男性は81%，女性
は34%であったことから，糖尿病罹患の性差 36）と
同様に，女性と比較して男性の方が「ランクBまた
はランクC」と判定されやすい傾向がみられた．ま
た，AILS（糖尿病リスク）は，検査時点で糖尿病
に罹患していない者を対象とした検査だが，参考
情報として検査時点で糖尿病を罹患している者の
AILS（糖尿病リスク）ランク分布を解析した．糖尿
病で「ランクBまたはランクC」と判定された男性
は96%，女性は82%，全体では94%であったこ
とから，糖尿病の場合はAILS（糖尿病リスク）検査
の評価対象外ではあるが，検査時点での糖尿病罹
患についても精度高く検出できる性質を有するこ
とが明確にされた．

次に，AILS（糖尿病リスク）の4年以内の糖尿病
発症に関する予測精度について検討された結果に
ついて述べる．4年以内の糖尿病発症に対する特
異度，感度，陽性的中率を表1に示した．「ラン
クBまたはランクC」においては感度，すなわち4
年以内の糖尿病発症者を正しく予測できた割合は
94%であり，AILS（糖尿病リスク）が4年以内の糖
尿病発症リスク予測式として有用であることが示
された．検査の評価対象外である糖尿病罹患者に
おいて，現時点で糖尿病であることを正しく検出

表1　AILS（糖尿病リスク）の4年以内の糖尿病発症に対する特異度，感度，および陽性的中率

A．全健診受診者を対象にした解析
ランクBまたはランクC ランクC

特異度 感度 陽性的中率 特異度 感度 陽性的中率
40% 94% 4% 80% 50% 7%

（2996/7488） （203/215） （203/4695） （5991/7488） （107/215） （107/1604）

B．男女別に実施した解析

性別
ランクBまたはランクC ランクC

特異度 感度 陽性的中率 特異度 感度 陽性的中率

男性
21% 97% 5% 70% 52% 7%

（936/4416） （179/185） （179/3659） （3094/4416） （97/185） （97/1419）

女性
67% 80% 2% 94% 33% 5%

（2060/3072） （24/30） （24/1036） （2897/3072） （10/30） （10/185）
検査時点で糖尿病を発症しておらず，その後4年間のデータを有する7703例を解析対象とした．
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できるかを，検査時点およびその後4年間の糖尿
病関連データを有する8,089例について検討した
ところ，「ランクBまたはランクC」における特異
度は39%（3,010/7,722例），感度は94%（344/367
例），陽性的中率は7%（344/5,056例），また「ラ
ンクC」における特異度は79%（6,111/7,722例），
感 度 は65%（239/367例）， 陽 性 的 中 率 は13%

（239/1,850例）であり，現時点の糖尿病有無も正
しく検出できる指標になっていることが明確にさ
れた．また，AILS検査から4年以内の糖尿病非発
症者に対するAILS（糖尿病リスク）ランク分布，4
年以内の糖尿病発症者に対するAILS（糖尿病リス
ク）ランク分布を解析した．4年以内の糖尿病非発
症者のうち20%が「ランクC」，40%が「ランクB」
と判定されること，また，4年以内の糖尿病発症

者のうち6%が「ランクA」と判定されることも明
確にされた．図3Aは，AILS（糖尿病リスク）別の
4年以内の糖尿病発症リスクを示したものである．

「ランクA」の4年以内の糖尿病発症リスクを1.0と
したとき，「ランクB」の場合の発症リスクを示す
オッズ比は8.0（相対リスクは7.8），「ランクC」の
場合は17.8（相対リスクは16.7）であり，いずれ
も「ランクA」と比較して有意にリスクが高かった．
同様に，図3Bには男性，女性の部分集団解析の
結果を示したが，男性，女性それぞれの層におい
ても「ランクB」，「ランクC」と判断された場合には

「ランクA」と判定された場合と比較して有意にリ
スクが高いことが明確にされた．以上の結果から，
AILS（糖尿病リスク）値を用いて，4年以内の糖尿
病発症リスクを評価することが可能と考えられた．

図3　AILS（糖尿病リスク）ランク別4年以内の糖尿病発症リスク
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AILS（糖尿病リスク）値の特長
AILS（糖尿病リスク）を用いることによって，糖

尿病，脂質異常症，高血圧に罹患していない者，
すなわち生活習慣に関連する疾患の発症が少な
い部分集団においても4年以内の糖尿病発症リス
クが評価できるか検討したところ，「ランクA」に
対して，「ランクB」の場合の発症リスク（オッズ
比）は6.2，「ランクC」の場合の発症リスク（オッ
ズ比）は8.9になり，いずれもリスクが有意に高
いことが示された．また，糖尿病関連指標である
空腹時血糖，HbA1c，糖化アルブミン，HOMA-
IRが正常域や基準値内であっても「ランクA」と比
較して「ランクB」，「ランクC」で4年以内の糖尿
病発症リスクが高くなるか検討を行うため，各指
標の区分別部分集団解析を行った結果を示す．空

腹時血糖区分別の結果を示した表2から，空腹時
血糖100mg/dL未満や100～109mg/dLの者にお
いても，AILS（糖尿病リスク）が高くなると発症
リスク（オッズ比）が有意に高くなることが明確
にされた．一方，空腹時血糖110～125mg/dLと
126mg/dL以上の者においては，有意な差はみら
れていないが，これは「ランクA」と判定された者
がそれぞれ62例，5例と少ないことが影響してい
る可能性が考えられる．表3から，HbA1c 5.6%
未満や5.6～5.9%の者においては，AILS（糖尿病
リスク）「ランクA」では4年以内の糖尿病発症者が
0例に対し，「ランクBまたはランクC」で4年以内
の糖尿病発症者がみられることが判明した．また，
HbA1c 6.5%以上では，AILS（糖尿病リスク）ラ
ンクと発症リスク（オッズ比）に関係はみられてい

表2　空腹時血糖区分別AILS（糖尿病リスク）の4年以内の糖尿病発症リスク
空腹時血糖
（mg/dL）

AILS
（糖尿病リスク）

4年以内の糖尿病
発症者の割合

ランクAに対するオッズ比
オッズ比 信頼区間

100＞
ランクA 0.0%（1/2660例） 1.0
ランクB 0.4%（8/2116例） 10.1 1.3–80.7
ランクC 0.6%（5/823例） 16.3 1.9–139.3

100～109
ランクA 0.7%（2/281例） 1.0
ランクB 3.3%（23/704例） 4.7 1.1–20.1
ランクC 3.6%（17/469例） 5.2 1.2–22.9

110～125
ランクA 12.9%（8/62例） 1.0
ランクB 21.5%（52/242例） 1.8 0.8–4.1
ランクC 23.5%（66/281例） 2.1 0.9–4.6

126≦
ランクA 20.0%（1/5例） 1.0
ランクB 44.8%（13/29例） 3.3 0.3–32.8
ランクC 61.3%（19/31例） 6.3 0.6–63.6

検査時点で糖尿病を発症しておらず，空腹時血糖が測定され，その後4年間のデータを有する7703例を
解析対象とした．

表3　HbA1c区分別 AILS（糖尿病リスク）の4年以内の糖尿病発症リスク

HbA1c（%） AILS
（糖尿病リスク）

4年以内の糖尿病
発症者の割合

ランクAに対するオッズ比
オッズ比 信頼区間

5.6＞
ランクA 0.0%（0/1538例）
ランクB 0.1%（2/1338例） – –
ランクC 0.0%（0/460例） – –

5.6～5.9
ランクA 0.0%（0/1235例）
ランクB 0.7%（9/1248例） – –
ランクC 1.5%（11/747例） – –

6.0～6.4
ランクA 1.8%（4/221例） 1.0
ランクB 12.2%（54/443例） 7.5 2.7–21.1
ランクC 20.0%（67/335例） 13.6 4.9–37.8

6.5≦
ランクA 57.1%（8/14例） 1.0
ランクB 50.0%（31/62例） 0.8 0.2–2.4
ランクC 46.8%（29/62例） 0.7 0.2–2.1

検査時点で糖尿病を発症しておらず，HbA1cが測定され，その後4年間のデータを有する7,703例を解析
対象とした．「ランクA」の発症者がいない場合，「ランクA」と比較した「ランクB」，「ランクC」のリスク

（オッズ比）が計算されないため，－と表示した． 
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ないが，HbA1c 6.0～6.4%においては，AILS（糖
尿病リスク）が高くなると，発症リスク（オッズ比）
が有意に高くなることが示された．また，糖化ア
ルブミンが16%以下の者においても「ランクA」
に対して「ランクB」の者の4年以内の糖尿病発症
オッズ比は10.8（95%信頼区間1.4～82.2），「ラ
ンクC」の者の4年以内の糖尿病発症オッズ比は
21.7（95%信頼区間2.8～165.9），またHOMA-
IRが2.5未満の者においても「ランクA」に対して

「ランクB」の者の4年以内の糖尿病発症オッズ比
は7.8（95%信頼区間4.2～14.8），「ランクC」の
者の4年以内の糖尿病発症オッズ比は11.3（95%
信頼区間5.8～22.2）であることが分かり，これら
の指標が基準値内 37）の場合も，AILS（糖尿病リス
ク）が高くなると発症リスク（オッズ比）が有意に
高くなることが示された．さらに，検査から4年
以内に糖尿病を発症した215例を対象に，AILS（糖
尿病リスク）と検査時点の空腹時血糖値，検査時
点のHbA1cの関係を解析した結果を図4に示し
た．検査時点の空腹時血糖値，HbA1cによらず，

「ランクA」と比較して「ランクB」，「ランクC」の
発症者の割合が高いことが示され，空腹時血糖が
109mg/dL以下，HbA1cが5.9%以下のように糖
尿病判定に使われる臨床検査値が低い者に対して
も，AILS（糖尿病リスク）で評価を行う意義がある
ことが示唆された．

また，日本人（アジア人）は西洋人と脂肪の付
き方が異なり，BMIが25kg/m2 未満であっても，
内臓脂肪型肥満である隠れ肥満者が多いことが知
られている 38）．これは，日本人の場合，BMIで肥
満と定義されない者やメタボリックシンドローム
でない者であっても，糖尿病発症リスクのある者
がいることを意味している．そこで，肥満やメタ
ボリックシンドロームでない者に対しても，AILS

（糖尿病リスク）を用いることによって4年以内の
糖尿病発症を予測することができるか否かに関し
ても検討されている．BMIが25kg/m2 未満の者
において，「ランクA」の者と比較して，発症リス
ク（オッズ比）が，「ランクB」では7.3（95%信頼区
間3.8～13.8），「ランクC」では12.3（95%信頼区

図4　4年以内の糖尿病発症者におけるAILS（糖尿病リスク）と検査時点の空腹時血糖，HbA1cとの関係
青点がランクA，黄点がランクB，赤点がランクC．図において，AILS（糖尿病リスク）ランクの境，糖尿病治療ガイド2016-2017
に記載された空腹時血糖値の判定区分，および人間ドック判定区分に記載されたHbA1c値区分に点線を示した．
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間6.3～24.2）と，有意に高くなることが判明し
た．同様に，メタボリックシンドロームでない者
において，「ランクA」の者と比較して，発症リス
ク（オッズ比）が，「ランクB」では6.5（95%信頼区
間3.4～12.3），「ランクC」では10.6（95%信頼区
間5.5～20.6）と，有意に高くなることも判明した．
以上の結果から，AILS（糖尿病リスク）を用いる
ことによって，糖尿病と関連する他の生活習慣病
の発症状況や，糖尿病関連指標からは予測できな
い糖尿病発症リスクを評価できる可能性が示唆さ
れた．また，既存の糖尿病リスク因子と組み合わ
せて4年以内の発症リスクを評価することにより，
発症リスクを持つ者をより広く検出できる可能性
もあると考えられる．

AILS（糖尿病リスク）は4年以内の糖尿病発症リ
スクを評価する指標として作成されているが，発
症までの期間についてもランク別に解析されてい
る．AILS（糖尿病リスク）ランク別に検査後の年次
ごとの発症者割合，及び検査後の累積割合を算出
した結果を図5に示した．ランクが高いほど，1年
目から発症リスクが高くなることが示された．ま
た，検査時点から糖尿病発症までの年数に関して
log-rank testを用いて群間比較を行ったところ，

「ランクA」と「ランクB」および「ランクA」と「ランク
C」の比較においてp＜0.001になったことから，「ラ
ンクA」と比較して「ランクB」，また「ランクC」にお
いて糖尿病発症までの期間が短くなることが示さ
れた．

ここまでは，AILS（糖尿病リスク）と4年以内の
糖尿病発症を中心に述べてきたが，生活習慣と関
連する各種疾患・所見との関連についても解析が
行われている．糖尿病の診断基準に含まれている
食後高血糖を有する者に関しては，99%の者が「ラ
ンクBまたはランクC」に判定されることが明確に
された．AILS（糖尿病リスク）は，4年以内の糖尿
病発症リスクだけでなく，現時点で食後高血糖の
症状があるか否かも検出できる性能があることか
ら，糖尿病に関連して生じる代謝変化を検出でき
る可能性が示唆された．また，高血圧を有する者，
脂質異常症を有する者，メタボリックシンドロー
ムを有する者，内臓脂肪型肥満を有する者，脂
肪肝を有する者，肝機能異常を有する者の「ラン
クBまたはランクC」の陽性率はそれぞれ，79%，
76%，97%，85%，94%，86%と高いことから，
糖尿病発症の前段階である生活習慣の乱れも検出
できる可能性が示唆されている．

図5　AILS（糖尿病リスク）ランク別糖尿病累積発症率
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以上，AILS（糖尿病リスク）の特長を示してき
たが，生活指導などの介入によりAILS（糖尿病
リスク）が変化するか検討された研究 39）もある．
BMI 30kg/m2 以上，あるいは腹囲は男性85cm
以上，女性90cm以上，またはBMI≧25kg/m2

かつ高血糖（空腹時血糖値110mg/dL以上），脂
質異常（中性脂肪150mg/dL以上またはHDLコ
レステロール40mg/dL以下），高血圧（収縮期血
圧130mmHg以上または拡張期血圧85mmHg以
上）のいずれかを呈する85例（男性53例，女性32
例）に対し，カロリー摂取を控え，日常的な運動
を推奨する肥満症治療ガイドラインに基づいた栄
養・運動指導 40）を3ヵ月間実施した研究において，
体重・腹囲がともに低下した50例を対象にAILS

（糖尿病リスク）値の変化を検討した結果を図6に
示した．Wilcoxon matched-pairs signed rank test
で指導前後を比較したところ，AILS（糖尿病リス
ク）値が有意（p＜0.001）に低下することが明確に
された．したがって，生活習慣の変化による効果
もAILS（糖尿病リスク）で確認できる可能性が示
された．

次に，AILSのもう一つの検査であるAILS（アミ
ノ酸レベル）について述べる．

「アミノインデックス技術」を用いた
必須・準必須アミノ酸低下の評価

必須の栄養素である必須・準必須アミノ酸が血

漿中での低下を評価する式として，AILS（アミノ酸
レベル）式が作成されている．AILS（アミノ酸レベル）
式は，図7に示すように，同施設の7,685例の人間
ドック受診者のなかから日本人間ドック学会のガイ
ドライン等に基づいた基準個体の適合条件 41-43）に
より1,890例（男性901例，女性989例）の基準個
体が選択され，血漿中アミノ酸濃度基準値の設定，
アミノ酸濃度の偏差値化，AILS（アミノ酸レベル）
の評価式導出という3つのステップで開発が行わ
れた．具体的には，慢性疾患で定期的に薬物治療
を受けている者，または検査値の異常レベル，貧
血，炎症に該当する者を除外して基準個体が選出
されている．さらに，個々のアミノ酸に対して，
血漿中アミノ酸濃度が4SD（標準偏差）以上高値あ
るいは低値である者を基準個体より除外して評価
式算出用データが作成されている．男性の必須・
準必須アミノ酸濃度は女性よりも有意に高いもの
が多く，必須・準必須アミノ酸濃度には性差があ
ることがわかっているため，基準値は性別ごとに
設定されている．なお，アミノ酸濃度は必ずしも
正規分布になっていないため，一般的な統計手法
であるBox-Cox変換を用いて正規分布に変換 44）

した後に，アミノ酸ごとに偏差値化されている．
以上の方法で作成されたAILS（アミノ酸レベル）
式と各種臨床検査項目との関係について，同施設
の人間ドック受診者10,102例を用いて性能が検
討されている．

図6　栄養・運動指導によるAILS（糖尿病リスク）値の変化
棒グラフは各時点のAILS（糖尿病リスク）値の平均値を示す，折れ
線グラフは指導対象者50例の推移を示す． 図7　AILS（アミノ酸レベル）の評価式導出フロー
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AILS（アミノ酸レベル）値と割合
AILS（アミノ酸レベル）値は，血漿中のスレオニ

ン，バリン，イソロイシン，ロイシン，フェニル
アラニン，トリプトファン，リジン，ヒスチジン，
メチオニンの9種の必須アミノ酸，および準必須
アミノ酸のアルギニンの計10種類のアミノ酸濃度
の偏差値のうち，最も低い値を意味する．例えば，
メチオニン以外の偏差値が30.0以上，メチオニン
の偏差値が28.8の場合，AILS（アミノ酸レベル）
値は28.8と表示される．すなわち，この数値が低
いほど，血漿中のいずれかのアミノ酸濃度が低い
値であることを意味している．AILS（アミノ酸レ
ベル）値が30.0以上は「通常」，30.0未満は「低い」
と定義されている．三井記念病院総合健診セン
ターの人間ドック受診者10,102例（男性6,147例，
女性3,955例）のデータを使い，AILS（アミノ酸レ
ベル）の分布を検討したところ，表4に示すよう
に83%（男性は82%，女性は85%）の者が「通常」，
17%（男性は18%，女性は15%）の者が「低い」と
判定されることが判明した 45,46）．また，性別に加
えて年代で層別して集計したAILS（アミノ酸レベ
ル）ランク分布を解析した結果，男性では70代以
上で「低い」と判定される者が27%と全年代18%
と比較して多く，女性では40代以下と70代以上
で「低い」と判定される者がそれぞれ21%，19%
と全年代15%と比較して多い傾向が認められた．

AILS（アミノ酸レベル）の特長
一般的には，たんぱく質栄養不良のマーカーと

して血清アルブミン値が用いられるが，血清アル
ブミンは，軽度の栄養不良状態では数値が低下し
ないことや，短期間のたんぱく質栄養不良では変
化が現れ難いことなどから，栄養状態を評価する
うえでの検査の限界が指摘されている 47-50）．そこ
で，血清アルブミン値とAILS（アミノ酸レベル）の
関係について解析が行われた．図8の結果から，
血清アルブミン値が日本人間ドック学会の判定区
分 50）における「C要経過観察・生活改善」の基準値
未満（4.0g/dL未満）になった者は199例（2%）で
あったのに対し，AILS（アミノ酸レベル）で「低い」
と判定された者は1,676例（17%）であった．この

結果より，AILS（アミノ酸レベル）で評価を行うこ
とにより，より多くのたんぱく質栄養不良状態の
者を検出できることが示唆された．しかし，AILS

（アミノ酸レベル）の閾値の設定の関係で，AILS
（アミノ酸レベル）が「低い」と判定された者の数が
多くなっている可能性がある．そこで，AILS（ア
ミノ酸レベル）が「低い」と判定された者は「通常」
と判定された者と比較して，臨床像に差がある
か以下の検討が行われた．すなわち，AILS（アミ
ノ酸レベル）が「通常」と判定された者と比較して，

図8　AILS（アミノ酸レベル）と血清アルブミン値の関係

表4　男女別のAILS（アミノ酸レベル）の結果分布
A．全体

AILS（アミノ酸レベル） 割合 人数
通常 83% （8426/10102例）
低い 17% （1676/10102例）

B．男性
AILS（アミノ酸レベル） 割合 人数

通常 82% （5060/6147例）
低い 18% （1087/6147例）

C．女性
AILS（アミノ酸レベル） 割合 人数

通常 85% （3366/3955例）
低い 15% （589/3955例）
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AILS（アミノ酸レベル）が「低い」と判定された者に
おいて，各検査項目基準値を下回るリスク，上回
るリスクを図9に示した．栄養指標，貧血指標，
免疫・炎症指標において，AILS（アミノ酸レベル）
が「低い」と判定された者ほど，検査項目基準値外
になる可能性が高く，AILS（アミノ酸レベル）は栄
養状態を評価する総合的な指標の一つになり得る
ことが示された．特に，貧血に関しては，AILS（ア
ミノ酸レベル）が「通常」と判定された者のうち4年
以内に貧血になった者の数は5%（333/6,493例）

に対し，「低い」と判定された者は9%（103/1,178
例），オッズ比は1.8（95%信頼区間は1.4～2.2）
であり，4年以内の貧血発症リスクも有意に高く
なることが示された．以上の結果から，AILS（ア
ミノ酸レベル）を用いて血漿中の必須・準必須ア
ミノ酸の状態を評価することの重要性が示され
た．AILS（糖尿病リスク）と同様に，栄養指導・サ
プリメント介入によりAILS（アミノ酸レベル）が
変化するかを検証した研究もある．AILS（アミノ
酸レベル）が「低い」に該当する10例（男性6例，女
性4例）に対し，血漿中アミノ酸濃度評価と生活習
慣リスクのタイプに合わせた摂取エネルギー，ア
ミノ酸に着目した生活指導，必須アミノ酸サプリ
メント（ロイシン40%配合必須アミノ酸「Amino 
L40」）2包 /日の介入を8週間実施し，AILS（アミ
ノ酸レベル）の変化を検討した結果を図10に示し
た．Wilcoxon matched-pairs signed rank testを用
いて指導前と指導後を比較したところ，AILS（ア
ミノ酸レベル）値が有意（p＜0.01）に増加，すな
わち改善することが明確にされた．

図9 AILS（アミノ酸レベル）が「低い」と判定された者において
オッズ比が有意に高いことが認められた臨床検査項目

オッズ比は「通常」と判定されたグループを基準とした（●：オッズ比，線：
95%信頼区間）．各臨床検査値の「低値」は基準値を下回ること，「高値」は
基準値を上回ることを意味する．総蛋白，血清アルブミン，赤血球数，ヘ
モグロビン，ヘマトクリット，CRPに関しては，人間ドック学会 判定区
分（2017年4月1日改定），リンパ球，好中球に関しては，医学検査（2015）
に示された基準を用いた．

図10 栄養指導・サプリメント介入によるAILS（アミノ酸
レベル）値の変化

棒グラフは各時点のAILS（アミノ酸レベル）値の平均値を示す，折れ
線グラフは指導対象者10例の推移を示す．

図11　AILS（糖尿病リスク）・AILS（アミノ酸レベル）の判定と検査結果に基づくタイプ
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AILSの活用方法
AILSの特長は，一度の検査で過剰栄養が原因

である糖尿病の4年以内の糖尿病発症リスクと不
足栄養の一つである血漿中の必須・準必須アミノ
酸濃度の低下を評価可能なことである．すなわち
AILSは疾患罹患の予知・予防への架け橋となるス
クリーニング検査であり，人間ドック健診や健康
診断で同時に受診できる検査であると考えられる．

糖尿病は空腹時血糖やHbA1c，経口糖負荷試
験（OGTT），空腹時インスリン値など様々な指標
が存在し，糖尿病の発症を早期に検出することが
可能である．また，空腹時血糖やHbA1c検査に
ついては，糖尿病発症のリスクが高い基準として
境界型などが設けられているが，AILS（糖尿病リ
スク）は，境界型などの基準に該当しない者の4年
以内の糖尿病発症リスクを評価可能であると同時
に，空腹時血糖やHbA1cと併用することで，よ
りリスクの高い者を抽出することができる可能性
が示唆されている．したがってこれらの検査と同
時にAILSを利用することも活用方法の一つであ
る．さらに，OGTTは糖尿病発症前に認められる
食後高血糖や食後高インスリンを検出するのに有
効な検査であるが，受検者の拘束時間も長く，医
療機関側の負担も大きい．AILS検査はこれらの
指標の代替ともなる可能性がある．

低栄養の検査としては血清アルブミン値が最も
スタンダードであるが，短期的な栄養状態をアセ
スメントすることが難しい 51）．一方，血漿中のア
ミノ酸濃度はアルブミンに比べ，鋭敏に変動する
指標であることが期待され，新たな栄養評価指標
として活用できる可能性がある．

また，これら2つのAILSを組み合わせることで，
過剰栄養とアミノ酸の体内での不足という異なる
観点での栄養状態のリスクを同時に評価すること
が可能である．すなわち図11に示すように，AILS

（糖尿病リスク）とAILS（アミノ酸レベル）のリスク
から，栄養状態のリスクを4つに分類することが
可能であり，これまでの過剰栄養，不足栄養どち
らかに偏った対策ではなく，それぞれの受診者に
より適した対策を取ることが可能であると考えら
れる．最近では，加齢や無理なダイエットによっ

て筋量の低下を来たし，同時に基礎代謝量の低下
によって肥満が進行する「サルコペニア肥満」52）が
注目を浴びているが，図のなかのタイプIV（AILS

（糖尿病リスク）が「ランクBまたはC」かつAILS（ア
ミノ酸レベル）が「低い」）に該当する者がこのリス
クの高い者と推察される．したがって，この「サル
コペニア肥満」を抽出する検査としてもAILSは活
用できる可能性がある．各タイプにおける実際の
対策法については，AILS（糖尿病リスク）が高いタ
イプIIおよびIVについては，糖尿病診療ガイドラ
イン201653）に基づき，BMI 25kg/m2以上の者はエ
ネルギー摂取の適性化や，食物繊維を多くとるこ
と（穀類の摂取の工夫など），有酸素運動などの運
動をすること，また，AILS（アミノ酸レベル）につ
いては「日本人の食事摂取基準（2015）」54）に基づき，
良質なたんぱく質の摂取や筋トレなどのレジスタ
ンス運動をすることが推奨されている．

以上，AILSは生活習慣によるリスクを抽出す
るスクリーニング法として有用であり，予防医療・
先制医療の架け橋となる検査法であるとともに，
AILS検査の結果に基づき，早期に生活習慣の改
善を指導・実践することにより，健康寿命を延伸
することが期待される．
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Lifestyle-related Disease Risk Screening Using AminoIndexTM Technology
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Abstract
  In our present world, both overnutrition and undernutrition are important issues that 
need to be addressed. Overnutrition increases the incidence of metabolic syndrome and 
lifestyle-related diseases, while undernutrition due to loss of appetite in the elderly or ex-
treme weight-loss diets in young women leads to loss of skeletal muscle. Early detection 
of these risks followed by appropriate interventions are critical in preventing serious dis-
eases like cardiovascular and cerebrovascular diseases as well as locomotive syndrome. 
Several recent studies have reported that when there is the risk of future development of 
lifestyle-related diseases due to overnutrition, plasma amino acid pro�les are altered in 
a certain way while malnutrition alters them in a di«erent way. Based on such �ndings, 
in other studies, multivariable models using amino acid concentrations were developed 
for use as screening tests and their performance was evaluated.  Among the screening 
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Keywords: plasma amino acid, diabetes, multivariable analysis, biomarker
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人間ドック受診者の随時尿から推定した塩分摂取量と 
血圧値との関係

青木由香里　後藤敏和　尾形千春　丹野寛之　工藤久美子　福島紀雅

要　約
目的：山形県は人口当たりの高血圧患者数が全国で最多である．血圧管理には減塩が重要であるが，
当県を含む東北地方は従来塩分摂取量が多いことが知られている．当院では平成27年4月より人間
ドックの検査項目に塩分摂取量を追加した．人間ドック受診者の塩分摂取量と血圧値との関係を検
討した．
方法：平成27年4月～平成28年3月までの当院人間ドック受診者のうち，利尿薬内服中の39名を
除く1,380名（男性1,034名，女性346名，年齢56 ± 11歳）を対象とした．受診時の随時尿から塩分
摂取量を推定式に基づき計算し，塩分摂取量と血圧値との関係について，降圧薬を内服していない
群（無群），降圧薬内服中の群（有群）に分けて検討した．また，塩分摂取量と肥満の有無・体重・年
齢との関係ついても検討した．
結果：人間ドック受診者全体の平均塩分摂取量は9.03 ± 2.24（男性9.14 ± 2.24，女性8.71 ± 2.23）
g/日で厚生労働省が勧める男性8g未満，女性7g未満に該当するのは全体でわずかに26.8（男性
29.1，女性19.9）%であった．塩分摂取量と血圧値の関係をみると，無群では塩分摂取量が多くな
るに伴い収縮期血圧・拡張期血圧ともに有意に上昇したが，有群では関連を認めなかった．塩分摂
取量を無群・有群で比較するとどの年代においても有群で塩分摂取量が多く，体重が大きい程，ま
た肥満者で塩分摂取量も多かった．
結論：当院の人間ドック受診者のうち，厚労省の推奨値以下の塩分を摂取している割合は4分の1
に過ぎなかった．有群は無群に比し，塩分摂取量が多かった．無群では塩分摂取量と血圧値の間に
有意な相関が認められ，6g未満に至らない減塩でも降圧に有効である可能性が示唆された．

キーワード 塩分摂取量，血圧，人間ドック

緒　言
平成20年に厚生労働省が調査した人口1万人当

たりの高血圧患者数を都道府県別にみると，山形
県は10.4%と全国で最多である 1）．血圧管理には
減塩が重要であることはよく知られており，平成
27年度より厚生労働省は推奨する塩分摂取量の目
標値を，男性8.0g/日未満，女性7.0g/日未満と
した 2）．24時間蓄尿による過去の報告では，1950
年代の東北地方の食塩摂取量は25g/日に達して
いたと推定されている 3）．その後，日本国民の塩
分摂取量は漸減し，平成23（2011）年，国民健康・
栄養調査結果では，一日当たりの食塩摂取量は
平均10.4（男性11.4，女性9.4）gと報告されてい
る 4）．当院では平成27年4月より，人間ドックの
検査項目に随時尿からの塩分摂取推定量を追加し

た．現在の山形県民の塩分摂取量を推定するとと
もに，塩分摂取量と血圧値との関係を検討した．

対象と方法
平成27年4月～平成28年3月まで山形県立中

央病院，がん・生活習慣病センター人間ドック
受診者のうち，利尿薬内服中の39名を除外した
1,380名（ 男 性1,034名， 女 性346名）， 年 齢28
～89（56.1±10.9，（男性56.7±10.7，女性54.2
±11.2））歳を対象に（表1），受診時の随時尿から
推定一日塩分摂取量（estimated daily salt intake：
EDSI）を演算式（高血圧ガイドライン2014）に基づ
き計算した．計算式は以下の式を用いた．EDSI（g/
日）=21.98×｛（随時尿Na濃度（mEq/L）÷随時尿
Cr濃度（mg/dL）×10）｝×｛–2.04×年齢＋14.89

山形県立中央病院  がん・生活習慣病センター 連絡先：〒 990-2292 山形県山形市大字青柳 1800 
Tel：023-685-2626
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×体重（kg）＋16.14×身長（cm）－2244.45｝0.392×
0.0585 5）．

受診者には，前夜の20時以降は食物摂取を禁
止し，24時以降は飲水も禁止とした．血圧は，入
所初日の午前中に座位にて数分間の安静の後，デ
ジタル血圧計を用いて2回測定し，平均値を血圧
値とした．

解析データは平均値±SDで表示し，p＜0.05を
統計的有意差ありとした．EDSIと血圧値の相関
は，線形回帰分散分析を使用し，さらに，降圧薬
を内服していない群（無群）と降圧薬を内服中の群

（有群）に分けて，一元配置分散分析によりEDSI
と血圧値との関係について検討した．EDSIと肥
満者の有無・体重・年齢との関連についてはス
チューデントの t検定を用い，体重との関連につ
いては，Cochran-Armitageの傾向検定を用いて
検討した．統計解析ソフトは，JMPを用いた．

本研究については，当院倫理委員会の承認（平
成28年3月7日，第80号）を得ている．インフォー
ムド・コンセントとしては，個人情報保護方針，
情報の利用について施設内に掲示している．

結　果
無 群 は1,045（ 男 性745， 女 性300）名， 年 齢

54.0±10.7歳，有群は335（男性289，女性46）名，
年齢62.6±8.5歳で，有群で高齢であった（p＜
0.0001）．有群は人間ドック受診者全体の24.3%

（男性27.9%，女性13.3%）を占めた．
全 体 の 平 均EDSIは，9.03±2.24（ 男 性9.14±

2.24，女性8.71±2.23）gで厚生労働省が勧める
男性8g未満，女性7g未満に該当するのは全体で
わずかに26.8（男性29.1，女性19.9）%であった．

EDSIを有群，無群で比較すると有群9.50±

2.31， 無 群8.88±2.20gで 有 群 で 有 意 に（p＜
0.001）多かった．有群のうち，高血圧学会のガイ
ドラインが推奨する塩分摂取量6.0g/日に該当す
る割合は5.1（男性5.2，女性4.3）%であった．

全 体 の 年 齢 階 層 別 の 平 均EDSIは50歳 代 が
9.28gと最多であった（図1）．また，年齢階層別
EDSIを無群と有群で比較してみると，70歳以上
を除くすべての階層においてEDSIは有群で有意
に多かった（図2）．

BMIが25を超える割合は，受診者全体では
31.1（ 男 性35.1， 女 性19.1）%で， 有 群（ 全 体
49.0， 男 性51.2， 女 性34.8%）は， 無 群（ 全 体
25.4，男性28.9，女性16.7%）に比し，肥満者の
割合が有意（全体p＜0.001，男性p＜0.001，女
性p＜0.01）に多かった．

EDSIとBMIの関係をみると，無群，有群とも
に男性女性とも，BMI25未満群に比しBMI25以
上でEDSIは多い傾向があった．また，BMI 25未

表1　対象（n=1380）
全体 無群 有群

男性（%） 74.9 72.1 27.9
年齢（歳） 56.1 ± 10.9 54.0 ± 10.7 62.6 ± 8.5
体重（kg） 66.2 ± 11.9 64.9 ± 11.7 70.0 ± 11.8
BMI（%） 23.7 ± 3.3 23.2 ± 3.2 25.2 ± 3.4
収縮期血圧（mmHg） 123.2 ± 15.0 121.1 ± 15.3 129.8 ± 12.2
拡張期血圧（mmHg） 75.6 ± 11.3 74.6 ± 11.6 78.6 ± 9.6
※value ± sd or %

図1　年齢階層別塩分摂取量



人間ドック　Vol.32  No.5  2018年22 ( 728 )

満と25以上に分けて，無群，有群で塩分摂取量
を比較すると，有群で塩分摂取量が多い傾向が
あった（図3）．

体重とEDSIの関係を検討すると，棒グラフで
示す如く男性女性とも体重が増加するとEDSIも
有意に増加し，折れ線グラフで示す如く厚生労働
省の推奨値，男性8g未満，女性7g未満を超える
割合も増加した（図4）．

EDSIと血圧値との関係を無群・有群に分け
て検討すると，無群では収縮期・拡張期ともに
EDSIと血圧値に正の相関を認めたが，有群では
有意な相関を認めなかった（図5）．

また，一元配置分散分析により，EDSIを1gご
とに分けて血圧値との関係をみると，無群では収
縮期血圧，拡張期血圧ともに有意な関連を認めた
が，有群では関連を認めなかった（図6）．

考　察
当院人間ドック受診者のうち降圧薬を内服して

いる割合は，24.3%で，厚生労働省が発表してい
る平成20年の山形県の高血圧患者割合10.4%1）

に比較し2倍以上を示した．高血圧患者は年齢が
高くなるにつれて割合が多くなることが知られ 6），
厚労省の調査は，全年齢層が含まれる人口に対す

図2　年齢階層別塩分摂取量（無群・有群比較）

図3　肥満の有無と塩分摂取量
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図4　体重と塩分摂取量（男女別）

図5　塩分摂取量と血圧（無群・有群別）

図6　無群・有群別塩分摂取量と血圧
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る割合であるのに対し，当院人間ドック受診者の
平均年齢は56.1歳であり，年齢層の高い集団に
おける割合であることからくる差であると推測さ
れた．

年代別のEDSIは，50歳代で最大で若年者では
少なく，また70歳以上では減少した．これは60
歳代で最多で若年者，高齢者で少ないとする厚生
労働省の報告 7）と一致した．若年者では食事の欧
米化の影響が大きく，高齢者では食事摂取量が少
ないことが原因と推測された．

Todaらは，平成23（2011）年，東京の病院付属の
人間ドックを受診した10,762名を対象に，随時尿
からEDSIを推定し，7.83±2.02（男性8.00±2.04，
女性7.58±1.97）gであったと報告している8）．今
回の検討では，当院の人間ドック受診者全体
の平均塩分摂取量は9.03±2.24（男性9.14±2.24，
女性8.71±2.23）g/日であり，Todaらの数字に比
し1g以上塩分摂取量が多いことが示された．平
成18～20（2006～2008）年の都道府県別の調味料
の消費量ランキングによると，山形県は1世帯あ
たりの醤油消費量は全国1位（全国平均の1.4倍），
食塩は2位（同1.6倍）味噌は10位（同1.2倍）であ
るが 1），今回のEDSIの比較からも東京の住民に比
し塩分摂取量が多いことが裏付けられた．

今回の検討で，厚生労働省の推奨値，男性8g
未満，女性7g未満に該当するのは全体でわずか
に26.8%であった．また，EDSIはどの年齢層で
も無群に比し有群で大きく，高血圧患者はより
塩分摂取量が多いことが示された．Todaらも，
EDSIは高血圧患者では平均8.18gだったのに対
し，非高血圧患者では7.77g（p＜0.0001）だっ
たと報告している．さらに，有群でガイドライ
ン目標値6g/日未満を達成しているのはわずかに
5.1%であり，今後，高血圧患者に対するより厳
格な減塩指導の必要性が示唆された．

INTERSALT（International Study of Salt and 
Blood Pressure）研究は，世界52の地域におい
て，集団の平均塩分摂取量と平均血圧は関連が
あることを証明した 9）．欧米においては，減塩に
よる降圧効果を調べた研究が多く認められる．食
塩摂取量の平均値が8.5g/日の高齢者高血圧に

おいて検討したTone（Trial of Nonpharmacologic 
intervention in the Elderly）研究では，約2.3g/日
の減塩を15～36ヵ月間行うと，3.4/1.9mmHg
の降圧効果があったとしている 10）．9.5～5.1g/
日に中等度に減塩した効果を検討したメタアナリ
シスでは直線的な降圧効果が得られ，6g/日の減
塩で高血圧患者においては–7.11/–3.88mmHg，
正常血圧者では–3.57/–1.66mmHgの降圧効果
が得られたと報告されている 11）．DASH（Dietary 
Approaches to Stop Hypertension）-Sodium研 究 で
は，8.7～5.9g/日への食塩制限により有意な降圧
が得られ，3.8g/日の厳格な減塩では，有害事象
なく顕著な降圧が得られたとしている 12）．これら
の欧米における研究を根拠に，日本高血圧学会ガ
イドラインでは2004年版から食塩制限目標値を
6g/日未満と設定しているが 13），欧米に比し塩分
摂取量が多い本邦にあてはまるのか根拠はない．
日本における Itoらの検討では，19名の高血圧患
者で食塩摂取量13，7，3g/日における血圧の変
化は，13～7gの減塩においては有意な変化を認
めず，7～3g/日の減塩で有意な低下を認めたとし
ている 14）．6g以下に至らない塩分摂取量におけ
るEDSIと血圧との関係について，Todaらは，加
療を受けていない群ではEDSIは収縮期，拡張期
血圧ともに正の相関を認めたとしている 8）．例数
は少ないながら，今回の検討でも同様な結果が得
られた．これは目標値に至らない程度の塩分制限
でも，それなりの降圧効果が得られうる可能性を
示すものと思われる．

一方，降圧薬を内服している群では，EDSIと
血圧値は相関が得られなかった．降圧薬内服中の
患者における減塩の有用性を検討した研究は少な
い．アンジオテンシン変換酵素阻害薬内服中の症
例で検討した報告では，中等度の減塩は，サイア
ザイド利尿薬を追加したのと同等の降圧効果が得
られたとしている．サイアザイドによるK低下作
用も認めないことから，降圧薬内服症例での減塩
の有用性を指摘している 15）．高頻度に使用されて
いるジヒドロピリジン系Ca拮抗薬には，腎血流
量・糸球体濾過量の増加と軽度の利尿作用を有す
ることが報告されており 16,17），有群でEDSIと血
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圧値に相関が得られなかった一因となっている可
能性がある．今後，降圧薬の種類による減塩の効
果を検討する必要がある．

肥満者の有無との関係では，無群・有群ともに
BMI 25以上の群において塩分摂取量が多く，こ
れは食事の摂取量が多くなるとそれに伴って塩分
摂取量が多くなっていることを示していると推測
された．体重とのEDSIとの関連では男性女性と
も体重増加に伴いEDSIも上昇している．身体の
大きい人では，食事の摂取量が多くそれに伴い塩
分量が多くなっていると考えられるが，今後，標
準体重に応じた塩分摂取量の推奨値が設定される
必要があるかもしれない．

人間ドック入所者は，前夜から飲食を制限され
るので，日常の塩分摂取量は人間ドック入所時の
EDSIよりも多いはずであり，今回の結果の解釈
もこのことを念頭におく必要がある．

結　語
山形県立中央病院の平成27年度の人間ドック

入所者において，随時尿を用いた計算式から算出
したEDSIは，9.03±2.24gで，厚生労働省が勧
める男性8g未満，女性7g未満に該当するのはわ
ずかに26.8%であった．70歳以上を除くすべて
の階層において降圧薬内服群で非内服群に比し
EDSIは多かった．また，肥満者は非肥満者に比
しEDSIが多かった．降圧薬を内服していない群
では，EDSIと血圧値に関連が認められた．

本論文の要旨は，第57回日本人間ドック学会
学術大会プレナリーセッション（2016年，松本）
で発表した．
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Association of Salt Intake Estimated from Casual Urine Samples and Blood Pressure 
in Ningen Dock Examinees

Yukari Aoki, Toshikazu Goto, Chiharu Ogata, Hiroyuki Tanno, Kumiko Kudo, Norimasa Fukushima 

Yamagata Prefectural Central Hospital, Cancer Lifestyle related disease center

Abstract
Objective: Yamagata Prefecture has the highest percentage of hypertensive patients in the 
whole of Japan and it has been known for some time that salt intake is particularly high in 
Northeast Japan where the Prefecture is located. Salt reduction is important in blood pres-
sure management. At our hospital, we added salt intake to Ningen Dock health check-up 
tests in April 2015 and a´erwards examined an association between salt intake and blood 
pressure in Ningen Dock examinees.  
Methods: From among Ningen Dock examinees at our hospital between April 2015 and 
March 2016, 1,380 (1,034 men, 346 women; mean age 56 ± 11 years) were enrolled as sub-
jects, a´er excluding 39 who were taking diuretics. Salt intake was estimated from casual 
urine samples using a formula and an association of salt intake and blood pressure was 
investigated, dividing subjects into those not taking antihypertensive medication (non-
medicated group) and those taking antihypertensive medication (medicated group). Asso-
ciations between salt intake and obesity, weight and age were also examined.
Results: µe mean salt intake for all examinees was 9.03 ± 2.24 (men 9.14 ± 2.24, women 
8.71 ± 2.23) g/day so only 26.8% (men 29.1%, women 19.9%) met the Ministry of Health 
Labour and Welfare recommendations of less than 8 g for men and less than 7 g for wom-
en. Although systolic and diastolic blood pressure significantly increased as salt intake 
increased in the non-medicated group, this association was not observed in the medicated 
group. Compared to the non-medicated group, salt intake was higher in the medicated 
group than in the non-medicated group for all age groups. Also, in the medicated group, 
salt intake increased with weight and was higher in obese persons.
Conclusion: Among the Ningen Dock examinees at our hospital, only around a quarter 
met the Ministry of Health Labour and Welfare recommendations for salt intake. Com-
pared to the non-medicated group, salt intake was higher in the medicated group. In the 
non-medicated group, there was a significant association between salt intake and blood 
pressure, and our results suggested that salt reduction could be e«ective in reducing blood 
pressure even if a level of less than 6 g were not achieved. 

Keywords: salt intake, blood pressure, Ningen Dock
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3年間の当施設の人間ドック満足度調査 
－満足度の推移と自由記述意見の分析－

田伏洋治　北村育子　佐々木宗子　栗林幸美　木村美智子　花井佑子 
西川亜友美　饗庭オリエ　坪井美加　土屋絵未

要　約
目的：アンケート形式による，3年間の宇治武田病院健診センターの満足度調査における満足度の推
移，ならびに自由記述意見の分析を行い検討した．
方法：健診終了後にアンケート用紙へ記入を依頼した人間ドック受診者全員3,392人を対象とした．
研究方法は，当院で規定した人間ドック満足度8項目に関しては満足度の推移を，自由記述意見に関
しては内容区分と感情区分に分類して検討した．
結果：既定の項目に関しては，同程度の満足度で3年間推移した．待ち時間の項目以外で，「非常に
満足」の比率は30%以上の高い水準で推移し良い結果であった．2015年度では「待ち時間」に関する
既定の項目での評価に変化はなかったが，自由記述意見では感情面での評価として，苦情が減少し，
お褒め・感謝の数値が有意に増加していることが確認できた．
結論：自由記述意見の分析により規定の項目における満足度調査ではみえない有意義な結果が導き
出された．特に，「待ち時間」における自由記述意見の感情面での変化は，看護師（Ns）の増員による熟
練スタッフの定着，それに伴うリーダーNs制度の導入による接遇の改善が関連していると思われた．

キーワード 満足度調査，自由記述意見，待ち時間，チーム医療

緒　言
人間ドック健診施設機能評価の調査項目のなか

に「受診者からの意見を反映する体制が確立して
いるか」というのがある 1）．すなわち，受診者の満
足度，意見や要望，苦情やクレームを把握し改善
活動に役立てる体制を整えること，さらに，満足
度の数値を知るだけでなく，数値の変化や受診者
の評価やニーズを絶えず監視し，また，変化を察
知することにより継続的にサービスの改善に結び
つけることが求められている．

宇治武田病院健診センター（以下，当施設）にお
いては，人間ドック受診者に対して規定の項目に
おける満足度と自由記述意見を記入するアンケー
ト形式での満足度調査を継続して行い，2012年
には，満足度の調査結果，定期的な職員への周知
や作業改善が職員のモチベーションに与える重要
性，および調査から導かれた改善事項などにつき
報告した 2）．今回は，規定の項目における満足度

のその後の推移ならびに自由記述意見の分析を行
い，受診者の評価やニーズの変化につき検討した
ので報告する．

対象と方法
当施設においては，小規模施設のこともあり，

人間ドック満足度調査は年間を通して実施してい
る．調査方法は，事務職員あるいは看護師が健診
終了時に健診結果報告書の送付，到着後の確認
や注意点など一般的な終了説明を行った後に，人
間ドック受診者全員に対して，満足度を選択する
既定の8項目と自由記述欄のあるアンケート用紙

（図1）への記入をお願いし，待合室に設置された
「ご意見箱」への投函を依頼するという流れで行っ
ている 2）．アンケートは「年齢，性別をお伺いし
ます」の項目と「その他ご意見･ご感想がございま
したら是非ご記入ください」という自由記述欄の
2項目に，以下の規定の8項目を加えた10項目で

宇治武田病院  健診センター 連絡先：〒 611-0021 京都府宇治市宇治里尻 36-26 
Tel：0774-25-2072　E-mail：y-tabuse@takedahp.or.jp
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構成されている．規定の8項目とは，1）電話対応
はいかがでしたか，2）受診当日の受け付け対応は
いかがでしたか，3）スタッフの言葉使いはいかが
でしたか，4）健診センター内の環境（清掃など）は
いかがでしたか，5）各検査の待ち時間はいかがで
したか，6）当日の検査データに基づいた医師の診
察・結果説明はいかがでしたか，7）看護師の問診
など説明は丁寧でわかりやすかったですか，8）検
査データが電子カルテに保管され健診および診療
科の双方で共有されることについていかがですか
である． 

本研究の対象はアンケート用紙への記入を依頼
した2013年から2015年の3年間の人間ドック受診
者全員とした．なお，対象者の個人情報の取り扱
いについては，当施設の倫理委員会の指導に基づ
き作成した健診申込書にて説明し同意を得ている．

研究方法は，まず，各年度（いずれも1～12月
までの期間）の人間ドック受診者総数と年代別受
診者比率，アンケート回答率および自由記述意見
の記述件数（以下，自由記述）および年代別自由記

述率を調査した．次に，規定の8項目に関しては
満足度の年度別の推移を，自由記述意見に関して
は自由記述意見を内容区分として接遇，検査技術・
機器関連，待ち時間などに，感情区分として苦情，
要望・意見，お褒め・感謝に分類して検討した．

結　果
各年度の人間ドック受診者総数と年代別受診者比率

各年度の人間ドック受診者総数（男 /女比）はそ
れぞれ1,104名（1.34），1,109名（1.22），1,179名（1.28）
であった．年代別受診者比率を各年度でみると，
60歳 以 上 の 高 年 齢 者 比 率 は2013年（53.8%），
2014年（58.8%），2015年（60.3%）と次第に増加
した（表1）．
アンケートの年度別および年代別の回答数（率）

アンケート回答者数（回答率）は，2013年は956
名（86.6%），2014年 は978名（88.2%），2015年
は1,065名（90.3%）であった（表1）．年代別の回
答率に有意差はなかった．

図1　既定の項目と自由記述欄のあるアンケート用紙

表1　各年度の人間ドック受診者総数と年代別受診者比率

2013年 年代別
受診者数 回答者数 回答率 自由

記述者数
自由
記述率

39歳以下 73 61 83.6% 4 5.5%
40歳代 200 178 89.0% 19 9.5%
50歳代 237 204 86.1% 25 10.5%
60歳代 368 325 88.3% 24 6.5%

70歳以上 226 188 83.2% 23 10.2%
合計 /平均 1104 956 86.6% 95 8.6%

2014年 年代別
受診者数 回答者数 回答率 自由

記述者数
自由
記述率

39歳以下 56 42 75.0% 5 8.9%
40歳代 188 177 94.1% 16 8.5%
50歳代 213 183 85.9% 14 6.6%
60歳代 388 335 86.3% 40 10.3%

70歳以上 264 241 91.3% 39 14.8%
合計 /平均 1109 978 88.2% 114 10.3%

2015年 年代別
受診者数 回答者数 回答率 自由

記載者数
自由
記載率

39歳以下 57 50 87.7% 6 10.5%＊

40歳代 186 177 95.2% 29 15.6%
50歳代 225 203 90.2% 26 11.6%＊

60歳代 393 361 91.9% 78 19.8%
70歳以上 318 274 86.2% 68 21.4%
合計 /平均 1179 1065 90.3% 207 17.6%

2015年は2013年および2014年に比べて，60歳代，70歳代の自由記述比
率に高い傾向を認め，平均値との比較では有意差はなかったが，50歳代，
39歳以下との比較では有意差を認めた（＊：χ 2 検定　p＜0.01）
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自由記述意見の年度別および年代別の自由記述件
数（率）

各年度の自由記述件数（率）は，2013年は95件
（8.6%），2014年は114件（10.3%），2015年は207
件（17.6%）で，2015年には記述件数（率）は急激
に増加し，しかも，2015年においては，2013年，
2014年にはみられなかった「ありがとうございま
した」という一言の記述が，39歳以下（2件），40
歳 代（12件），50歳 代（6件），60歳 代（12件）， 70
歳以上（24件）の合計56件みられた（表1）．この「あ
りがとうございました」の一言は，どういう内容に

対する感謝の意か不詳であることから，他の言葉
が添えられている場合を除き，自由記述意見（内
容区分ではその他の項目，感情区分としては感謝・
お褒めの項目）からは除外した．したがって，この
56件は2015年の自由記述者数207件には含まれ
ていない．

年代別の自由記述率は，2013年と2014年では
アンケート回答比率と同様に各年代層で大きな差
はなかった．2015年においても平均値との比較で
は有意差はなかった．ただ，60歳代と70歳代の
自由記述率に高い傾向を認め，50歳代，39歳以下

図2　満足度の推移
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とは有意差を認めた（χ 2乗検定：p＜0.01）（表1）．
満足度の推移

既定の8項目に関する2013年，2014年，2015
年の各年度の満足度は，各項目においてほぼ同様
の数値で推移した．待ち時間の項目では，やや不
満（平均20.3%），不満（平均1.6%）を合計したや
や不満以下の比率は高かったが（平均21.9%），そ
れ以外の項目では，「非常に満足」の比率も3%以
上の高い水準で推移し，「満足」を含めて高い満足
度の数値であった（図2）．
自由記述意見の分析

自由記述意見を内容区分として接遇，検査技術・
機器関連，待ち時間などに，感情区分として苦情，
要望・意見，感謝・お褒めに分類して分析した．
1）自由記述意見の内容区分件数と比率

自由記述意見の内容区分においては，2013年，
2014年，2015年とも自由記述意見の多かったの

は，その他を除き接遇，待ち時間，検査技術・機
器関連，環境・設備に関することであった．なお，
2015年のその他（2）は上述した「ありがとうござ
いました」という一言の件数である（表2）．
2）自由記述意見の感情区分件数と比率

自由記述意見の感情区分においては，2013年，
2014年は要望・意見，お褒め・感謝，苦情の順
に件数が多く，2015年はお褒め・感謝，苦情，要望・
意見の順であった（表3）．
3）内容分類と感情分類の関連

内容区分における上位の接遇，待ち時間，検査
技術・機器関連の3項目につき感情区分との関連
をみた．
「接遇」では「お褒め・感謝」が2013年（93.3%），

2014年（80.5%），2015年（84.0%）と多少の変動は
あるものの満足度は高水準で良好な評価であった．
「待ち時間」では，2013年は苦情が100%，2014

表2　自由記述意見の内容区分件数と比率

2013年 自由記述
総数

接遇 環境
設備

検査技術機器関連 データ
管理

待ち
時間 予約 衣類 その他

医師 看護師 事務 その他 内視鏡 その他
39歳以下 4 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2

40歳代 19 0 1 1 2 3 4 0 1 3 0 0 4
50歳代 25 1 2 1 2 2 8 0 0 5 1 0 3
60歳代 24 0 1 0 9 3 2 1 0 0 0 1 7

70歳以上 23 2 0 0 6 3 3 1 1 3 0 0 4
合計（1） 95 4 4 2 20 11 17 2 2 11 1 1 20
合計（2） 95 30 11 19 2 11 1 1 20
（比率） （100%） （31.6%） （11.6%） （20.0%） （2.1%）（11.6%）（1.1%）（1.1%）（21.1%）

2014年 自由記述
総数

接遇 環境
設備

検査技術機器関連 データ
管理

待ち
時間 予約 衣類 その他

医師 看護師 事務 その他 内視鏡 その他
39歳以下 5 1 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0

40歳代 16 1 1 0 5 2 0 1 0 2 3 1 0
50歳代 14 1 0 0 3 2 1 1 0 2 0 2 2
60歳代 40 6 1 0 4 5 4 3 1 8 0 2 6

70歳以上 39 5 3 0 6 5 0 0 1 9 2 0 8
合計（1） 114 14 6 0 21 14 5 5 2 21 5 5 16
合計（2） 114 41 14 10 2 21 5 5 16
（比率） （100%） （36.0%） （12.3%） （8.8%） （1.8%）（18.4%）（4.4%）（4.4%）（14.0%）

2015 自由記述
総数

接遇 環境
設備

検査技術機器関連 データ
管理

待ち
時間 予約 衣類 その他

（1）
その他
（2）医師 看護師 事務 その他 内視鏡 その他

39歳以下 6 2 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 1 2
40歳代 29 2 3 2 5 1 0 1 0 5 0 1 9 12
50歳代 26 2 2 0 9 0 3 0 0 4 0 2 4 6
60歳代 78 9 4 1 12 3 7 1 3 15 0 0 23 12

70歳以上 68 5 8 1 12 5 2 0 2 13 2 2 16 24
合計（1） 207 20 17 4 40 9 12 2 6 37 2 5 53 56
合計（2） 207 81 9 14 6 37 2 5 53 56
（比率） （100%） （39.1%） （4.3%） （6.8%） （2.9%）（17.9%）（1.0%）（2.4%）（25.6%）

その他（2）：「ありがとうございました」 の一言
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年は苦情および要望・意見の合計が90.5%，お褒
め・感謝が9.5%であったのに対して，2015年は
苦情および要望・意見の合計が苦情62.2%，お褒
め・感謝が37.8%と苦情が減少し，お褒めが増加
していることが認められた（χ 2乗検定：p＜0.05）．
「検査技術・機器関連」では，おもに内視鏡に関

するものであったが，苦情および要望が多くみら
れた．2015年では苦情および要望・意見の合計
が85.7%，そのうち苦情が71.4%と苦情の比率
が増加した．内容として，胃カメラはつらい，経
鼻内視鏡検査を望むという声が多かった（表4）．

表3　自由記述意見の感情区分件数と比率
2013年 自由記述総数 お褒め・感謝 苦情 要望・意見 その他

39歳以下 4 1 1 2 0
40歳代 19 10 2 6 1
50歳代 25 14 6 5 0
60歳代 24 6 4 14 0

70歳以上 23 6 3 14 0
合計（比率） 95（100%） 37（38.9%） 16（16.8%） 41（43.2%） 1（1.1%）

2014年 自由記述総数 お褒め・感謝 苦情 要望・意見 その他
39歳以下 5 1 1 3 0

40歳代 16 4 4 7 1
50歳代 14 5 4 5 0
60歳代 40 18 4 17 1

70歳以上 39 13 9 17 0
合計（比率） 114（100%） 41（36.0%） 22（19.3%） 49（43.0%） 2（1.8%）

2015年 自由記述総数 お褒め・感謝 苦情 要望・意見 その他
39歳以下 6 0 1 1 4

40歳代 29 20 7 2 0
50歳代 26 15 9 2 0
60歳代 78 49 18 9 2

70歳以上 68 38 16 11 3
合計（比率） 207（100%） 122（58.9%） 51（24.6%） 25（12.1%） 9（4.3%）

表4　内容分類と感情分類の関連

2013年
接遇　 待ち時間 技術 /機器

記述者数 比率 記述者数 比率 記述者数 比率
お褒め・感謝 28 93.3% 0 0.0% 4 21.1%
苦情 1 3.3% 11 100.0% 8 42.1%

要望・意見 1 3.3% 0 0.0% 7 36.8%
合計 30 100.0% 11 100.0% 19 100.0%

2014年
接遇　 待ち時間 技術 /機器

記述者数 比率 記述者数 比率 記述者数 比率
お褒め・感謝 33 80.5% 2 9.5% 1 10.0%
苦情 3 7.3% 18 85.7% 5 50.0%

要望・意見 5 12.2% 1 4.8% 4 40.0%
合計 41 100.0% 21 100.0% 10 100.0%

2015年
接遇　 待ち時間 技術 /機器

記述者数 比率 記述者数 比率 記述者数 比率
お褒め・感謝 68 84.0% 14 37.8%＊ 2 14.3%
苦情 10 12.3% 23 62.2%＊ 10 71.4%

要望・意見 3 3.7% 0 0.0% 2 14.3%
合計 81 100.0% 37 100.0% 14 100.0%

2015年は2013年および2014年に比べて，苦情および要望・意見の合計が苦情62.2%，お褒め・感謝が37.8%と苦
情が減少し，お褒めが増加していることが認められた（＊：χ 2 検定　p＜0.05）
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考　察
顧客満足度調査における受診者の満足度とは，

施設が提供するサービスのパフォーマンスに対し
てどれだけ満足しているかを数値化した指標で，
満足度が非常に高い受診者は繰り返し受診し，他
人に推奨する可能性が高いといわれる 3）．ただ，
満足度というものは個々の受診者の期待度を基
準に評価されるものであり，その期待度は，その
時代，その地域の受診者の人間ドックに対する健
康管理における価値観，リピーターであれば自施
設だけでなく他施設で受けた健診との比較などに
よっても変化する．したがって，受診者の満足度
の評価は，実際に提供されたサービスと個々の受
診者の期待度との差が大きければ大きいほど，非
常に満足とも非常に不満ともなり得る．このよう
に，受診者の主観によって左右され，標準化でき
ない，いいかえれば物差し化できない期待度とい
う判断基準により決定される満足度の数値は，施
設の人間ドックの質を評価するうえで有効な指標
となることは明白ではあるが，あくまで蓋然的な
指標であり，絶対的な指標（言い換えれば，他の
施設と比較可能な指標）とはならない．満足度の
数値は評価基準として重要ではあるが，数値だけ
にとらわれてはいけない重要性はこの点にある．
そこで，2013年，2014年，2015年度の満足度調
査から当施設の満足度数値の推移を検討したが，
すでに報告した2012年の満足度調査結果 2）と比較
して大きな変化はなく，規定の8項目における3
年間の満足度数値は，「待ち時間」の項目を除いて，

「非常に満足」の比率も3%以上と高く，「満足」の
比率を合わせた「満足」以上の比率は高く推移して
おり，上記の観点から良好な結果と自己評価した．

さらに，今回は自由記述意見の分析を行い，満
足度数値と異なった観点から受診者の評価やニー
ズおよび経年変化の検討を試みた．ただ，自由記
述意見は受診者の心のうちが表現され，強く訴え
てくるものがあるものの，満足度を記入する既定
の項目とは異なり表現が多様なため，意見や要望
の内容の特徴を整理し，あるいは，その経年変化
を数値としてとらえ評価することは難しい．そこ
で，自由記述意見を内容区分と感情区分に分類す

ることにより数量化し分析を試みた．
まず，この分析の結果から得たものは「待ち時

間」に関する自由記述意見であった．当施設が，
病院併設型施設が一般的にそうであるように，健
診におけるX線検査，内視鏡検査，超音波検査
などにおいては診療部門の検査機器を利用し，診
療科の医師の協力のもとに診療と並行（別の表現
をすれば診療の合間を利用）して実施することが
多いことから，いろいろ工夫はするものの，長い
待ち時間が生じやすい．既定の項目である「待ち
時間」に関する3年間の満足度の数値の推移をみ
ても「やや不満」，「不満」の比率はそれぞれ平均
20.3%，1.6%と高いままであった．しかし，今
回の，「待ち時間」に関する自由記述意見の分析に
おいて，2015年は2013年および2014年と比較
して苦情が減少し，お褒め・感謝が増加するとい
う大きな変化がみられた．

なぜ，2015年にこのような変化が起こったの
か．そこには，健診看護師1名の増員を起点とし
て，業務に多少の余裕がうまれたことが大きいと
思われた．1名でも休めば業務に支障をきたす余
裕のない業務環境においては，突然の体調不良
や家庭の事情から可能ならば臨時の休暇取得をし
たい時も他の職員への迷惑感から無理をしながら
の出勤もある．どうしても休暇取得をしたい時を
考えたときのストレスは大きい．こうしたことか
らの解放が看護師定着をもたらしたことの一因に
なったものと想像する．看護師1名の増員，業務
に慣れた（熟練度の高い）看護師による日々のミー
ティングや業務の改善作業が活発になり，かねて
よりの課題であったリーダーNs制も新たに開始
された（図3）．すなわち，当日のリーダーNsが健
診業務全体の進行具合を把握する立場で，個々の
フロアスタッフに対しては検査科との連絡・調整
により検査への誘導指示を，診察医師に対しては
受診者の訴えなど検査途上での個々のスタッフが
得た情報を集約して連絡をとり，事務担当者には
検査追加時には検査の追加オーダー入力や会計
の変更の依頼を行うなど，当日の円滑な健診業務
の進行に重要な役割を果たすようになった．この
ことから，検査案内の工夫，待ち時間内での「待
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ち時間はまだ○分ぐらいあります，申し訳ありま
せん，雑誌でもお持ちしましょうか」，「この検査
はもう少し待ち時間があるので別室で待ちません
か」といったと声掛け，また，長い待ち時間が一
か所だけであったのか，中程度の待ち時間が何
か所もあったのかなども把握したうえでの対応な
ど，受診者への丁寧な接遇（心配り）が可能となっ
た．こうしたことが，受診者の規定項目での「待
ち時間」（いわば長さ）に関する評価としての満足
度には変化はみられなかったものの，感情的（気
持ち）な評価としての自由記述意見には良好な変
化を生み出す結果となったと推測する．

受診者に喜んでもらうこと，感謝の気持ちをい
ただくことは，医療人としての業務遂行における
最大のモチベーションとなることは，診療におい
てはよくいわれてきたところである．健診におい
ても同様であることは言うまでもない．日頃の丁
寧な接遇（心配り）の努力が受診者に明らかに伝
わっていることを確認できたこと，また，「あり
がとうございました」という一言の記述が合計56
件みられた（2013年，2014年にはみられなかった）
ことも含めて，今回の自由記述意見の分析（特に，
内容区分と感情区分との関連の分析）は有意義で
あった．なお，看護師1名の増員によるマンパワー
の強化は，業務の改善作業だけでなく作業の効率
化をたらし，取扱件数の拡大もなされることにな

り営業成績の向上にも繋がる結果ともなった．
次に，「内視鏡検査」に関しては苦情および要望・

意見の比率が高く，経鼻内視鏡を希望する意見も
多くみられた．経口内視鏡検査に伴う苦痛の軽減
には鎮静剤の使用が解決策の一つと思われるが，
検査後は車での帰宅ができないことに加えて，検
査後の安静を図るスペースの確保ができない施設
の事情がある．経口内視鏡において苦痛を訴える
程度には人によって個人差はあるものの，現状で
は経鼻内視鏡を用いた内視鏡検診が主流となりつ
つある．今回の調査年度の範囲ではないが，2016
年2月から1年間の期間において「経鼻内視鏡の
要望」に特化した調査では，「アンケートにての要
望」，あるいは「電話や窓口での問い合わせ等」が
18件あった．この結果をふまえて，経鼻内視鏡導
入に関して内視鏡担当医および医療機器整備担当
者との検討を進め近々導入が予定されているとこ
ろである．

最後に，「その他」の項目において，少数意見で
はあるが，2014年，2015年度に新たにみられた
意見として，「外来で来ているデータ等は参照さ
れていないのですか？（70歳代）」，「健診データが
電子カルテに保管され共有されているのはとても
よい．（60歳代）」，「データをかかりつけ医に転送
するシステムを希望します．（60歳代）」，「健診デー
タを他の武田病院グループとも共有してほしい．

図3　リーダーNs制導入にいたるまでの看護師の就労状況
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（70歳代）」，「聞きたいことや，病状などを事前に
用紙に箇条書きに書いておいて相談したい．短時
間ではその時に思い出せないことも多いので．（70
歳代）」，「できれば各項目など，検査する意味や
内容説明をいただければ今回の受診がもっと有意
義になった．（60歳代）」などの意見が見受けられ
るようになったことも新たな発見であった．

2015年の当施設の人間ドック受診者における
60歳以上の高年齢者比率は63.8%で，全国調査
平均 4）の25.1%と比べると非常に高率であるこ
と，2013年度の当施設の人間ドック調査 5）での通
院中判定（E）比率が，50歳代では0.44，40歳代
は0.17であるのに対し，60歳以上の高年齢者で
は0.83（件数 /1人当たり）であったこと，この2点
と上記の自由記述意見との関連を考えると，高年
齢受診者の比率が非常に高い当施設においては，
日ごろの通院診療の経過確認や受診するには至っ
ていない自覚症状・健康不安の相談などを人間
ドックに求める受診者の気持ちも考慮する必要が
あると思われた．

医療における「2025年問題」に対応すべく診療・
介護における地域で支える医療が重要といわれる
時代において，健診においても同様の対応が望ま
れていることはいうまでもない 6-9）．今回の3年間
の満足度調査における各年代層からいただいた自
由記述意見の分析から，当施設に対する評価や要
望に関する生の声の一端を知ることができた．当
施設が病院併設型の施設であること，人間ドッ
ク受診者の高齢者比率が全国平均に比べて著し
く高比率であることをふまえて，人間ドック受診
者だけでなくその他の健診受診者のニーズと向き
合い，受診者中心の医療（Patient-Centered Care）
10,11）の視点に立ち，高い満足度に繋がる健診サー
ビスの提供に努めていくつもりでいる．

結　語
アンケート形式の人間ドック満足度調査におい

て，自由記述意見の分析を行ったところ，規定の
項目の満足度数値からは得られない受診者の生の
気持ちを評価することができた．自由記述意見を

内容区分と感情区分に分類し検討する手法は有意
義であった．

本論文の要旨は第58回日本人間ドック学会学
術集会（2017年，大宮）において発表した．
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Ningen Dock Customer Satisfaction Survey over Three Years at Uji-Takeda Health Check-up Center: 
Changes in Satisfaction Level and Analysis of Freely Given Opinions

Yoji Tabuse, Ikuko Kitamura, Muneko Sasaki, Yukimi Kuribayashi, Michiko Kimura, Yuko Hanai, 
Ayumi Nishikawa, Orie Aiba, Mika Tsuboi, Emi Tsuchiya

Uji Takeda Medical-Examination Center

Abstract
Objective: Based on a Ningen Dock customer satisfaction survey at Uji-Takeda Health 
Check-up Center during the period from 2012 to 2015 for all Ningen Dock customers, we 
investigated changes in satisfaction level and analyzed freely given opinions.
Methods: µe level of satisfaction (i.e. excellent, good, poor and very poor) was investigat-
ed for each of 8 default question items. µe opinions were classi�ed into a content category 
and emotion category, and the relationship between two categories was studied.
Results: There were no changes in satisfaction level over 3 years in any of the 8 default 
items. Although the level of satisfaction regarding waiting times was still not very high in 
2015 as they were long, an increase in the number of expressions of thanks and compli-
ments concerning waiting time was noted in 2015.
Conclusion: In 2015, the improvement in evaluation of waiting time from the emotional 
aspect seems to be related to an increase in the number of sta« nurses, giving our center 
many experienced staff, and further improvement in customer services due to our new 
leader nurse system.

Keywords: customer satisfaction survey, freely given opinion, waiting time, team-based 
medical support
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人間ドックのデータからみた喫煙が呼吸機能に与える影響
佐々木直子 1）　榎本達治 1,2）　内山啓子 1）　桑原香里 1）　森山 優 1）

中川 良 1）　中川一美 1）　中川高志 1）

要　約
目的：人間ドックのデータから喫煙の呼吸機能に及ぼす影響を調査し，禁煙の契機となる指標を見
出す．特に，喫煙量と性差について検討する．
方法：2016年1月～12月に当院の人間ドックを受診した34,383名のうち解析可能な32,544名を対
象とした．喫煙歴別に喫煙群，禁煙群，非喫煙群の3群に分け，各群の平均FEV1%，%FEV1，喫煙
指数について男女別に比較した．また，FEV1% 70%未満の「閉塞性障害群」の頻度と，「閉塞性障害群」
となる喫煙指数の至適カットオフ値を検討した．
結果：FEV1%は3群間すべてで有意差がみられた．%FEV1は，女性の禁煙群と非喫煙群の間に有意
差はなかったが，その他すべてで有意差がみられた．喫煙指数は喫煙群と禁煙群ともに男性の方が
女性より有意に高かった．「閉塞性障害群」の喫煙指数の至適カットオフ値は全体11.33 pack years，
男性12.13 pack yearsであったが，女性では予測能の高いカットオフ値を見出すことはできなかった．

「閉塞性障害群」の頻度は全体1.78%であった．男性の喫煙群4.22%，禁煙群2.66%，非喫煙群1.11%，
女性は1.57%，0.68%，0.59%と女性は「閉塞性障害群」の頻度が低かった．
結論：喫煙指数12 pack years以上の男性喫煙者に対しては，特にCOPDの啓蒙と，積極的な禁煙指
導を行うことが重要と考えられた．女性は男性に比べて「閉塞性障害群」の頻度が低かった．これは
喫煙指数が男性より低いことや，喫煙が呼吸機能に与える影響が男女で異なる可能性があることが
示唆された．

キーワード 喫煙，呼吸機能，COPD，性差

緒　言
喫煙による健康障害が周知され，男性の喫煙率

は著明に減少している．一方，女性においては減
少傾向にあるものの，減少率は緩徐である 1）．ま
た，日本における喫煙による年間死亡者数は12～
13万人，受動喫煙による年間死亡者数は約6,800
人と推定され 2,3），今後も禁煙啓蒙が必要と考え
られる．

日本呼吸器学会では，一般市民にも分かり易い
呼吸機能検査の指標として「肺年齢」という概念を
提唱した．肺の健康状態を自覚してもらうことを
第一の目的とするものである．当院でも肺年齢の
有用性を報告しているが 4），禁煙の実態は未だ十
分とはいえない．

今回の研究では，当院のデータを再検討するこ
とにより，禁煙の契機となる更なるデータを発見

することを目的とした．特に，喫煙指数と性差に
よる呼吸機能への影響を検討した．

対　象
2016年1月から12月に当院を人間ドックの目的

で受診した症例を対象とした．

方　法
当院の人間ドック受診時の問診票に記載された

喫煙歴と，検査結果を用いてレトロスペクティブ
に検討した．

肺機能検査は電子スパイロメーターHI-801
（チェスト，東京）を使用した．

肺機能検査の測定項目である努力性肺活量
（forced vital capacity：FVC），1 秒量（forced expiratory 

volume in one second：FEV1），1秒率（forced expiratory 

1）医療法人 大宮シティクリニック 
2）大船中央病院

連絡先：〒 330-8669 埼玉県さいたま市大宮区桜木町 1-7-5 
ソニックシティビル 30 階 

Tel：048-645-1256
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volume % in one second：FEV1%）に加え，性別，年
齢，身長から求めた予測FEV1に対する比率である
対標準FEV1（%FEV1）を算出した．%FEV1の算出
には日本呼吸器学会が新たに推奨するLMS法によ
る基準値 5）を使用した．

喫煙歴は，現在たばこを吸っている「喫煙群」，
過去に吸っていたが現在は吸っていない「禁煙
群」，たばこを吸ったことがない「非喫煙群」の3群
に分類し，全体（男女合計）・男性群・女性群の3
群間で年齢，FEV1%，%FEV1をそれぞれ比較検
討した．

喫煙群，禁煙群，非喫煙群の比較には多重比較
（Steel-Dwass法）を，男女の比較にはマン・ホイッ
トニー検定を，分割表の検定にはχ 2 独立性の検定
をそれぞれ用いて比較検討し，p値が0.01未満を
有意差ありとした．

さらに，喫煙群は喫煙年数と1日平均喫煙本数，
禁煙群は過去の喫煙年数と当時の1日平均喫煙本
数から，それぞれ喫煙指数であるpack years，す
なわち「（1日の喫煙本数 /20本）×喫煙年数」を算
出し，喫煙量による影響を検討した．具体的には
COPDを疑うFEV1% 70%未満の場合を「閉塞性
障害群」と定義し，3群の頻度を比較した．また，
喫煙群で「閉塞性障害群」の境界となる喫煙指数の
カットオフ値をreceiver operator characteristics

（ROC）解析を用いて求めた．
なお，%FEV1の算出には，統計ソフト「R」，多

重比較，マン・ホイットニー検定，χ 2 検定には
Statcel4，ROC解 析 に はSPSS 20.0（ 日 本 ア イ・
ビー・エム，東京）を用いた．

結　果
2016年1月～12月の人間ドック総受診者は

34,383名で，そのうち肺機能検査を実施した
34,278名を抽出した．問診票の現病歴と既往歴

に気管支喘息の記載がある者（1,723名）を除外し
た．さらに，問診票に喫煙歴の記載がない者（9名），
人間ドック受診時に身体計測を行っていない者

（2名）を除外した32,544名（男性18,665名，女性
13,879名）が調査対象となった．

対象者の喫煙歴を表1に示した．喫煙歴によ
る分類の結果，喫煙群は6,536人（男性5,450人：
83.4%，女性1,086人：16.6%），禁煙群は8,755
人（男性6,993人：79.9%，女性1,762人：20.1%），
非喫煙群は17,253人（男性6,222人：36.1%，女性
11,031人：63.9%）であり，男性は女性に比べて喫
煙群，禁煙群の割合が有意に高かった（p＜0.01）．

また，現時点での全体の喫煙率は20.1%（男性
29.2%，女性7.8%）であった．
表2に男女別3群間の年齢，喫煙指数，%FEV1，

FEV1%の比較結果を示した．
年　齢

全対象者の平均年齢は49.8±9.5歳（男性50.2±
9.6歳，女性49.2±9.4歳）であった．また，喫煙
歴別では男性の喫煙群48.9±8.8歳，禁煙群52.8
±9.6歳，非喫煙群48.4±9.5歳，一方，女性の喫
煙群48.4±8.1歳，禁煙群48.0±8.9歳，非喫煙
群49.5±9.6歳で，男性では，禁煙群，喫煙群，
非喫煙群の順に高く，女性では，非喫煙群，喫煙群，
禁煙群の順に高かった．
喫煙指数

喫煙群全体の平均喫煙指数21.2 ± 13.4 pack 
years，男性22.6 ± 13.5 pack years，女性14.4 ±
10.3 pack yearsであった．禁煙群全体の平均喫
煙指数16.1 ± 15.8 pack years，男性18.2 ± 16.4 
pack years，女性7.5 ± 8.5 pack yearsであった．
喫煙群，禁煙群ともに平均喫煙指数は男性の方が
有意に高く，女性の方が有意に低かった．
%FEV1

全 体 の3群 の 平 均%FEV1は， 喫 煙 群95.6±

表1　男女別・喫煙歴の割合
合計（n＝32544） 喫煙群（n＝6536） 禁煙群（n＝8755） 非喫煙群（n＝17253）

人数（割合）
男性 18665（100%） 5450（29.2%）＊ 6993（37.5%）＊ 6222（33.3%）
女性 13879（100%） 1086（ 7.8%） 1762（12.7%） 11031（79.5%）
男女合計 32544（100%） 6536（20.1%） 8755（26.9%） 17253（53.0%）

＊p＜0.01（女性に対して）
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13.0%， 禁 煙 群98.8±12.7%， 非 喫 煙 群99.3±
12.4%であった．非喫煙群と禁煙群，非喫煙群と
喫煙群，禁煙群と喫煙群のすべてに有意差を認めた．

男 性 の3群 の 平 均%FEV1は， 喫 煙 群95.5±
13.1%，禁 煙 群98.6±12.7%，非 喫 煙 群99.9±
12.2%であり，3群間でそれぞれ有意な差を認めた．

女 性 の3群 の 平 均%FEV1は， 喫 煙 群96.3±
12.4%，禁煙群99.6±12.4%，非喫煙群99.0±
12.5%であり，非喫煙群と喫煙群，禁煙群と喫煙
群の間に有意差を認めたが，非喫煙群と禁煙群の
間には有意差が認められなかった．
FEV1 %

全 体 の3群 の 平 均FEV1%は， 喫 煙 群81.3±
6.2%，禁煙群82.1±5.6%，非喫煙群84.0±5.2%

であった．非喫煙群と禁煙群，非喫煙群と喫煙群，
禁煙群と喫煙群のすべてに有意差を認めた．

男性の3群の平均FEV1%は，喫煙群81.1±6.4%，
禁煙群81.6±5.6%，非喫煙群83.3±5.2%，女性
は，喫煙群82.8±5.4%，禁煙群83.9±5.3%，非
喫煙群84.3±5.2%であり，いずれも非喫煙群と
禁煙群，非喫煙群と喫煙群，禁煙群と喫煙群のす
べてに有意差を認めた．
閉塞性障害群の頻度

閉塞性障害の頻度を表3に示した．全体で1.78%
であり，喫煙群3.78%，禁煙群2.26%，非喫煙群
0.78%，男性では，それぞれ4.22%，2.66%，1.11%，
女性では，1.57%，0.68%，0.59%であり，喫煙群，
禁煙群，非喫煙群の順にそれぞれ頻度が高かった．

表2　男女別・喫煙歴の違いよる年齢，喫煙指数（pack years），%FEV1，FEV1 %の比較
合計（n=32544） 喫煙群（n=6536） 禁煙群（n=8755） 非喫煙群（n=17253）

年齢（歳）
mean ± SD（ranges）

男性 50.2 ± 9.6（22–85） 48.9 ± 8.8（22–80） 52.8 ± 9.6（25–85） 48.4 ± 9.5（24–84）
女性 49.2 ± 9.4（20–84） 48.4 ± 8.1（27–83） 48.0 ± 8.9（27–83） 49.5 ± 9.6（20–84）
男女合計 49.8 ± 9.5（20–85） 48.8 ± 8.7（22–83） 51.8 ± 9.6（25–85） 49.1 ± 9.6（20–84）

pack years
mean ± SD（ranges）

男性 20.1 ± 15.4（0.05–160） 22.6 ± 13.5（0.05–141）** 18.2 ± 16.4（0.05–160）** ―
女性 10.1 ± 9.8（0.05–90） 14.4 ± 10.3（0.05–75） 7.5 ± 8.5（0.05–90） ―
男女合計 18.3 ± 15.0（0.05–160） 21.2 ± 13.4（0.05–141） 16.1 ± 15.8（0.05–160） ―

%FEV1

mean ± SD

男性 103.2 ± 13.7 95.5 ± 13.1 98.6 ± 12.7 99.9 ± 12.2

女性 103.4 ± 13.8 96.3 ± 12.4 99.6 ± 12.4 99.0 ± 12.5

男女合計 103.3 ± 13.7 95.6 ± 13.0 98.8 ± 12.7 99.3 ± 12.4

FEV1 %
mean ± SD

男性 82.0 ± 5.8 81.1 ± 6.4 81.6 ± 5.6 83.3 ± 5.2

女性 84.1 ± 5.2 82.8 ± 5.4 83.9 ± 5.3 84.3 ± 5.2

男女合計 82.9 ± 5.7 81.3 ± 6.2 82.1 ± 5.6 84.0 ± 5.2

*：p＜0.01，**：p＜0.01（女性の喫煙群，禁煙群に対して）

*
* *

*
*

*
* *

*
* *

*
* *

*
* *

表3　男女別・喫煙歴の違いによる閉塞性障害の頻度
合計 喫煙群 禁煙群 非喫煙群

閉塞性障害あり /なし
男性

485/18665 230/5450 186/6993 69/6222
（割合） （2.60%） （4.22%） （2.66%） （1.11%）
閉塞性障害あり /なし

女性
94/13879 17/1086 12/1762 65/11031

（割合） （0.68%） （1.57%） （0.68%） （0.59%）
閉塞性障害あり /なし

男女合計
579/32544 247/6536 198/8755 134/17253

（割合） （1.78%） （3.78%） （2.26%） （0.78%）
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閉塞性障害となる喫煙指数のカットオフ値
全体のarea under curve（AUC）は0.727で，閉

塞性障害となる喫煙指数の至適カットオフ値は
11.33 pack years，感度0.655，特異度0.727であっ
た（図1）．

男性のAUCは0.706で，喫煙指数の至適カット
オフ値は12.13 pack yearsとなった．感度は0.736，
特異度は0.581であった．

同様に女性のAUCは0.563で，喫煙指数の至
適カットオフ値は4.95 pack yearsとなった．感度
は0.277，特異度は0.865であった．

考　察
習慣的な喫煙は，多数の疾患の発生や進展に関

与していることが報告されている．なかでも喫煙
が呼吸機能に影響を及ぼすとする検討は，すでに
多数報告されている 6）． 

今回の検討では，これまでの報告と異なり，
%FEV1の算出に2014年に日本呼吸器学会が提唱
したLMS法による基準値 5）を使用しているため，
より正確な結果を導き出せている．LMS法は，人
間の各種臓器の大きさのように平均値を中心とし
た正規分布を取らない計測値を集計して，正常値
を非線形曲線で得る方法である．この基準値は，
非線形曲線を記述するために数値表を参照する必
要があり，算出が煩雑であるものの，直近の日本
人の体格の変化に適応し，より実態に沿うものと
考えられる．

今回の検討で，喫煙者は女性よりも男性に有意
に多く，また，喫煙者率も20.1%（男性29.2%，
女性7.8%）であった．調査時期が一致する2016
年7月に日本たばこ産業株式会社（JT）が発表した
全国たばこ喫煙者率調査の結果 7）である19.3%

（男性29.7%，女性9.7%）と近似しており，今回
の結果は喫煙に関わる我が国の基準となる結果と
考えている．

また，これまでの喫煙が呼吸機能に及ぼす影響
を示す報告は，女性喫煙者が少ないため，男性だ
けに限定するものや男女差を正確に評価できない
ものが多かった 8,9）．しかし，今回の報告は，女
性の喫煙者1,086人，禁煙者1,762人を対象に含

んでおり，我々の検索した範囲で，これまでには
ない評価に値する対象数と考えている．

喫煙歴別の年齢比較では，男性では禁煙群，喫
煙群が高齢であるのに対して，女性では，喫煙群，
禁煙群が若年であった．このことは，近年問題視
されているように 10），男性，中高年女性の喫煙率
が減少傾向にあるにも関わらず，若年女性におい
ては 喫煙率が減少していない現状を示している
ものと考えられる．

%FEV1は，全体と男性で喫煙，禁煙，非喫煙
の3群で有意な差を認め，喫煙の影響でFEV1が
低下することが再認識された．一方，女性で，禁
煙と非喫煙で差がみられなかったことは，女性禁
煙群の喫煙量が平均7.5 pack yearsと低いことが
影響したと考えられる．

FEV1%は，男女ともに喫煙，禁煙，非喫煙の3
群で有意な差を認め，喫煙の影響でFEV1%が低
下することが再認識された．

閉塞性障害の頻度，すなわちCOPDを疑う頻度
は，全体，男女ともに，喫煙群，禁煙群，非喫煙
群の順にそれぞれ頻度が高く，喫煙がFEV1%を
下げることが示された．しかし，女性においては
その頻度が男性に比べて低かった．さらに，閉塞
性障害となる喫煙量の至適カットオフ値をROC
曲線で求めると，全体で11.33 pack years（感度

図1　全体（男女合計）の喫煙群のROC曲線
全体（男女合計）の喫煙群における「閉塞性障害群」となる喫
煙指数のカットオフ値は11.33 pack yearsであった．
area under curve（AUC）0.727，感度0.655，特異度0.727
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0.655，特異度0.727），男性12.13 pack years（感
度0.736，特異度0.581）であった．一方，女性は，
4.95 pack years（感度0.277，特異度0.865）であっ
た．喫煙量12 pack yearsの男性に対して積極的
にCOPDの検索を行うことは有意義と考えられる
が，女性については疑問の残る結果となった．こ
のことは，女性が男性に比べて喫煙指数が低いこ
とが影響している可能性や，喫煙の呼吸機能に与
える影響が男性と女性で異なる可能性，女性の閉
塞性障害には喫煙量のみでなくエストロゲンなど
のホルモンが影響する可能性 11）が示唆された．今
後さらなる検討が必要と考えられる．しかしなが
ら，全体（男女合計）でみると，喫煙指数11 pack 
years以上を目安に，喫煙者にはCOPDという疾
患を啓蒙すると同時に，積極的な禁煙指導を行っ
ていくことが重要と考えられた．

最後に，今回の検討では全体でFEV1% 70%未
満が1.78%であった．この結果は，日本を代表
するCOPDの疫学研究であるNICE study12）が示
す40歳以上人口の8.5%と大きく異なる結果であ
る．この差は，今回の検討では，40歳未満の受診
者が含まれていることが影響しているとも考えら
れるが，NICE studyが行われた2000年以降，禁
煙の啓蒙活動が行われたことによるものと考えら
れ，今回の検討が現在の我が国におけるCOPDの
頻度を反映しているものとも考えられた．

結　語
今回の検討で，喫煙指数12 pack years以上の

男性喫煙者は，FEV1% 70%未満となる可能性が
高く，積極的なCOPDの検索と禁煙指導を行うこ
とは有意義であると考えられた．一方，女性は，
FEV1% 70%未満となる頻度が男性に比べて低い
結果となった．これは喫煙群，禁煙群ともに男性
に比べて喫煙指数が有意に低くかった影響，もし
くは喫煙の与える影響が男性と女性で異なる可能
性が示唆された．性差については今後さらなる検
討が必要と考えられた．
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E�ect of Smoking on Respiratory Functions Revealed by Health Check-up Data

Naoko Sasaki1), Tatsuji Enomoto1,2), Keiko Uchiyama1), Kaori Kuwahara1), Masaru Moriyama1),
Ryou Nakagawa1), Kazumi Nakagawa1), Takashi Nakagawa1)

1) Medical Corporation Omiya City Clinic
2) Ofuna chuo Hospital

Abstract
Objective: To investigate the e«ect of smoking on respiratory functions from health check-
up data and determine a smoking index cuto« point encouraging people to stop smoking, 
with particular focus on analysis regarding smoking amount and gender di«erences.
Methods: Our subjects were 32,544 persons with analyzable data among 34,383 health 
check-up examinees at Omiya City Clinic from January to December 2016. By smoking 
history, they were divided into 3 groups: current smoker group, former smoker group and 
never smoker group and the mean FEV1/FVC, %FEV1 and smoking quantity index for each 
group were compared between men and women. In addition, we examined the prevalence 
of subjects with obstructive impairment among subjects with FEV1/FVC less than 70% as 
well as an optimal cuto« point for the smoking quantity index for subjects with obstructive 
impairment.  
Results: Significant differences in FEV1/FVC were observed among all 3 groups. For 
%FEV1, while no signi�cant di«erence was found between the former smoker and never 
smoker group in women, significant differences were found for all other comparisons. 
µe smoking quantity index was signi�cantly higher in men than in women for both the 
smoker and former smoker groups. µe optimal smoking quantity index cuto« point for 
subjects with obstructive impairment was 11.33 pack-years overall and 12.13 pack-years 
for men but a high cuto« point with predictive value for women could not be determined. 
µe overall prevalence of obstructive impairment was 1.78%. µe prevalence of obstructive 
impairment was 4.22% for the smoker group, 2.66% for the former smoker group and 1.11% 
for the never smoker group in men and 1.57%, 0.68% and 0.59% in women, respectively, so 
it was lower in women.
Conclusion: For male current smokers with a smoking quantity index of 12 pack-years 
or greater, education regarding COPD and actively instructing them to cease smoking 
were considered to be particularly important. Suggested reasons for the lower prevalence 
of obstructive impairment in women than in men are the lower smoking quantity index 
in women and the possibility that the e«ect of smoking on respiratory function di«ers be-
tween men and women.

Keywords: smoking, respiratory function, COPD, gender di«erence
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アミノインデックスⓇがんリスクスクリーニングの
経年受診の有用性の検討

山門 實 1,2）　山本浩史 3）　山本麻以 3）　新美佑有 2）　谷 瑞希 2）

戸田晶子 2）　菊池信矢 3）　石坂裕子 2）

要　約
目的：がん患者と健常人の血漿中アミノ酸濃度を統計解析し，がん罹患の確率を評価するアミノイン
デックスⓇがんリスクスクリーニング（AICSⓇ）は，7種のがん検査として実用化されている．本報では，
AICS経年変動と経年受診によりランクCに変動した受診者からのがん発見症例について検討した．
方法：三井記念病院におけるAICS 2回受診者216例（男性115例，女性101例），3回受診者139例（男
性81例，女性58例）（平均受診間隔1.0±0.1年）のランク変動と，経年受診によりランクCに変動し
た受診者からのがん発見事例を検討した．
結果：経年受診でランクA→C，B→C，C→Cの変動割合は，AICS（肺）：0.5%，3.7%，2.8%，
AICS（胃）：6.9%，5.1%，4.6%，AICS（大腸）：6.0%，1.9%，0.9%，AICS（前立腺）：4.3%，8.7%，
11.3%，AICS（乳腺）：2.0%，3.0%，4.0%，AICS（子宮･卵巣）：2.3%，1.1%，0%であった．2
回受診者中，AICS（胃）がB→Cに変動した受診者から胃がん2例，AICS（乳腺）がC→Cに変動し
た受診者から乳がん1例，AICS（大腸）がA→Cに変動した受診者からGIST1例が発見された．ま
た3回受診者中，AICS（前立腺）がA→B→Cに変動した受診者から前立腺がん1例，AICS（乳腺）が
A→A→Cに変動した受診者から乳がん1例が発見された．がん発見率は1.7%であった．
結論：AICSが経年的にランクCへ変動する割合は低率であったが，ランクCへの変動から各種のが
んが早期に発見されたことは，AICSの経年的受診の有用性を推察させた．

キーワード がん検診，アミノインデックスⓇがんリスクスクリーニング，AICSⓇ，経年受診

はじめに
我が国の疾患別死因の検討ではがんが最大の

原因であることから 1），人間ドック健診の目的の
一つはがんの早期発見・早期治療としての二次予
防である．これまでの人間ドック健診でのがん検
診は，対策型がん検診に準じて 2），肺がんについ
ては胸部X線検査，胃がんについては上部消化管
X線検査，大腸がんについては便潜血反応検査が
行われている．さらには，腹部超音波検査が基準
検査項目であることから，人間ドック健診は肝が
ん，胆嚢がん，膵がん，腎臓がんのがん検診とも
なっている 3）．また，オプションがん検診として
乳がんについては乳房X線検査，子宮頸がんにつ
いては子宮頸部細胞診検査，前立腺がんについて
はPSA検診が行われており，総合的ながん検診と

なっている．しかしながら，これらのがん検診は，
がんの有無についての網羅的な検診であり，がん
のハイリスク者のスクリーニング，さらには，が
んの予知・予防のレベルには達していない．

血漿中遊離アミノ酸濃度（PFAA）の異常が，が
ん患者で認められること 4），さらに，PFAAを変数
とした多変量解析を用いて健康状態をスコア化す
る「アミノインデックス技術」が確立され 5,6），がん
に罹患している確率を評価する新規のがん検診と
してアミノインデックスⓇがんリスクスクリーニン
グ（AminoIndexⓇ Cancer Screening：AICSⓇ，以下，
AICS）が開発された 7,8）．このAICSは1回の採血
で多種のがんであるリスク，危険性の高い受診者
を抽出し，それらの対象者に対して精密検査を行
う新規的ながん検診と位置づけられる．現在，肺

1）足利工業大学  看護学部 
2）三井記念病院総合健診センター 
3）味の素株式会社
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がん 7-10），胃がん 7,8），大腸がん 7,8），膵臓がん 11），
前立腺がん 7,8,12），乳がん 7,8），子宮がん・卵巣が
ん 13,14）の7種についてのAICSが実用化されてい
る 15-18）．我々はこれまでに第一報としてAICSの
判定区分の分布を，第二報，第三報ではそれぞれ
ランクC判定者，すなわちハイリスクの受診者の
精密検査結果について報告した 19-21）．しかしなが
ら，AICSについては解決すべき課題が残されて
おり，その一つがAICS経年受診の有用性につい
てである．したがって，本報においては，AICS
を経年的に受診した場合のランク変動と，がん発
見事例のランク変動に関して検討した．

方　法
対象は，2012年2月から2015年6月までに三

井記念病院総合健診センターでAICSを経年的に
2回受診した216例（男性115例，女性101例，1
回目受診時平均年齢58±11歳，年齢分布25～81
歳，2回目受診時平均年齢59±11歳，年齢分布26
～81歳，平均受診間隔1.0±0.1年）と，経年的に
3回受診した139例（男性81例，女性58例，1回
目受診時平均年齢60±9歳，年齢分布33～81歳，
2回目受診時平均年齢61±9歳，年齢分布34～82
歳，3回目受診時平均年齢62±9歳，年齢分布35
～83歳，平均受診間隔1.0±0.1年）の合計355例

（男性196例，女性159例）とした．
これらの対象者の血漿を用いてPFAAを測定

し，「アミノインデックス技術」により算出された
AICS値より，ランクA，ランクB，ランクCの分
布について1回目（1年目），2回目（2年目），3回目

（3年目）受診時についての変動を検討した．各種
AICSのランクC判定者に対しては，既報に準じ
て以下の検査を実施した 19-21）．すなわち，AICS

（肺）は胸部X線検査あるいはCT検査，AICS（胃）
は上部消化管X線検査あるいは上部消化管内視鏡
検査（FGS），AICS（大腸）は下部消化管内視鏡検
査（CF），AICS（前立腺）はPSA，超音波検査（US）
あるいはMRI検査（MRI），AICS（乳腺）は乳房X
線 検 査（MG），USあるいはMRI，AICS（子宮・
卵巣）は細胞診検査，USあるいはMRIを実施し
た．なお，上部消化管X線検査は，日本消化器が

ん検診学会認定胃がん検診専門技師により撮影さ
れた画像を同学会が認定する認定医が読影した．
FGS，CFについては，同学会が認定する消化器
がん検診認定医または指導医により実施された．
MRIについては，日本医学放射線学会認定の放射
線診断専門医により読影された．USについては，
日本超音波医学会認定超音波検査技師による画像
を超音波専門医が読影した．MGについては，本
施設が日本乳がん検診精度管理中央機構によるマ
ンモグラフィ施設画像評価認定施設であるととも
に，検診マンモグラフィ撮影認定医療放射線技師
により撮影された画像をマンモグラフィ読影認定
医が読影した．そして細胞診検査については，日
本臨床細胞診学会認定細胞診検査士ならびに細胞
診専門医により判定された．

統計学的検討については，2回受診者における
ランク分布の変動はFisherの正確確立検定を，3
回受診者におけるランク分布の変動はχ 2 検定を使
用した．統計解析ソフトとしては，R version 3.3.2 

（2016-10-31）を用いた．
なお，健診データの利用については，その利

用目的を施設内に掲示することによる黙示の承諾
を，そして症例の提示については受診者からの承
諾を得るとともに，本研究の倫理性については三
井記念病院倫理委員会の承認を得た．

結　果
AICSを2回，経年的に受診した受診者216例に

おける各種AICSについて，1年目，2年目のラン
ク分布を図1に示した．各種AICSのランクCの
割合は，1年目ではAICS（肺）が6.0%，AICS（胃）
が9.3%，AICS（ 大 腸）が5.6%，AICS（ 前 立 腺）
が13.9%，AICS（乳腺）が6.9%，AICS（子宮・卵
巣）が3.4%であったが，2年目の各種AICSのラ
ンクCの割合はそれぞれ6.9%，16.7%，8.8%，
24.3%，8.9%，3.4%となった．1年目と2年目の
ランクC割合に関しては，AICS（胃）において，1
年目より2年目の方が有意に高いランクC割合を
示したが，他のAICSに関しては，1年目，2年目
のランクC割合には有意な差はみられなかった．
表1に，AICSの2回経年受診者についての各種
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AICSの1年目と2年目のランク変動を示した．経
年受診でAICS（肺）がランクA→C，B→C，C→C
に変動した割合は，それぞれ0.5%，3.7%，2.8%
であった．またその他のがん種についての変動し
た割合は，AICS（胃）：6.9%，5.1%，4.6%，AICS（大
腸）：6.0%，1.9%，0.9%，AICS（前立腺）：4.3%，
8.7%，11.3%，AICS（乳腺）：2.0%，3.0%，4.0%，
AICS（子宮･卵巣）：2.3%，1.1%，0%であった．
図2に2年目の 受 診 時 に 発 見 され た 胃 が ん

の2症例，乳がんの1例，ならびに下行結腸消
化 管 間 質 腫 瘍（gastrointestinal stromal tumor：
GIST）の1例についてのランク変動を示した．胃
がんの1例は63歳の会社経営者の男性で，高
血 圧，脂質異 常 症の治 療中で，2年前に狭 心
症に対しての冠動脈ステント留置術を受けている．
週に2ないし3回の飲酒の機会があり，その際の
機会喫煙がある．なお，ピロリ菌については4年

前に除菌治療を成功していた．本例は，ランクB
からランクCに変動した症例で，前年度のFGSで
は慢性萎縮性胃炎C-3であり，次年度のFGSで早
期胃がんStage1A，IIc，中分化腺癌，pT1（SM1），
N0，M0が発見された（図2a）．他の1例は83歳
の男性で，心房細動，高尿酸血症，骨粗しょう症
の治療中である．非喫煙者で1日1合程度の飲酒
歴がある．本例は，ランクAからランクCへの変
動であるが，前年度のFGSでは慢性萎縮性胃炎
O-1であったが，次年度のFGSでは早期胃がん
Stage1A，IIc，中分化腺癌，pT1（M），N0，M0
であった．なお，本例の病理組織検査所見では，
2回ともにピロリ菌を認めていなかった．乳がん
の発見例は，66歳の主婦で，非喫煙，機会飲酒で，
乳がんの家族歴はない．本例のランク変動では，
前年度もランクCであったが，その時点でのMG
ならびにUSでは異常の指摘はなく，次年度のMG

図1　AICS経年的2回受診者における1，2年目の各種AICSのランク分布
ランクA　　　　　　ランクB　　　　　　ランクC　　

●：2年目受診時に発見されたがん症例　◆：2年目受診時に発見されたGIST症例，Fisher's exact test *p＜0.05

表1　AICS経年的2回受診者における各種AICSのランク変動
ランク変動 AICS（肺） AICS（胃） AICS（大腸） AICS（前立腺） AICS（乳腺） AICS（子宮･卵巣）

1年目 2年目 割合 割合 割合 割合 割合 割合
C C 2.8% （6/216） 4.6% （10/216） 0.9% （2/216） 11.3%（13/115） 4.0% （4/101）● 0% （0/88）
C B 1.9% （4/216） 2.8% （6/216） 0.5% （1/216） 1.7% （2/115） 2.0% （2/101） 2.3% （2/88）
C A 1.4% （3/216） 1.9% （4/216） 4.2% （9/216） 0.9% （1/115） 1.0% （1/101） 1.1% （1/88）
B C 3.7% （8/216） 5.1% （11/216）●● 1.9% （4/216） 8.7%（10/115） 3.0% （3/101） 1.1% （1/88）
B B 5.6% （12/216） 6.9% （15/216） 5.1% （11/216） 7.0% （8/115） 1.0% （1/101） 3.4% （3/88）
B A 8.3% （18/216） 3.7% （8/216） 8.3% （18/216） 10.4%（12/115） 9.9%（10/101） 11.4%（10/88）
A C 0.5% （1/216） 6.9% （15/216） 6.0% （13/216）◆ 4.3% （5/115） 2.0% （2/101） 2.3% （2/88）
A B 16.7% （36/216） 15.3% （33/216） 12.0% （26/216） 12.2%（14/115） 9.9%（10/101） 11.4%（10/88）
A A 59.3%（128/216） 52.8%（114/216） 61.1%（132/216） 43.5%（50/115） 67.3%（68/101） 67.0%（59/88）

●：2年目受診時に発見されたがん症例，◆：2年目受診時に発見されたGIST症例
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で淡く不明瞭な集族性の石灰化カテゴリー4とと
もに，USでは左C領域に14×12×9mm不正形，
境界不明瞭な充実腫瘍が認められた．発見された
乳がんはStage1，硬癌，pT1，N0，M0であった．
GISTについては81歳の女性で，喫煙，飲酒歴は
ない．1年目のAICS（大腸）ランクはAであったが，
2年目にはランクCとなった．なお，便潜血反応

はいずれも陰性であった．
次に，AICSを3回経年的に受診した受診者139

例の各種AICSのランク分布について検討した．
図3に1年目，2年目，3年目のそれぞれにおける
各種AICSのランク分布を示した．各種AICSの
ランクCの割合は，1年目ではAICS（肺）が9.4%，
AICS（胃）が10.8%，AICS（大腸）が4.3%，AICS

図2a　AICS経年受診による胃がん発見2例におけるランク変動

図2b　AICS経年受診による乳がん発見例におけるランク変動 図2c　AICS経年受診によるGIST発見例におけるランク変動

図3　AICS経年的3回受診者における1，2，3年目の各種AICSのランク分布
ランクA　　　　　　ランクB　　　　　　ランクC，●：3年目受診時に発見されたがん症例
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（前立腺）が7.4%，AICS（乳腺）が6.9%，AICS（子
宮・卵巣）が5.6%であった．2年目の各種AICSの
ランクCの割合はそれぞれ10.8%，12.2%，7.9%，
18.5%，8.6%，5.6%，3年 目 の 各 種AICSの ラ
ンクCの 割 合 は そ れ ぞ れ5.0%，9.4%，7.2%，
12.3%，8.6%，1.9%であった．1年目，2年目，
3年目の各年間のランクCの割合に関しては，いず
れのAICSにおいても有意な差はみられなかった．

AICSの3回 経 年 受 診 者 に つ い て，表2aに
は，AICS（肺），AICS（胃）の1年目，2年目，3年
目のランク変動を示した．経年受診でAICS（肺）
が，ランクA→A→C，A→B→C，A→C→C，
B→A→C，B→B→C，B→C→C，C→A→C，
C→B→C，C→C→Cと 変 動 し た 割 合 は， そ
れ ぞ れ0%，0.7%，0%，0.7%，0.7%，0.7%，
0%，0.7%，1.4%で あった．また 経 年 受 診 で
AICS（胃）では，ランクA→A→C，A→B→C，
A→C→C，B→A→C，B→B→C，B→C→C，
C→A→C，C→B→C，C→C→Cと変動した割
合は，それぞれ2.2%，0.7%，0.7%，0.7%，0.7%，

表2a AICS経年的3回受診者におけるAICS（肺），
 AICS（胃）のランク変動

ランク変動 AICS（肺） AICS（胃）
1年目 2年目 3年目 割合 割合

C C C 1.4% （2/139） 2.2% （3/139）
C C B 3.6% （5/139） 2.2% （3/139）
C C A 0% （0/139） 1.4% （2/139）
C B C 0.7% （1/139） 0.7% （1/139）
C B B 0.7% （1/139） 0.7% （1/139）
C B A 1.4% （2/139） 2.2% （3/139）
C A C 0% （0/139） 0% （0/139）
C A B 0% （0/139） 0% （0/139）
C A A 1.4% （2/139） 1.4% （2/139）
B C C 0.7% （1/139） 1.4% （2/139）
B C B 1.4% （2/139） 0.7% （1/139）
B C A 0.7% （1/139） 0.7% （1/139）
B B C 0.7% （1/139） 0.7% （1/139）
B B B 3.6% （5/139） 5.8% （8/139）
B B A 0.7% （1/139） 3.6% （5/139）
B A C 0.7% （1/139） 0.7% （1/139）
B A B 2.2% （3/139） 0.7% （1/139）
B A A 3.6% （5/139） 5.8% （8/139）
A C C 0% （0/139） 0.7% （1/139）
A C B 2.2% （3/139） 1.4% （2/139）
A C A 0.7% （1/139） 1.4% （2/139）
A B C 0.7% （1/139） 0.7% （1/139）
A B B 1.4% （2/139） 4.3% （6/139）
A B A 7.9% （11/139） 7.9% （11/139）
A A C 0% （0/139） 2.2% （3/139）
A A B 12.2% （17/139） 10.1% （14/139）
A A A 51.1% （71/139） 40.3% （56/139）

表2c AICS経年的3回受診者におけるAICS（乳腺），
 AICS（子宮・卵巣）のランク変動

ランク変動 AICS（乳腺） AICS（子宮･卵巣）
1年目 2年目 3年目 割合 割合

C C C 3.4% （2/58） 1.9% （1/54）
C C B 1.7% （1/58） 1.9% （1/54）
C C A 0% （0/58） 0% （0/54）
C B C 1.7% （1/58） 0% （0/54）
C B B 0% （0/58） 0% （0/54）
C B A 0% （0/58） 1.9% （1/54）
C A C 0% （0/58） 0% （0/54）
C A B 0% （0/58） 0% （0/54）
C A A 0% （0/58） 0% （0/54）
B C C 0% （0/58） 0% （0/54）
B C B 0% （0/58） 0% （0/54）
B C A 1.7% （1/58） 0% （0/54）
B B C 1.7% （1/58） 0% （0/54）
B B B 0% （0/58） 3.7% （2/54）
B B A 1.7% （1/58） 5.6% （3/54）
B A C 0% （0/58） 0% （0/54）
B A B 3.4% （2/58） 0% （0/54）
B A A 5.2% （3/58） 7.4% （4/54）
A C C 0% （0/58） 0% （0/54）
A C B 0% （0/58） 0% （0/54）
A C A 1.7% （1/58） 1.9% （1/54）
A B C 0% （0/58） 0% （0/54）
A B B 1.7% （1/58） 1.9% （1/54）
A B A 1.7% （1/58） 3.7% （2/54）
A A C 1.7% （1/58）● 0% （0/54）
A A B 5.2% （3/58） 5.6% （3/54）
A A A 67.2% （39/58） 64.8% （35/54）

●：3年目受診時に発見された乳がん症例

表2b AICS経年的3回受診者におけるAICS（大腸），
 AICS（前立腺）のランク変動

ランク変動 AICS（大腸） AICS（前立腺）
1年目 2年目 3年目 割合 割合

C C C 0.7% （1/139） 6.2% （5/81）
C C B 1.4% （2/139） 0% （0/81）
C C A 0% （0/139） 0% （0/81）
C B C 0% （0/139） 0% （0/81）
C B B 0% （0/139） 1.2% （1/81）
C B A 0% （0/139） 0% （0/81）
C A C 0% （0/139） 0% （0/81）
C A B 1.4% （2/139） 0% （0/81）
C A A 0.7% （1/139） 0% （0/81）
B C C 0% （0/139） 1.2% （1/81）
B C B 1.4% （2/139） 3.7% （3/81）
B C A 0.7% （1/139） 1.2% （1/81）
B B C 0.7% （1/139） 1.2% （1/81）
B B B 0.7% （1/139） 6.2% （5/81）
B B A 2.2% （3/139） 3.7% （3/81）
B A C 2.2% （3/139） 0% （0/81）
B A B 2.2% （3/139） 2.5% （2/81）
B A A 5.0% （7/139） 2.5% （2/81）
A C C 0.7% （1/139） 0% （0/81）
A C B 2.2% （3/139） 3.7% （3/81）
A C A 0.7% （1/139） 2.5% （2/81）
A B C 0% （0/139） 1.2% （1/81）●
A B B 1.4% （2/139） 6.2% （5/81）
A B A 10.1% （14/139） 4.9% （4/81）
A A C 2.9% （4/139） 2.5% （2/81）
A A B 7.9% （11/139） 8.6% （7/81）
A A A 54.7% （76/139） 40.7% （33/81）

●：3年目受診時に発見された前立腺がん症例
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1.4%，0%，0.7%，2.2%であった．表2bおよ
び表2cに示すように，経年受診での，各種AICS
が ラ ン クA→A→C，A→B→C，A→C→C，
B→A→C，B→B→C，B→C→C，C→A→C，
C→B→C，C→C→Cと変動した割合は，AICS

（大腸）：2.9%，0%，0.7%，2.2%，0.7%，0%，
0%，0%，0.7%，AICS（前立腺）：2.5%，1.2%，
0%，0%，1.2%，1.2%，0%，0%，6.2%，AICS（乳
腺）：1.7%，0%，0%，0%，1.7%，0%，0%，1.7%，
3.4%，AICS（子宮･卵巣）：0%，0%，0%，0%，
0%，0%，0%，0%，1.9%であった．
図4に は，AICSの3回 の 経 年 受 診 に お い て

AICS（前立腺）がランクA→B→Cに変動した77
歳，男性，会社経営者で，非喫煙，1日1～2合の
飲酒歴があり，糖尿病，高血圧，脂質異常症の
治療中である受診者から，3年目の精密検査によ
り発見された前立腺がんの1例（Stage IIA，高分
化腺癌，pT1b，N0，M0，1年目AICS（前立腺）
4.2→2年目6.7→3年目8.4）と，AICS（乳腺）が
ランクA→A→Cに変動した50歳，主婦で，非

喫煙，機会飲酒，乳がんの家族歴のない受診者か
ら，3年目の精密検査により発見された乳がんの1
例（Stage 0，乳頭管腺癌，pT1b，N0，M0，1年
目AICS（乳腺）2.7，2年目2.7，3年目8.0）のラン
ク変動を示した．なお，前立腺がんの症例のPSA
値は1年目4.10→2年目3.02→3年目2.41であっ
た．また，乳がんの症例では，1年目，2年目の
MGが両側性の良性石灰化であったが，3年目に
は1.2cm大の集蔟性石灰化カテゴリー4であった．
表3には，本研究での各種がんのC判定者数と

精密検査受診率ならびに陽性的中率を示した．な
お，本研究の解析対象者である2回受診者216例，
3回受診者139例においては，ランクAまたはラ
ンクBからのがんの発生は，人間ドックがん検診
以外を含めて1例も発見されていなかった．

考　察
現在の我が国のがん検診は，対策型検診として

は肺がん，胃がん，大腸がん，乳がん，子宮頸が
んに対して，それぞれ受診者の死亡率減少効果の

表3　各種AICSの陽性的中率

AICS
受診者数 ランクC 精密検査

受診者数
精密検査
受診率

がん
発見数

陽性的中率
（がん発見数 /
精密検査受診者数）

陽性的中率
（開発時）

AICS（肺） 355 22 12 54.5% 0 0% 0.78%
AICS（胃） 355 49 28 57.1% 2 7.14% 1.04%
AICS（大腸） 355 29 23 79.3% 1 4.35% 1.00%
AICS（前立腺） 196 38 35 92.1% 1 2.86% 0.80%
AICS（乳腺） 159 14 10 71.4% 2 20.0% 0.49%
AICS（子宮・卵巣） 142 4 2* 50.0% 0 0% 1.00%

0† 0%
1‡ 25.0%

* 子宮頸部細胞診，† 子宮体部細胞診，‡経腟超音波，MRI

図4a AICS経年受診による前立腺がん発見例における
 ランク変動

図4b AICS経年受診による乳がん発見例におけるランク変動
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エビデンスがある方法で，健康増進法に基づき市
区町村で実施されているが 2），その問題点として
は低い受診率がある 22）．一方，任意型がん検診と
しての人間ドック健診では，上記のがん検診に加
えてUSが肝がん，胆嚢がん，膵がん，腎がん検
診として行われており，対象臓器それぞれのがん
が発見されている 3）．しかしながら，人間ドック健
診の受診は年間約300万人であることから 23），が
ん検診の受診者を増加させるためには，より簡便
ながんスクリーニングが必要となる．AICSはこの
目的のために確立されたがんリスクスクリーニン
グであり，5mLの採血でがんの種類や組織型に左
右されず，複数のがんを同時に検査でき，早期が
んにも対応した新規性のあるがん検診である 14-18）．
ことに，従来のがん検診と異なる点は，がんのリ
スクのある者を抽出し必要な精密検査をする，い
わゆるハイリスクスクリーニングがん検診と位置
づけられる点である．

本研究では，AICSの経年受診の有用性を検証す
ることを目的に，人間ドックにおいてAICSを2回
経年的に受診し，2年目にランクCと判定された受
診者110例について検討した．その結果，胃がん2
例と乳がん1例，ならびに1例の下行結腸GISTが発
見された．ことに，胃がんの2例は1年目のAICS
がランクBからランクCに変動した11例から，下
行結腸GISTはランクAからランクCに変動した
13例から，乳がんはランクCからランクCに変動
した4例からの発見であり，経年的にランク変動を
観察することが，がんの早期発見につながる可能
性が示唆された．また2回経年受診者でのがん発
見率が1.9%と，AICS初回受診者でのがん発見率
0.33%より高頻度となっていることも18），AICSの
経年受診の有用性を示唆すものと考えられる．同
様にAICSを3回経年的に受診し，3年目にランク
Cと判定された受診者46例についても検討した．
その結果，前立腺がん1例と乳がん1例が発見さ
れた．前立腺がんの1例は1年目ランクA，2年目
にランクB，3年目にランクCと経年的にランク
が上昇していた．なお，今回の検討ではランクC
を経年的に示す受診者からのがん発見はなかった
が，表3に示すように，前立腺がんの陽性的中率

は開発時のそれより低くないことから，今後とも
注意深く経過観察する必要がある．さらに，本例
のPSAの経年的低下については，本例の前立腺が
んはグリソン・スコア6の高分化線癌であり，そ
の低下の説明は困難である．乳がんの1例は1年
目ランクA，2年目ランクAから3年目ランクCに
変動しての発見であり，これらの結果もまた，経
年的にランク変動を観察することが有用である可
能性を示唆した．また，3回経年受診者でのがん
発見率も1.4%，2回および3回受診者を合わせた
経年受診者でのがん発見率は1.7%と，いずれも
AICS初回受診者でのがん発見率0.33%より高頻
度となっており 18），やはり，AICSの経年受診は
がんの早期発見の契機となる可能性を示唆するも
のと考えられた．ことに，ランクAからランクB
への変動を示した受診者については，その時点で
の介入，ことに，根拠に基づいたがんを予防する
生活習慣を指導することにより 24），ランクCへの
変動を阻止すること，すなわち，がんの発症を予
防できる可能性を示唆するものと考えられる．こ
の点については，今後とも症例の蓄積により検証
していく必要がある．

本研究では，対象者の多くが人間ドック健診
を同時に受診していたが，人間ドック健診からは
がん症例は発見されなかった．また，AICS（肺），
AICS（子宮・卵巣）のそれぞれのランクCの受診
者からもがん症例は発見されなかった．この点
については，人間ドック健診でのがん発見率が
0.26%であり 23），また，開発時のAICSの陽性的
中率がそれぞれAICS（肺）0.78%，AICS（子宮・
卵巣）1.00%であることから 21），今後の症例数の
増加に伴いそれぞれのがん症例は発見されるもの
と推測される．なお，本研究でも子宮・卵巣がん
についての精密検査受診率が低率であったが，こ
の点はこれまでの対策型検診においても，また，
第一報においても同様であり 19），今後のがん検診
では子宮・卵巣がんの精密検査の受診勧奨が重要
課題と考えられる．

なお，AICSは，がんに罹患している確率を評
価するスクリーニング検査であること，すなわち，
各がん疾患に対して特異度が80%となるAICS値
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を5.0，特異度が95%となるAICS値を8.0となる
ように設定し 7），AICS値が0.0～4.9をランクA，
5.0～7.9をランクB，8.0～10.0をランクCと設
定されていることから，健常人の80%がランクA，
15%がランクB，5%がランクCと判定され，ま
た，がんの有病率は，国立がん研究センターの地
域がん登録全国推計によるがん罹患データに基づ
くと約0.1%とされていることから 7,24），例えば胃
がんの場合，ランクAでは0.03%，ランクBでは
0.16%，ランクCでは1.02%のがん患者が含まれ
る確率となる．したがって，ランクAであっても
がんである可能性を完全には否定できないが，こ
のいわゆる偽陰性についての要因解明は今後の検
討課題と考えられる．現時点では，ランクA，B
の受診者に対しては，精密検査は実施しないが，
対策型がん検診の受診を勧奨するとともに，「が
んになるリスクを低くする5つの生活習慣」25）の指
導をしている．この国立がん研究センターの5つ
の生活習慣，すなわち，禁煙する，節酒する，食
生活を見直す，身体を動かす，適正体重を維持す
ることにより，男性では43%，女性では37%が
んのリスクが減少するとされている 26）．

AICSの検査精度の検証には，ランクA，Bの受
診者の追跡調査を含めたさらなる検討結果の蓄積
が必要であるが，本研究を継続することにより，
その意義を検討して行きたい．

結　語
本研究の結果，経年的なランクCへの変動は

少なかったが，この経年的なAICS受診者のラン
クC判定者から，ことに前年度ランクCでなかっ
た受診者から様々ながんが発見されたことは，
AICSランクの経年的な変動から各種のがんが発
見される可能性を示唆するものであり，AICSが，
がんの予知・予防につながる先制医療の架け橋と
なる有用な検査である可能性を推察させた．

今後は，ランクC判定者の精密検査結果，経年
的な変化とがん発症との関連性の結果を集積して
いくことで，AICSの有用性を検証するとともに，
ランクC判定者の将来的ながん罹患との関連性な
どに関しても検討していくことで，AICS検査の

臨床的意義を検証していく予定である．
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A Study on the Usefulness of AminoIndexTM Cancer Screening for Annual Cancer Screening  

Minoru Yamakado1,2), Hiroshi Yamamoto3), Mai Yamamoto3), Yu Niimi1), Mizuki Tani1),
Akiko Toda1), Shinya Kikuchi3), Yuko Ishizaka1)

1) Department of Nursing, Ashikaga Institute of Technology
2) Center for Multiphasic Health Testing and Services, Mitsui Memorial Hospital
3) Research Institute for Bioscience Products & Fine Chemicals, Ajinomoto Co., Inc.

Abstract
Objective: Based on multivariate analysis of plasma amino acid concentrations between 
cancer patients and healthy subjects, AminoIndexTM Cancer Screening (AICSTM) is used 
to evaluate the probabilities of people having seven types of cancer. In this study, we report 
annual changes in AICS ranks and cases of cancer detected in subjects determined to have 
changed to rank C in the annual screening by AICS.
Methods: Annual AICS rank changes were investigated in 216 subjects (115 Men, 101 
Women) examined twice and in 139 subjects (81 Men, 58 Women) examined three times 
(average examination interval: 1.0 ± 0.1 year). Numbers of cases of cancer detection among 
subjects determined to have changed to rank C in annual screening were investigated.
Results: µe rank change rate results for A → C, B → C and C → C in the annual AICS 
screening were as follows. AICS (lung): 0.5%, 3.7%, 2.8%, AICS (gastric): 6.9%, 5.1%, 4.6%, 
AICS (colorectal): 6.0%, 1.9%, 0.9%, AICS (prostate): 4.3%, 8.7%, 11.3%, AICS (breast): 
2.0%, 3.0%, 4.0%, AICS (uterine/ovarian): 2.3%, 1.1%, 0%, respectively. Among  subjects 
examined twice, in an AICS (gastric) group with an annual change of B → C, 2 cases of gas-
tric cancer were found. In an AICS (breast) group with a change result of C → C, 1 case of 
breast cancer was found. In an AICS (colorectal) group with a change of A → C, 1 case of 
GIST was found. Among subjects examined three times, in an AICS (prostate) group with 
annual changes of A → B → C, 1 case of prostate cancer was found. In an AICS (breast) 
group with annual changes of A → A → C, 1 case of breast cancer was found. µe cancer 
detection rate by AICS was 1.7%.
Conclusion: Although the rate of change to rank C in the annual AICS screening was low, 
various cancers were discovered in subjects changing to rank C. µese results suggest that 
annual AICS screening may lead to early detection of cancer.

Keywords: cancer screening, AminoIndexTM Cancer Screening, AICSTM, annual screening
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人間ドック32：758-762，2018症例報告

健康診断にて偶然発見しえた劇症1型糖尿病の1例
末丸大悟 1,2）　石塚高広 1,2）　橋田 哲 1,2）

中村保子 2）　上原 豊 1,2）

要　約
　生来健康な54歳女性．先行する感冒様症状はなく，入院10日前より口渇，多飲，多尿，体重減少
を自覚し，7日前，他院にて健康診断を受けた．随時血糖532mg/dL，HbA1c 6.6%のため，3日前
に他院内科を受診した．空腹時血糖321mg/dL，HbA1c 7.4%，尿中ケトン体（3＋）であり，ビルダ
グリプチン100mgの投与が開始された．入院当日，他院糖尿病専門外来を受診し，随時血糖394mg/
dL，pH 7.314，HCO3

–17.4mmol/L，劇症1型糖尿病に伴う糖尿病ケトアシドーシス（DKA）の疑い
で同日，当院当科紹介受診となった．来院時，随時血糖329mg/dL，HbA1c 7.9 %，血中3-ヒドロ
キシ酪酸5,378µmol/L，静脈血のpH 7.335，HCO3

– 17.4mmol/LとDKAになりつつある状態と考え，
インスリン持続静注療法を開始した．抗GAD抗体・IA-2抗体・インスリン自己抗体は陰性，尿中C
ペプチド1.6µg/day，グルカゴン負荷試験では，負荷前血清Cペプチド0.1ng/mL，負荷後血清Cペ
プチド0.2ng/mLであり，劇症1型糖尿病と診断した．本症例より，問診で急激な高血糖症状，高血
糖下でHbA1cが低い検査結果に遭遇した際には，必ず劇症1型糖尿病を想起し，早急に専門科へ引
き継げるよう意識付けが重要であると警鐘を鳴らしたい．

キーワード 劇症1型糖尿病，ケトアシドーシス，HbA1c，健康診断

はじめに
劇症1型糖尿病は，今川ら 1,2）により2000年に

提唱された特発性1型糖尿病の一亜型であり，急
激に膵β細胞が破壊されることで内因性のインス
リン分泌が枯渇し，しばしば糖尿病ケトアシドー
シス（Diabetic ketoacidosis：DKA）を伴う．感冒
様症状，消化器症状などの前駆症状を伴うことが
多く，前駆症状や口渇，多飲，多尿といった高血
糖症状を認めれば，初期の段階で外来を受診する
ケースがある．劇症1型糖尿病は，診断が遅れれ
ば心停止に至ることもあるため 3-5），決して見逃
してはならない病態の一つである．

今回，我々は，健康診断を受診された時点で劇
症1型糖尿病を想起しえた症例を，7日後にDKA
に至る前段階で治療介入することとなった．健康
診断においても，外来と同様に重篤な病態を伴う
劇症1型糖尿病が潜在する可能性もあり，示唆に
富む教訓的な症例と考え，ここに報告する．

症　例
症例：54歳，女性
主訴：口渇・多飲・多尿・体重減少
既往歴：特記すべき事項なし．
家族歴：両親が2型糖尿病．
嗜好歴：喫煙：なし，飲酒：機会飲酒．
アレルギー歴：特記すべき事項なし．
内服薬：特記すべき事項なし．
現病歴：先行する感冒様症状はなく，当院当科入
院10日前より口渇，多飲，多尿，3kgの体重減
少を自覚し，7日前，他院にて健康診断を受けた．
血液検査の結果は，随時血糖532mg/dL，HbA1c 
6.6%のため，受診を勧められ3日前に他院内科を
受診した．空腹時血糖321mg/dL，HbA1c 7.4%，
尿中ケトン体（3＋）であり，ビルダグリプチン
100mgが開始された．3日後の入院当日，他院糖
尿病専門外来へ紹介され，随時血糖394mg/dL，
pH 7.314，HCO3

– 17.4mmol/L，劇 症1型 糖 尿
病に伴うDKAの疑いで同日，当院当科紹介受診

1）前橋赤十字病院  糖尿病・内分泌内科 
2）前橋赤十字病院  健診部

連絡先：〒 371-0014 群馬県前橋市朝日町 3-21-36 
Tel：027-224-4585　E-mail：dsuemaru-tky@umin.ac.jp
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となった．来院時，随時血糖329mg/dL，HbA1c 
7.9%，血中3-ヒドロキシ酪酸5,378µmol/L，静
脈 血 のpH 7.335，HCO3

– 17.4mmol/LとDKA
になりつつある状態と考え，インスリン持続静注
療法を開始した．
入院時現症：身長159.8cm，体重50.2kg，BMI 
19.6kg/m2， 意 識 状 態 は 清 明， 血 圧120/74 
mmHg，脈拍96回 /分・整，呼吸回数14回 /分，
結膜貧血・黄疸なし，頸部血管雑音なし，甲状腺
腫大なし，頸部リンパ節触知せず，心音・呼吸音
異常なし，腹部に異常所見なし，両下腿浮腫なし，
口腔内乾燥なし，足背動脈触知可・左右差なし，
爪白癬様所見なし．また，眼底に糖尿病網膜症は
認めなかった．

検査所見（表1）：健康診断を受診した際，血糖は
532mg/dLと上昇あるものの，HbA1cは6.6%と
低く，その後，受診4日後にHbA1c 7.4%，7日
後にはHbA1c 7.9%と短期間のうちに上昇した．
来院時の静脈血液ガス分析では，Anion Gap上昇
を伴った軽度の代謝性アシドーシスならびに呼吸
性アルカローシスの混在を認め，血中3-ヒドロキ
シ酪酸の上昇も伴い，糖尿病ケトーシスからDKA
への移行段階と考え，劇症1型糖尿病を想起した．
尿中Cペプチド1.6µg/day，グルカゴン負荷試験
では，負荷前血清Cペプチド0.1ng/mL，負荷後
血清Cペプチド0.2ng/mLとインスリン依存状態
であり，自己抗体の検査では，抗グルタミン酸脱
炭 酸 酵 素（Glutamic Acid Decarboxylase：GAD）

表1　検査所見
【静脈血液ガス分析】 【尿検査】

pH 7.335 蛋白 （–）
pCO2 33.3 mmHg 糖 （3+）
HCO3

– 17.4 mmol/L 潜血 （–）
Base Excess –7.4 mmol/L ケトン体 （2+）
Anion Gap 20.4 mEq/L

【甲状腺関連検査】
【血算】 FT3 1.8 pg/mL

WBC 5200 /µL FT4 1.20 ng/dL
Hb 13.1 g/dL TSH 1.487 µIU/mL
Plt 24.6 ×104 /µL 抗Tg抗体 19.0 IU/mL

抗TPO抗体 5.0未満 IU/mL
【生化学】 TSHレセプター抗体 1.0 未満 %

TP 7.0 g/dL
Alb 4.4 g/dL 【糖尿病関連検査】
BUN 6.0 mg/dL 随時血糖 329 mg/dL
Cre 0.46 mg/dL HbA1c 7.9 %
AST 27 IU/L グリコアルブミン 29.2 %
ALT 29 IU/L インスリン 1.4 µU/mL
γ GTP 47 IU/L Cペプチド 0.4 ng/mL
Na 137 mEq/L 3-ヒドロキシ酪酸 5378 µmol/L
K 3.7 mEq/L 抗GAD抗体 5.0 未満 U/mL
Cl 100 mEq/L 抗 IA-2抗体 0.4 未満 U/mL
TG 86 mg/dL 抗インスリン自己抗体
HDL-C 66 mg/dL 　　結合率 0.4 未満 %
LDL-C 153 mg/dL 　　濃度 125 未満 nU/mL
血漿浸透圧 286 mOsm/kg・H2 O 随時尿中アルブミン（1回目） 9.8 mg/gCr
膵型アミラーゼ 24 IU/L 随時尿中アルブミン（2回目） 5.2 mg/gCr

グルカゴン負荷試験
　負荷前　血糖 129 mg/dL
　　血清Cペプチド 0.10 ng/mL
　6分後　血糖 152 mg/dL
　　血清Cペプチド 0.20 ng/mL
尿中Cペプチド 1.6 µg/day

抗Tg抗体：抗サイログロブリン（thyroglobulin）抗体，抗TPO抗体：抗甲状腺ペルオキシダーゼ（thyroid 
peroxidase）抗体，抗GAD抗体：抗グルタミン酸脱炭酸酵素（Glutamic Acid Decarboxylase：GAD）抗体，抗
IA-2抗体：抗インスリノーマ関連蛋白（insulinoma-associated protein-2：IA-2）抗体
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抗体，抗インスリノーマ関連蛋白（insulinoma-
associated protein-2：IA-2）抗体，抗インスリン自
己抗体はいずれも陰性であり，劇症1型糖尿病と
診断した．劇症1型糖尿病の誘因の一つとしてウ
イルス感染症が挙げられるが，今回は前駆症状を
伴っておらず，ウイルス抗体価の測定は実施して
いない．また，胸部レントゲン検査，腹部超音波
検査，便潜血検査では，悪性腫瘍を疑わせる明ら
かな異常所見は認めなかった． 
臨床経過：来院時にはDKAの前段階に至ってお
り，補液とインスリン持続静注療法を開始した．
当日中には代謝性アシドーシスが改善し，食事摂
取は可能であり，強化インスリン療法へ切り替え
た．夜間低血糖の確認ならびにインスリン/カー
ボ比の算出のため持続血糖モニタリングを実施
し，超速効型インスリンは計19 単位，持効型イン
スリンは計4 単位，インスリン /カーボ比は朝1.0，
昼0.5，夕0.5で第21病日に退院となった．

考　察
日本糖尿病学会の劇症1型糖尿病調査研究委

員会による疫学調査 3）では，劇症1型糖尿病の臨
床プロフィールとして，口渇，多飲といった高
血糖症状が出現してからの罹病期間が4.4±3.1
日（平均±SD）と短期間で，血糖は800±360mg/
dL（平均±SD）と高値，HbA1cは6.4±0.9%（平
均±SD）と低値であったと報告されている．これ
は，発症直前に何らかの原因で膵β細胞が障害
され，インスリン分泌能が劇的に低下し，急激
に血糖が上昇したことを示唆する．本症例にお
いても，短期間のうちにHbA1cが6.6%（健康
診 断 の受 診日），7.4%（ 受 診4日後），7.9%（ 受
診7日後）と上昇傾向を認めた．2012年に策定
された劇症1型糖尿病の診断基準 6）では，劇症
1型糖尿病発症前に耐糖能異常が存在した場合は，
必ずしもこの数字は該当しないと但し書きされた
うえで，初診時のHbA1c 8.7%未満を診断基準
とされている．

健康診断に携わる我々の役割として，一次予防
だけでなく二次予防へ寄与することが挙げられ，
二次予防として健康診断の結果を早期発見，早期

治療に結びつかせることが何より重要である．劇
症1型糖尿病では，早期発見，早期治療の遅れが
生死を分けうるため要注意である．健診施設には
多数の受診者が集まるがゆえに，まれな疾患で
ある劇症1型糖尿病も潜在する可能性がある．劇
症1型糖尿病の見逃しをなくするためには，医療
者側の知識が何より必要である．健康診断の受診
者本人は，口渇，多飲，多尿，体重減少など典型
的な高血糖症状があったとしても，糖尿病と知ら
ず健康診断を受ける可能性が多いにある．健康診
断の検査結果を待たずとも，高血糖症状の出現
が急激であることが問診上確認できれば劇症1型
糖尿病を疑う糸口になる．また，“高血糖の割に
HbA1cが低値である”といった検査結果を前にし
た際には，劇症1型糖尿病を必ず想起できるよう
意識付けが重要であり，数日後といわず早急に専
門科へ紹介する必要がある．

Lundbergが1972年に定義したパニック値 7,8）

の概念では，パニック値とは患者中心の検査室運
営システムであり，病院内で組織化して構築する
必要があると述べられている 9）．また，パニック
値は，外来患者にも対応するシステムであり，検
査室はパニック値と分かり次第，検査を依頼した
医師に直接迅速に報告する責任をもち，その医師
がみつからない場合は患者の処置に責任をもつ別
の医師，または，医師に連絡する責任をもつ看護
師に伝える必要があるとも述べられている 9）．こ
のLundbergのパニック値は，緊急検査報告シス
テムの構築に必要不可欠な概念であり，健康診断
の現場においても該当すると考えられる．健康診
断に携わる医師のみでなく，看護師，臨床検査技
師も専門的な知識を共有し，そのうえで医療者間
の緊密な連携をはかることが望まれる．

また，健診施設外の検査機関に検査を依頼する
施設では，検査室を有する病院とは異なる対応が
必要とされる．健康診断を担当した医師が，前述
のように問診内容を踏まえて劇症1型糖尿病を念
頭に置いた際には，検査結果を待たずに受診者本
人を早急に検査し対応可能な医療機関へ紹介する
システムの構築が有用と考える．その他，劇症1
型糖尿病を疑わせる受診者の検体を優先的に提出
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し，結果を至急で報告してもらうよう健診施設か
ら検査機関に依頼することも対策の一つと考える．

健康診断の担当医師が，問診内容から劇症1型
糖尿病をいかに想起できるかがまず重要である．
前述の対策を健診施設内もしくは施設外で講じる
ことで，健康診断の場でより迅速に重篤な急性期
疾患に対応し，重症化する手前で専門科へ引き継
ぎ，早期の治療介入，救命につなげることができ
るものと考える．

結　語
健康診断において劇症1型糖尿病の診断に至る

ことはまれであるが，受診者が高血糖による諸症
状を伴っていることを問診で把握し，高血糖下で
HbA1cが低い症例に遭遇した際には，必ず劇症1
型糖尿病を想起し早急な対応が必要である．

本論文の要旨は，第58回日本人間ドック学会
学術大会（2017年，大宮）にて報告した．

なお，本論文を投稿するにあたり，本人へのイ
ンフォームド・コンセントは得られている．
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A Case of Fulminant Type 1 Diabetes Mellitus Discovered by Chance in a General Health Check-up

Daigo Suemaru1,2), Takahiro Ishizuka1,2), Tetsu Hashida1,2),
Yasuko Nakamura2), Yutaka Uehara1,2)

1）Department of Diabetes & Endocrinology, Japanese Red Cross Maebashi Hospital
2）Department of Health Check-up & Management, Japanese Red Cross Maebashi Hospital

Abstract
  µe patient was a previously healthy 54-year-old woman. µere were no preceding cold-
like symptoms. Ten days before being admitted to our hospital, she became aware of dry 
mouth, polydipsia, polyuria and weight loss and 7 days before, she had received a general 
health check-up at another hospital. Owing to a casual blood glucose level of 532 mg/dL 
and HbA1c of 6.6 %, she had been examined further at the other hospital 3 days before. 
Fasting blood glucose was 321 mg/dL, HbA1c 7.4 % and urinary ketone bodies 3+, and 
administration of vildagliptin 100 mg was started. On the day of admission to our hospital, 
the patient had earlier been referred to the diabetology outpatient department of the other 
hospital and due to the findings of a casual blood glucose level of 394 mg/dL, pH 7.314 
and HCO3

– of 17.4 mmol/L, fulminant type 1 diabetes with diabetic ketoacidosis (DKA) 
was suspected, and she was referred to our department for consultation. When she came, 
with a casual blood glucose level of 329 mg/dL, HbA1c of 7.9 %, a blood 3-hydroxy butyric 
acid level of 5,378 µmol/L, a venous blood pH of 7.335 and an HCO3

– level of 17.4 mmol/
L, she was considered to be developing DKA,  continuous insulin infusion therapy was 
commenced and she was admitted. As anti-GAD antibodies, IA-2 antibodies and insulin 
autoantibodies were negative, the urinary C peptide level was 1.6 µg/day and in a glucagon 
stimulation test, the prestimulation serum C peptide level was 0.1 ng/mL and post stimula-
tion serum C peptide level was 0.2 ng/mL, fulminant type 1 diabetes was diagnosed. Based 
on the present case, the chance noting of hyperglycemia symptoms in a medical interview 
and a low HbA1c level despite hyperglycemia should de�nitely bring type 1 fulminant dia-
betes to mind and serve as an urgent reminder of the importance of early referral to a spe-
cialist department.

Keywords: fulminant type 1 diabetes mellitus, ketoacidosis, HbA1c, general health check-up
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平成29年度 第3回公益社団法人日本人間ドック学会理事会議事録

日　　時 平成 29 年 12 月 8 日（金）15：05 ～ 18：00
会　　場 主婦会館プラザエフ　地下 2 階　「クラルテ」
出 席 者 日本人間ドック学会 理事長　篠原幸人
  日本人間ドック学会 副理事長　宮下正弘，相澤孝夫，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，鏑木淳一，笹森　斉，佐々木寛，
   　杉森裕樹，中川高志，中村正和，野村幸史，日野原茂雄，土屋　敦，加藤公則，
   　津下一代，武藤繁貴，丹羽利充，桝田　出，田中幸子，福井敏樹，那須　繁，
   　三原修一
  監　　　事：大井利夫，折津政江
 　　オブザーバー等：加藤正弘，五十嵐邦彦，稲垣典子，山口和英他事務局　　　　以上 34 名

篠原幸人理事長が開会挨拶を行い，理事会は定款第 45 条により，理事総数 30 名のうち，出席者数 28
名であり過半数を超えており，適法に成立していることを宣言した．

議事進行を行うにあたり，議長は定款第 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，相澤孝夫，和田高士 5 人の副理事長および，
大井利夫，折津政江 2 人の監事となることが報告された．

（議決承認事項）
〇第 1号議案 平成 30年度健保連人間ドック健診等指定契約および特定健診・特定保健指導集合契約

Aの締結の承認
　篠原幸人理事長より平成 30 年度健保連人間ドック健診等指定契約および特定健診・特定保健指導
集合契約 A の締結の承認について，各保険者と実際に契約する書類一式を提示し，変更点等詳細に説
明がなされ，理事会は別段の異議無く，承認可決した．

〇第 2号議案 平成 30年度人間ドック健診専門医の認定および人間ドック健診指導医・研修施設の承認
　山門 實副理事長より以下の内容について説明がなされ，理事会は別段の異議無く，承認可決した．
・受験合格者は日本人間ドック学会 17 名，日本総合健診医学会 10 名，合計 27 名

更新予定者については日本人間ドック学会より旧制度 7 名，新制度両学会より 160 名いることから，
平成 30 年度人間ドック健診専門医認定・更新予定者は総計 194 名となった．

認定期間：2018 年 4 月 1 日～ 2023 年 3 月 31 日の 5 年間
・指導医は日本人間ドック学会新規認定 7 名，日本総合健診医学会新規認定 0 名，合計 7 名
・研修施設は日本人間ドック学会新規認定 5 施設，日本総合健診医学会新規認定 6 施設，合計 11 施設

認定期間：2018 年 4 月 1 日～ 2023 年 3 月 31 日の 5 年間　　　
〇第 3号議案 社員選任 /役員選定に関わる理事会確認事項および役員選定委員会細則の修正承認

　加藤正弘社員選任 / 役員選定委員長より 11 月 30 日現在，正会員数 6,082 名が確定し，各地域ブロッ
クの社員数を比例配分にて算出した旨，また，12 月 1 日～翌年 1 月 20 日までの間に社員募集を開始
している旨，報告がなされた．さらに理事会確認事項等以下のとおり詳細に説明がなされ，理事会は
別段の異議無く，承認可決した．
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＜理事会確認事項の修正＞
２．理事の選定等について

①選定については，地域性を考慮し本法人社員選任細則第 3 条に規定する地域ブロックにより
選定するものとする．配分定数はその地域ブロックの社員の割合を勘案し，各地域ブロック
1 名以上の配分定数を役員選定委員会にて定める．

＜役員選定委員会細則の主な修正＞
　公益社団法人日本人間ドック学会（以下「本法人」という）の役員選定において，次のよう
に定める．

　第 1 条　2）委員会の委員は正会員または名誉会員 5 名，事務局員 1 名及び外部有識者 1 名の合
　　　　　　　計 7 名で構成し，委員の任命は理事会の承認を得て理事長が委嘱する．
　第 2 条　3）役員配分定数については，委員会が起案し理事会の承認を得る．

　引き続き，社員選任 / 役員選定委員会より提出された，地域ブロック役員配分定数に関する 2 案
につき，理事会で協議した結果，挙手による理事の賛成多数で以下の理事定数に決定した．
＜理事の選定＞

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

理事定数 1～2名 1～14名 1～5名 1～4名 1～3名 1～2名

〇第 4号議案 日本人間ドック学会　学術委託研究費支給規定（案）
　篠原幸人理事長より学術委託研究費支給規定（別紙 1）について，詳細に説明がなされ，理事会は
別段の異議無く，承認可決した．

〇第 5号議案 会員の入退会
　篠原幸人議長の指名にて事務局が会員の入退会について以下のとおり報告し，理事会は別段の異議
無く，承認可決した．
　前回理事会承認以降の 8 月 10 日から 11 月 30 日までの期間で新規入会医師 79 名，退会医師は 30 名，
A 会員（医師会員）合計は 5,708 名となった．
　また，B 会員（医師以外）は新規 4 名，退会は 1 名にて合計 451 名，C 施設会員は新規で 5 施設，
退会は 3 施設にて合計 1,678 会員，S 賛助会員は退会 1 企業で 31 件となった．以上で合計 7,868 会員
となった．

（その他の承認事項等）
　篠原幸人理事長より以下の承認事項について，説明がなされ，理事会は別段の異議無く，承認可決した．

・ 日本歯科人間ドック学会「第 20 回学術大会講師派遣依頼」
・ 日本婦人科がん検診学会「総会・学術講演会への講師派遣依頼」
・ 国立国際医療研究糖尿病研究センター「IoT 活用による糖尿病性腎症重症化予防の開発を目指した

研究への協力依頼」
・ 三越厚生事業団「第 43 回健康セミナーの後援」
・ 糖尿病治療研究会「糖をはかる日」啓発イベントに関する後援
・ 日本抗加齢医学会　第 18 回日本抗加齢医学会総会プログラム「特定健診・人間ドック，アンチエ

イジングドックの現状と課題」の共催
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・ 日本人間ドック健診協会「第 7 回受けてよかった人間ドック体験記コンクール」の後援
・ 日本人間ドック健診協会「関西地区情報交換会」の後援
・ 山梨県厚生農業協同組合連合会「第 4 回なげる，やさしさ．健診・人間ドック体験記コンクール」

の後援
・ 禁煙推進学術ネットワーク「新しい受動喫煙防止法に面積基準による例外や喫煙室の設置を認める

ことに反対する」要望書
・ 禁煙推進学術ネットワーク「ニコチン依存症管理料への遠隔診療導入に関する」要望書

（報告事項等）
①第 58回日本人間ドック学会学術大会の開催結果報告

　中川高志第 58 回学術大会長より役員への大会協力への謝辞が述べられ，開催内容結果および大会
参加者数，収支結果等の報告がなされた．

②第 59回日本人間ドック学会学術大会
　加藤公則第 59 回学術大会長より開催概要について，以下の報告がなされた．
開催時期は平成 30 年 8 月 30 日～ 31 日，会場は朱鷺メッセ・ホテル日航新潟，主要プログラムは確定
しつつあること，一般演題募集は平成 30 年 2 月 1 日～ 4 月 11 日の予定である．

③平成 29年度事業別収支内訳表（4月～ 9月）
　那須繁財務担当理事より今年度予定している本学会事業が，収支共に予算どおり順調に執行されてい
る旨，報告がなされた．

④平成 30年度事業計画（案）
　篠原幸人理事長より，平成 30 年度事業計画を作成するにあたり，各種委員会委員長，役員の先生方
に対して，平成 30 年 2 月中にも計画をまとめ，事務局へ提出するように依頼がなされた．

⑤各種委員会報告等
各担当委員長より開催した委員会報告がなされた．
・ 基本問題検討委員会（第 2 回，第 3 回，第 4 回）
・ 人間ドック健診認定医 / 専門医制度委員会（第 1 回）
・ 人間ドック健診専門医制度委員会試験問題検討・作成小委員会（第 3 回）/ 研修会検討小委員会（第

1 回）/ 認定小委員会合（第 2 回，第 3 回） 
・ 学術委員会 女性の人間ドック健診のあり方に関する小委員会（第 1 回）/ 低線量 CT 肺がん検診推進

小委員会（第 1 回）
・ 人間ドック健診施設機能評価委員会（第 6 回，第 7 回，第 8 回，第 9 回）
・ 編集委員会（第 3 回）
・ 人間ドック健診の有用性に関する大規模研究委員会（第 2 回）
・ 人間ドック健診認定医 / 専門医研修会（第 46 回，第 47 回）
・ 人間ドック健診情報管理指導士ブラッシュアップ研修会（第 45 回，第 46 回，第 47 回）
⑥その他

・日本総合健診医学会よりの「外部精度管理調査」への参加施設募集依頼
　篠原幸人理事長より，表記参加施設募集に対して外部精度管理調査は健診団体連絡協議会の一事業
の可能性も考え，各団体の意見を聞いた上で判断していきたいと報告がなされた．

・第 3 期特定健診・特定保健指導パンフレット改訂
　津下一代理事より，詳細健診，重症化予防に対応した情報提供パンフレットを新たに追加し，多く
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の施設に利用して戴きたいと報告がなされた．
・日本医学健康管理評価協議会

　篠原幸人理事長より，共同宣言に基づき「健診標準フォーマット」（Ver1.0）が完成した旨，報告
がなされた．
　本学会としても健診データの標準化は必要な事であり，この「健診標準フォーマット」が健診施設
にそのまま使える有用なものなのか，その標準に変換する為の施設負担費用をどうするのか，国際的
な疾病分類との関係はどうなのか，今後，本学会内で検証したうえで判断していく．
　篠原幸人理事長は，本日御出席の理事の先生方に対して，この「健診標準フォーマット」に対する
意見を今月中に事務局へ提出することを依頼された．

⑦ホスピタルプラザビル防災訓練の実施結果
　篠原幸人副理事長より，11 月 28 日（火）10：30 ～ 11：30，本学会の防災訓練を実施した旨，報告
がなされた．

以上予定された全ての議決承認事項，報告事項等について審議され，篠原幸人議長は閉会を宣言し，散会
した．

　平成 29 年 12 月 8 日　
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公益社団法人　日本人間ドック学会　学術委託研究費支給規定

（目的）
第1条 この規定は、公益社団法人日本人間ドック学会（以下「本学会」という）会員の予防医療（人間ドッ

ク健診等）及び人間ドック学の発展に資する研究ないしは当面の人間ドック学会として必要な
エビデンスの構築を奨励し、支援することを目的とする。

（委託研究の種別）
第2条 この規定における学術委託研究は、次のとおりとする。
（１）指定研究：本学会が指定する研究項目に該当する内容
（２）一般研究：指定研究に含まれない内容

（委託研究費の申請および委託研究金額）
第3条 委託研究費の申請は別に定めた所定要式に従い、本学会理事長へ申請する。

2.年間の委託研究金額は、当該年度の予算に従う。

（委託研究費支給の期間）
第4条 支給を受けた委託研究費の執行期間は、原則として当該年度のみとする。

2.前項にかかわらず、研究の期間が複数年度にわたる場合や、委託研究費を複数年度にわたって受け
ようとする場合は、単年度毎に同一研究の内容にて委託研究費の申請をすることができる。但し、選
考は毎年行われ、継続して採択されるとは限らない。

（委託研究費支給の決定）
第5条 委託研究費支給者の決定にあたっては、委託研究代表者は個人正会員、施設会員に籍を置く職

員であること。
２委託研究費支給者及び支給金額の決定は、本学会基本問題検討委員会における事前審査の結果を基
に、理事会にて承認する。

（委託研究費の交付）
第6条 前条に基づいて決定された、委託研究費を受ける者（以下、「受給者」という。）への支給交付は、

その金額を受給者の指定する金融機関の口座に振り込むことによって行う。

（承認等の事項）
第7条 受給者は、以下の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ書面にて本学会理事長に申請

し、基本問題検討委員会または理事会の承認を得なければならない。
（１）委託研究費支給の対象となった研究を中止または延期しようとするとき
（２）委託研究費支給の対象となった研究が予定の期間内に終了しないとき
（３）その他、委託研究費の申請に際して、提出した各項の内容に変更があるとき

（受給者の義務）
第8条 受給者は、以下の義務を果たさなければならない。

別紙1
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（１）委託研究費支給の対象となった研究の完了
（２）委託研究費の適正な管理、使途に関する記録（計算書類等）及び領収証等の証拠書類の提出
（３）成果を記載した研究報告書の提出（終了後 2ヶ月以内を原則とする）
（４）法令、本学会諸規定および研究倫理の順守

（出版物等）
第9条 受給者は、委託研究費支給の対象となった研究に関連して作成する成果物および新聞、マスコ

ミ等への発表時には、当該研究が本会の支給を受けた旨を明記するとともに、その写し等を提
出しなければならない。

（成果の公開）
第10条 委託研究費を受けた研究による成果は、学術論文として研究終了後、6か月以内に公表するよ

う努めなければならない。公表にあたっては本学会和文誌「人間ドック」または 英文誌「Ningen 
Dock International」、その他査読のある医学学術誌に投稿することを原則とする。やむを得な
い事由により公表ができない場合は、理由書を本学会理事長へ提出し、基本問題検討委員会ま
たは理事会の承認を得なければならない。

（基本問題検討委員会または理事会への報告）
第11条 本学会理事長は、受給者からの研究報告書の提出を受けた後、研究成果の概要を基本問題検討

委員会または理事会へ報告する。

（委託研究費支給の取り消し）
第12条 本学会理事長は、受給者が第 8条に定める義務を果たせないと認めたとき、基本問題検討委員

会または理事会の決議により、委託研究費支給の決定を取り消すことができる。
2. 第1項による取り消しを受けた者で、既に委託研究費の交付を受けている場合は、取り消し決定通
知の日から起算して30日以内にその金額を返還する事を原則とする。

（委任）
第13条 この規定に定めない事項については、理事会の決議によりこれを決定する。

（規定の改廃）
第14条 この規定の改廃にあたっては、本学会理事会の承認を要する。
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2018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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2018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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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

Non-HDL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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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



人間ドック　Vol.32  No.5  2018年68 ( 774 )

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
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1. 　投稿内容
投稿の内容は人間ドックおよびその領域に関連する原著，症例報告，短報，総説，Letters to the Editor

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

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

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

りではありません．
3. 　投稿様式

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

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

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

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

用語は日本医学会編「日本医学会医学用語辞典英和・和英」（日本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

日本人間ドック学会誌　「人間ドック」投稿規定（オンライン用）
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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

日本人間ドック学会誌　「人間ドック」投稿規定（郵送用）
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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（Con®ict of Interest），（謝辞），文献の順に整っているか
□ 　Ｉ，1，1）などの箇条書きにしていないか
 　　注：原著論文では，本文の内容を箇条書きにしない
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□ 　論文内容，ことに方法に関して，倫理的考慮を要する場合には，
 　方法にその倫理問題についての配慮を記載したか
□ 　略語は，本文の初出の時に正式用語を使い，（ ）に略語を示したか
□ 　HbA1cはNGSP値で表記されているか

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

図・表，写真
□ 　図・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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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. µe 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). µerefore, 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
µis 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 �eld of the manuscript.

µe title, abstract, text, acknowledgments, references, tables, and �gure 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 Microso´ Word or other �le format that may be 
uploaded to the online system. 

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

Example �le names: Manuscript.doc, Fig1.jpg, Table1.xls, etc.
Please indicate the version of Microso´ OÂce used in a cover letter accompanying the uploaded �les.
All measurements should be expressed in SI units. Less common abbreviations should be spelled out at 

�rst usage and the abbreviated form used therea´er.

Title page
Titles should be concise and informative. Include the full names of authors, names and addresses of 
aÂliations, 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 �rst 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 �rst 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 �gure. Legends are part of the text, and should be appended to it on a 
separate page. Color �gures 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 con®ict 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
µe corresponding author will receive PDF proofs, the author should correct only typesetting errors. A´er 
correcting, page proofs must be returned promptly.

Reprints
µirty 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 aÂliations 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 �rst 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.
□　µe top of the �gure, the �rst author's name, and the �gure number are indicated lightly 

  in so´ pencil on the back of the four �gures.

Submission:
□　Check list, agreement, cover letter, manuscript (title page, abstract, text, acknowledgments, 

  and references), �gure legends, tables, �gures 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 
and is not being submitted or considered for publication in whole or in part elsewhere except in the 
form of an abstract.

2.  Assignment of Copyright. The authors hereby transfer, assign or otherwise convey all copyright 
ownership to Japan Society of Ningen Dock in the event this work is published by Japan Society of 
Ningen Dock in any format.

3. Signature of all authors : 

Name (print) Signature Date 
( A                           )

Name (print) Signature Date 
( A                           )

Name (print) Signature Date 
( A                           )

Name (print) Signature Date 
( A                           )

Name (print) Signature Date 
( A                           )

Name (print) Signature Date 
( A                           )

Name (print) Signature Date 
( A                           )

※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．
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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% con�dence 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 con®ict 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 �ltration 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 �ltration 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 Classi�cation 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-speci�c antigen 前立腺特異抗原
91 PTH parathyroid hormone 副甲状腺ホルモン
92 PWV pulse wave velocity 脈波伝播速度
93 QOL quality of life 生活の質
94 RBC red blood cell 赤血球
95 RF rheumatoid factor リウマトイド因子
96 RI radioactive isotope 放射性同位元素
97 RIA radioimmunoassay 放射免疫測定法
98 RNA ribonucleic acid リボ核酸
99 SBP systolic blood pressure 収縮期血圧

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



人間ドック　Vol.32  No.5  2018年 95 ( 801 )

「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



人間ドック　Vol.32  No.5  2018年96 ( 802 )

人間ドック第32巻 総目次
第32巻　第1号～5号

◆Vol.32 No.1（平成29年6月）

〔巻頭言〕

　臓器別専門外来受診者における人間ドック健診の意義について

  日本人間ドック学会編集委員会  委員長，
  虎の門病院健康管理センター・画像センター ‥‥‥‥ 荒瀬康司 5

〔総　説〕

　人間ドック健診における脂肪肝 －最近の話題－

  JA北海道厚生連 帯広厚生病院  健診センター ‥‥‥‥ 新　智文 7

〔原　著〕

（ 1 ） 積極的支援におけるアドバイスシートの活用の有無と1年後の人間ドック結果との関連 
 －体重，健康の意識調査および階層化レベルに焦点をあてて－

  石和温泉病院クアハウス石和 ‥‥‥ 藤巻佐和子 17

（ 2 ） 任意型健診においてCA19-9測定によって検出される膵がんについて

  黒沢病院付属ヘルスパーククリニック  内科 ‥‥‥‥ 矢島義昭 26

（ 3 ） 受診指導方法の改善による精査受診率の推移と今後の課題

  宇治武田病院  健診センター ‥‥‥‥ 花井佑子 33

（ 4 ） 当院のがん登録データからみた検診発見がんと一般外来発見がんの比較検討

  医療法人宝美会総合青山病院  診療情報管理室 ‥‥‥ 大井麻由美 39

（ 5 ） 経膣超音波検査と経腹下腹部超音波検査における婦人科領域の所見比較

  社会医療法人財団慈泉会 相澤健康センター  健康管理部 ‥‥‥‥ 相馬優希 46

（ 6 ） 当センターにおける胃がん症例の検討

  社会医療法人財団慈泉会 相澤健康センター  診療部 ‥‥‥‥ 高木健治 55

〔症例報告〕

　健診の上部消化管X線造影検査が契機となり発見された巨大左房粘液腫の一例

  聖マリアヘルスケアセンター  国際保健センター ‥‥‥‥ 木村浩二 61

〔委員会報告〕

（ 1 ） 人間ドックにおけるがん登録 －2012年度の成績－

  学術委員会  がん登録小委員会 68



人間ドック　Vol.32  No.5  2018年 97 ( 803 )

（ 2 ） 日本人間ドック学会集合契約A参加施設における特定健診・特定保健指導の実態調査

   特定健診・特定保健指導対策委員会 85

平成28年度 第4回日本人間ドック学会理事会議事録 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 93

一日ドック基本検査項目表　平成29年度版 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 96

二日ドック基本検査項目表　平成29年度版 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 97

判定区分‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 98

日本人間ドック学会学術大会（および前身の）開催記録‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 100

投稿規定‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 102

編集後記‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 130

◆Vol.32 No.2　第58回日本人間ドック学会学術大会 プログラム・抄録集（平成29年8月）

学術大会長ご挨拶‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 133

開催概要‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 134

交通案内図‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 136

会場案内図‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 139

参加者へのご案内‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 143

座長・演者へのご案内‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 147

日程表‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 152

一般演題（口頭発表） 座長一覧 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 156

ポスター会場案内図・一般演題（ポスター発表）座長一覧‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 158

関連会議‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 159

特別講演（日本医師会認定産業医制度産業医学研修会）‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 160

2017 年第2 回人間ドック健診専門医研修会 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 161

主要プログラム‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 163

ランチョンセミナー‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 170

一般演題プログラム‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 175

主要プログラム講演抄録‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 235

プレナリーセッション講演抄録‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 277

国際セッション‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 285

一般演題講演抄録‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 289

演者（筆頭発表者）索引‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 415

医薬品・医療機器展示　出展企業一覧‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 424

協賛企業・団体一覧‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 426

学術大会開催一覧‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 428

利益相反（COI）に関する指針・細則 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 432



人間ドック　Vol.32  No.5  2018年98 ( 804 )

◆Vol.32 No.3（平成29年9月）

〔巻頭言〕

　第58回日本人間ドック学会学術大会を終えて

  第58回学術大会 大会長，医療法人大宮シティクリニック 理事長 ‥‥‥‥ 中川高志 443

〔総　説〕

　多発性嚢胞腎の診断・治療の進歩

  東京女子医科大学  血液浄化療法科 ‥‥‥‥ 土谷　健 444

〔原　著〕

（ 1 ） 特定保健指導における1年後・2年後の減量達成に関連する生活習慣

  大阪市立大学大学院 ‥‥‥‥ 真殿亜季 456

（ 2 ） 喫煙習慣の違いによる肺年齢の検討

  医療法人 大宮シティクリニック ‥‥‥‥ 上田　和 463

（ 3 ） 乳腺濃度に着目した超音波併用乳がん検診の検討

  特定医療法人財団博愛会 人間ドックセンターウェルネス ‥‥‥‥ 伊藤真子 469

（ 4 ） 随時尿から早朝尿への変更による尿蛋白・尿潜血陽性率の減少および運用面の変化

  亀田メディカルセンター  健康管理科 ‥‥‥ 馬嶋健一郎 476

（ 5 ） 多量飲酒の習慣がない人間ドック健診受診者における非アルコール性脂肪性肝疾患と 
 腎結石に関する縦断研究

  横浜市立みなと赤十字病院  健診センター ‥‥‥ 伊藤美奈子 482

（ 6 ） 人間ドックにおける過去20年間の非アルコール性脂肪性肝疾患（NAFLD）の変遷

  朝日大学村上記念病院  消化器内科 ‥‥‥‥ 大洞昭博 491

（ 7 ） 20年間の経過から得られた高齢2型糖尿病患者の腎機能予測因子

  朝日生命成人病研究所 ‥‥‥‥ 菊池貴子 498

（ 8 ） 成人健康診断で発見された先天性心疾患5例の検討

  つくばセントラル病院  健診センター ‥‥‥‥ 神谷英樹 505

（ 9 ） 健康Webサービスを利用した継続的な支援の検討

  社会福祉法人 聖隷福祉事業団  保健事業部 ‥‥‥ 橋口しのぶ 511

（10） 逆流性食道炎と食道裂孔ヘルニア発症における危険因子の検討

  公益財団法人福島県保健衛生協会  総合健診センター ‥‥‥‥ 福島京子 517

（11） 子宮頸がん検診における従来法と液状法の比較検討について

  医療法人社団 進興会  せんだい総合健診クリニック ‥‥‥‥ 志賀朋子 525

（12） 減量の補助的指標としての呼気アセトン測定の有用性に関する検討

  医療法人財団アドベンチスト会東京衛生病院 ‥‥‥ 佐々木温子 530



人間ドック　Vol.32  No.5  2018年 99 ( 805 )

（13） 細径内視鏡を用いた当院人間ドックにおける胃がん標準化発見比の検討

  大阪市立大学大学院医学研究科  先端予防医療学 ‥‥‥‥ 田中史生 537

（14） HbA1c5.6～6.4%かつFPG100～125mg/dLの糖尿病前症は糖尿病発症の高リスク群

  富山県厚生連高岡健康管理センター ‥‥‥‥ 亀谷富夫 544

平成29年度 第1回日本人間ドック学会理事会議事録 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 550

平成29年度 日本人間ドック学会定時社員総会議事録 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 553

一日ドック基本検査項目表　平成29年度版 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 555

二日ドック基本検査項目表　平成29年度版 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 556

判定区分‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 557

日本人間ドック学会学術大会（および前身の）開催記録‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 559

投稿規定‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 561

編集後記‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 588

◆Vol.32 No.4（平成29年12月）

〔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 593

〔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

  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 ‥‥‥‥ 篠原幸人 595

〔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

  一般財団法人日本健康管理協会 新宿健診プラザ ‥‥‥‥ 鏑木淳一 601

〔原　著〕

（ 1 ） 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

  花王株式会社ヘルスケア食品研究所 ‥‥‥‥ 柳沢佳子 611

（ 2 ） 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

  まつなみ健康増進クリニック 人間ドック・健診センター ‥‥‥‥ 照井佳子 618

（ 3 ） 人間ドック受診者への運動指導の試み

  川崎医科大学附属病院  健康診断センター ‥‥‥‥ 脇本敏裕 626



人間ドック　Vol.32  No.5  2018年100 ( 806 )

（ 4 ） 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－

  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 ‥‥‥‥ 石引智子 632

（ 5 ） 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

  岡崎市医師会公衆衛生センター ‥‥‥‥ 青山和史 639

（ 6 ） 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

  松山赤十字病院 健康管理センター ‥‥‥‥ 村上一雄 645

（ 7 ） 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

  三豊総合病院 健康管理センター・内科 ‥‥‥ 遠藤日登美 653

（ 8 ） 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

  井上眼科病院 ‥‥‥‥ 井上賢治 659

（ 9 ） 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

  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 ‥‥‥ 宮島江里子 666

平成29年度 第2回日本人間ドック学会理事会議事録 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 673

日本人間ドック学会学術大会（および前身の）開催記録‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 676

投稿規定‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 678

編集後記‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 706

◆Vol.32 No.5（平成30年3月）

〔巻頭言〕

　人間ドック健診施設機能評価Ver.4.0の開始にあたって

  人間ドック健診施設機能評価委員会  Ver.4.0作成検討小委員会 ‥‥‥‥ 石坂裕子 711

〔総　説〕

　「アミノインデックス技術」を用いた生活習慣病リスクスクリーニング

  足利工業大学 看護学部，三井記念病院 総合健診センター ‥‥‥‥ 山門　實 713

〔原　著〕

（ 1 ） 人間ドック受診者の随時尿から推定した塩分摂取量と血圧値との関係

  山形県立中央病院  がん・生活習慣病センター ‥‥‥ 青木由香里 726

（ 2 ） 3年間の当施設の人間ドック満足度調査 －満足度の推移と自由記述意見の分析－

  宇治武田病院  健診センター ‥‥‥‥ 田伏洋治 733



人間ドック　Vol.32  No.5  2018年 101 ( 807 )

（ 3 ） 人間ドックのデータからみた喫煙が呼吸機能に与える影響

  医療法人 大宮シティクリニック ‥‥‥ 佐々木直子 742

（ 4 ） アミノインデックスⓇがんリスクスクリーニングの経年受診の有用性の検討

  足利工業大学  看護学部 ‥‥‥‥ 山門　實 748

〔症例報告〕

　健康診断にて偶然発見しえた劇症1型糖尿病の1例

  前橋赤十字病院  糖尿病・内分泌内科 ‥‥‥‥ 末丸大悟 758

平成29年度 第3回日本人間ドック学会理事会議事録 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 763

2018年度　一日ドック基本検査項目表 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 769

2018年度　二日ドック基本検査項目表 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 770

判定区分‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 771

日本人間ドック学会学術大会（および前身の）開催記録‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 773

投稿規定‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 775

人間ドック第32巻総目次 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 802

編集後記‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 828



人間ドック　Vol.32  No.5  2018年102 ( 808 )

Contents of Volume 32
Vol.32　No.1 – No.5

◆Vol.32 No.1  (Jun. 2017)

Foreword

 Health Check-up in Useful for Doing Total Care Manegement of the Patients in Specialty Outpatient Clinic

  Yasuji Arase ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥5

Review

 Fatty Liver in Medical Check-up  ｰRecent Topicsｰ

  Tomofumi Atarashi ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥7

Original Articles

（ 1 ） Associations of Utilization or Non-utilization of Advice Sheet in Active Support with Results of Ningen Dock 
  Conducted 1 Year Later – With Primary Focus on Body Weight, Strati¬ed Assessment Data Over Time, 
  and Results of Health Attitude Survey

  Sawako Fujimaki, et al. ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 17

（ 2 ） Pancreatic Cancers Detected in Opportunistic Screening by Measuring Serum 
  Carbohydrate Antigen (CA) 19-9 

  Yoshiaki Yajima, et al. ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 26

（ 3 ） Increase in Examination Rate for Secondary Testing Due to Improved Guidance and Future Issues

  Yuko Hanai, et al. ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 33

（ 4 ） Comparative Study of Cancers in Hospital Patients and Health Check-up Examinees Using Data 
  Reported to Population-based Cancer Registry

  Mayumi Ohi, et al. ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 39

（ 5 ） Transvaginal Versus Transabdominal Ultrasonography in Screening for Gynecological Disorders

  Yuki Soma, et al. ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 46

（ 6 ） A Clinical Study of Gastric Cancer Detected at Aizawa Health Care Center

  Kenji Takagi, et al. ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 55

Case Report

 A Case of Large Left Atrial Myxoma Detected Coincidentally During Upper Gastrointestinal 
 Tract Radiography in Routine Health Check-up

  Koji Kimura, et al. ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 61



人間ドック　Vol.32  No.5  2018年 103 ( 809 )

Report

（ 1 ） Report on the 2012 Ningen Dock Cancer Registry

  Academic Committee, Subcommittee for Cancer Registry in Ningen Dock Health Check-ups ‥‥‥ 68

（ 2 ） Situation of Ningen Dock and Speci¬c Health Guidance at Member Institutions of 
  Japan Society of Ningen Dock

  Committee for Speci�c Health Examination and Health Guidance ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 85

Noti	cations

　Committee Reports ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 93
　Records of Recent and Past Scienti�c Congresses ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 100
　Instructions to Authors ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 102
　Note ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 130

◆Vol.32 No.2  (Aug. 2017)  �e 58th Annual Scienti�c Meeting of Japan Society of Ningen Dock

Message from President of Scienti�c Meeting ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 133
General Information ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 134
Map of Venue and Environs  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 136
Venue Layout ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 139
Information for Attendees ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 143
Information for Chairs and Presenters ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 147
Schedule ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 152
Related Meetings ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 159
Main Program ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 163
Lunchon Seminer ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 170
General Session Program ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 175
Main Program Summary‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 235
Plenary Session Summary ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 277
International Session ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 285
General Session Summary ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 289
Speakers Index ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 415
Records of Recent and Past Scienti�c Congresses ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 428

◆Vol.32 No.3  (Sep. 2017)   

Foreword

 Re¯ection on The 58th Scienti¬c Meeting of Japan Society of Ningen Dock

  Takashi Nakagawa ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 443

Review

 Advances in Diagnosis and Treatment of Polycystic Kidney Disease

  Ken Tsuchiya, et al. ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 444



人間ドック　Vol.32  No.5  2018年104 ( 810 )

Original Articles

（ 1 ） Lifestyle Habits Associated with Decreases in Clinical Tests After 1 and 2 Years
  in Speci¬c Health Guidance Recipients 

  Aki Madono, et al. ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 456

（ 2 ） Study on Variation in Lung Ages with Di�erence in Smoking Habit 

  Nodoka Ueda, et al. ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 463

（ 3 ） Study on Breast Density-focused Breast Cancer Screening Combining Mammography and Ultrasonography

  Naoko Ito, et al. ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 469

（ 4 ） Use of First Morning Void in Dipstick Urinalysis can Lead to Lower Proteinuria 
  and Occult Hematuria Positivity Rates

  Kenichiro Majima, et al. ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 476

（ 5 ） Longitudinal Study on Nonalcoholic Fatty Liver Disease and Nephrolithiasis
  in Health Check-up Examinees without Large Quantity Alcohol Consumption Habit

  Minako Ito ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 482

（ 6 ） Changes in Non-alcoholic Fatty Liver Disease (NAFLD) Frequency and Examination Results 
  in Health Check-ups Over 20-year Period (1996 through 2015)

  Akihiro Obora, et al. ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 491

（ 7 ） Predictive Factors for Decline in Renal Function in Elderly Patients with Type 2 Diabetes 
  from 20-year Retrospective Longitudinal Study

  Takako Kikuchi, et al. ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 498

（ 8 ） Five Cases of Congenital Heart Disease Found in Adult Health Check-ups

  Hideki Kamiya, et al. ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 505

（ 9 ） Examination of Continuous Support Provided by Web Health Service

  Shinobu Hashiguchi, et al. ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 511

（10） Risk Factors Associated with Re¯ux Esophagitis and Esophageal Herniation

  Kyoko Fukushima, et al. ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 517

（11） Comparison of Conventional Cytology and Liquid Based Cytology in Cervical Cancer Screening 

  Tomoko Shiga, et al. ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 525

（12） Breath Acetone Measurement as a Useful Tool to Monitor Fat Loss

  Atsuko Sasaki, et al. ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 530

（13） Assessment of Standardized Detection Ratio in Evaluating Quality of Gastric Cancer Screening 
  Using Ultra-slim Endoscopy in Health Check-ups

  Fumio Tanaka, et al. ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 537

（14） Prediabetes Individuals with HbA1c 5.6 – 6.4% and Fasting Plasma Glucose 100 – 125mg/dL 
  at High Risk of Incident Diabetes

  Tomio Kametani, et al. ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 544



人間ドック　Vol.32  No.5  2018年 105 ( 811 )

Noti	cations

　Committee Reports ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 550
　Records of Recent and Past Scienti�c Congresses ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 559
　Instructions to Authors ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 561
　Note ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 588

◆Vol.32 No.4  (Dec. 2017)   

Foreword

 Toward the Third Stage of Speci¬c Health Check-ups and Speci¬c Health Guidance: 
 Expected Role of Ningen Dock Facilities

  Kazuyo Tsushita ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 593

President Session

 The 58th Annual Scienti¬c Meeting of Japan Society of Ningen Dock "President Session"

 Future Aspects in "Ningen Dock" and Medical Check-up and Japan Society of Ningen Dock

  Yukito Shinohara ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 595

Review

 Rheumatoid Arthritis and Related Diseases in Ningen Dock

  Junichi Kaburaki ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 601

Original Articles

（ 1 ） Preparation of an Objective Diet and Lifestyle Questionnaire, Its Veri¬cation in Workplace Research and 
  Association of Responses with Visceral Adiposity

  Yoshiko Yanagisawa, et al. ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 611

（ 2 ） Trends in eGFR and eGFR-related Risk Factors Among Health Check-up Examinees

  Yoshiko Terui, et al. ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 618

（ 3 ） E�ects of Individual Exercise Instruction on Laboratory Rests in Subjects who Underwent 
  Ningen Dock: Does Health Check-up Center Need Health Fitness Programmer?

  Toshihiro Wakimoto, et al. ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 626

（ 4 ） 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, et al. ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 632

（ 5 ） 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, et al. ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 639

（ 6 ） Association between Risk Factors of Atherosclerosis and Lifestyle

  Kazuo Murakami, et al. ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 645



人間ドック　Vol.32  No.5  2018年106 ( 812 )

（ 7 ） Investigations on the Status of Helicobacter pylori (HP) Infection Status and Endoscopic Findings 
  for ABC Classi¬cation Group A Subjects

  Hitomi Endo, et al. ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 653

（ 8 ） Ophthalmic Disease Findings in Ophthalmic Check-ups at Ophthalmology Hospital

  Kenji Inoue, et al. ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 659

（ 9 ） Tendencies among Examinees with Omissions to Fill Medical Histories 
  in Health Check-up Interview Sheets and Points to Keep in Mind in History Interviews

  Eriko Miyajima, et al. ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 666

Noti	cations

　Committee Reports ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 673
　Records of Recent and Past Scienti�c Congresses ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 676
　Instructions to Authors ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 678
　Note ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 706

◆Vol.32 No.5  (Mar. 2018)   

Foreword

 The New Version 4.0 of Quality Evaluation of Ningen Dock Facilities will be Available in April 2018

  Yuko Ishizaka ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 711

Review

 Lifestyle-related Disease Risk Screening Using AminoIndexTM Technology

  Minoru Yamakado ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 713

Original Articles

（ 1 ） Association of Salt Intake Estimated from Casual Urine Samples and Blood Pressure
  in Ningen Dock Examinees

  Yukari Aoki, et al. ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 726

（ 2 ） Ningen Dock Customer Satisfaction Survey over Three Years at Uji-Takeda Health Check-up Center: 
  Changes in Satisfaction Level and Analysis of Freely Given Opinions

  Yoji Tabuse, et al. ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 733

（ 3 ） E�ect of Smoking on Respiratory Functions Revealed by Health Check-up Data

  Naoko Sasaki, et al. ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 742

（ 4 ） A Study on the Usefulness of AminoIndexTM Cancer Screening for Annual Cancer Screening

  Minoru Yamakado, et al. ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 748



人間ドック　Vol.32  No.5  2018年 107 ( 813 )

Case Report

 A Case of Fulminant Type 1 Diabetes Mellitus Discovered by Chance in a General Health Check-up

  Daigo Suemaru, et al. ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 758

Noti	cations

　Committee Reports ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 763
　Records of Recent and Past Scienti�c Congresses ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 773
　Instructions to Authors ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 775
　Note ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 828



人間ドック　Vol.32  No.5  2018年108 ( 814 )

人間ドック第 32巻 著者名索引（和文）

あ
饗庭　オリエ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥33, 733

青木　由香里‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 726

青山　和史‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 639

秋田　光洋‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 653

秋元　順子‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 85

新　智文‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 7

荒瀬　康司‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 5

い
五十嵐　敬子‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 666

池田　義雄‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 530

石垣　洋子‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 525

石坂　裕子‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 711, 748

石塚　高広‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 758

石引　智子‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 632

板井　一好‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 456

井手　耕一‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 61

伊藤　千賀子‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 68

伊藤　真子‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 469

伊藤　美奈子‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 482

井上　賢治‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 659

井上　智子‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 659

井上　雅子‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 626

今川　敦‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 653

伊与田　智子‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 645

岩本　安彦‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 498

う
上田　和‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 463

上原　豊‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 758

請井　久仁香‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 511

牛山　俊樹‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 55

内山　啓子‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 463, 742

え
榎崎　茂‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 505

榎奥　健一郎‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 498

榎本　達治‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 463, 742

遠藤　日登美‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 653

お
大井　麻由美‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 39

大井田　正人‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 666

大熊　晟夫‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 491

大谷　恒史‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 537

大洞　昭博‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 491

尾形　千春‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 726

岡山　明‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 456

岡山　良子‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 659

奥田　友子‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 85

奥田　奈賀子‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 456

小栗　真美‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 659

小澤　信義‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 525

押田　小百合‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 666

小原　勝敏‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 517

か
角田　修‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 505

片岡　浩史‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 444

片岡　真美‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 463

片嶋　充弘‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 611

桂木　能久‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 611

加藤　善郎‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 659

樺山　舞‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 456

鏑木　淳一‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 601

神出　計‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 456

神谷　英樹‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 505

亀井　晶子‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 469

亀谷　富夫‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 544

川添　賢志‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 659

河田　則文‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 537

河村　真早‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 645

き
菊池　信矢‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 748



人間ドック　Vol.32  No.5  2018年 109 ( 815 )

菊池　貴子‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 498

菊池　式子‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 525

北村　育子‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥33, 733

木村　浩二‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 61

木村　達郎‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 537

木村　美智子‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥33, 733

く
櫛山　暁史‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 498

工藤　久美子‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 726

栗林　徹‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 456

栗林　幸美‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥33, 733

黒澤　功‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 26

黒栁　優子‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 659

桑原　香里‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 463, 742

こ
小池　秀夫‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 46, 55

小島　孝雄‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 491

小杉　久子‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 544

後藤　敏和‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 726

さ
斎藤　辰哉‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 626

齊藤　由紀子‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 17

三枝　陽一‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 666

坂根　直樹‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 611

酒巻　文子‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 505

坂本　弘明‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 517

阪本　要一‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 530

佐々木　温子‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 530

佐々木　直子‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 463, 742

佐々木　美和‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 476

佐々木　宗子‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥33, 733

笹森　斉‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 68

佐武　千佳子‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 544

佐藤　里美‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 517

佐藤　武敏‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 26

佐藤　寿子‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 517

佐藤　等‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 530

佐野　あゆみ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 530

し
塩澤　全司‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 39

志賀　清彦‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 525

志賀　朋子‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 525

宍戸　淑子‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 46

篠原　幸人‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 595

澁谷　直美‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 544

島田　加奈子‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 632

島本　武嗣‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 476

清水　瑶子‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 26

城下　奈央‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 46

神野　秀基‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 653

す
末丸　大悟‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 758

杉森　裕樹‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 68

鈴木　正臣‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 39

鈴木　美紀子‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 39

須藤　梢‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 653

せ
瀬川　昻生‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 39

関口　真紀‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 525

そ
宗　栄治‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 469

相馬　優希‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 46

祖父江　友孝‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 68

た
高尾　俊弘‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 626

高木　健治‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 55

高橋　直子‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 505

高松　俊行‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 659

竹本　由香‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 39

田中　幸子‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 68

田中　史生‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 537

田中　隆平‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 491

谷　瑞希‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 748

谷山　恵里奈‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 469
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田原　たづ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 498

田伏　洋治‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥33, 733

玉坂　洋子‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 517

丹野　寛之‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 726

つ
津下　一代‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥85, 593

土屋　絵未‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥33, 733

土谷　健‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 444

角田　正史‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 666

坪井　美加‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥33, 733

坪野　由美‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 544

て
出口　冨美子‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 491

照井　佳子‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 618

と
戸田　晶子‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 748

戸塚　真弓‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 26

鳥羽山　睦子‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 511

土肥　誠太郎‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 611

友澤　裕子‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 645

豊田　澄男‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 39

な
内藤　隆志‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 632

中川　一美‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 463, 742

中川　高志‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 443, 463, 742

中川　良‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 463, 742

中田　由夫‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 85

中津　守人‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 653

中野　朱美‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 537

長野　由美‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 469

中村　清‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 491

中村　幸志‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 456

中村　正和‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 85

中村　保子‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 758

那須　繁‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 469

に
新美　佑有‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 748

西川　亜友美‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥33, 733

西澤　美幸‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 530

新田　孝作‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 444

の
野中　由季‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 645

は
橋口　しのぶ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 511

橋倉　理恵‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 55

橋都　正洋‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 55

橋田　哲‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 758

橋本　沙也可‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 544

橋本　俊彦‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 469

幡　英典‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 653

花井　佑子‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥33, 733

濱口　真英‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 491

早川　泰子‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 17

林　芙美‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 85

林　慎‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 618

原　好幸‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 505

原田　和彦‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 26

坂東　知里‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 511

ひ
日置　敦巳‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 618

東岩井　久‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 525

平田　一人‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 537

平沼　ゆり‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 632

平林　和子‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 46, 55

ふ
深津　満‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 639

福井　敏樹‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 85

福島　京子‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 517

福島　紀雅‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 726

福田　崇典‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 511

福本　真也‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 537
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藤巻　佐和子‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 17

藤本　壮八‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 626

藤原　靖弘‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 537

舩越　健彦‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 469

古橋　啓子‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 511

ほ
星野　絵里‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 476

細内　康男‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 26

堀内　里枝子‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 17

ま
眞壁　志帆‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 444

馬嶋　健一郎‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 476

増田　和子‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 645

松木　隆央‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 68

松本　さやか‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 653

松本　順子‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 511

真殿　亜季‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 456

み
三浦　克之‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 456

水沢　芙美奈‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 46

光畑　桂子‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 632

南　芳子‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 618

美原　静香‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 666

三原　修一‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 68

宮﨑　朝子‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 17

宮島　江里子‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 666

む
武藤　繁貴‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥85, 511

村上　一雄‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 645

村上　友美‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 511

村木　洋介‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 476

村松　照美‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 17

村本　あき子‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 85

も
望月　俊雄‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 444

森　寿治‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 469

森川　浩安‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 537

森崎　珠実‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 537

森田　博紀‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 639

森藤　由記‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 653

森山　紀之‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 525

森山　優‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 463, 742

門利　知美‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 626

や
八木　信明‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 491

矢島　義昭‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 26

安原　ひさ恵‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 653

柳沢　佳子‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 611

矢那瀨　信雄‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 666

山門　實‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 713, 748

山﨑　敦史‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 39

山崎　広貴‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 498

山田　珠樹‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 639

山中　義之‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 626

山本　浩史‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 748

山本　麻以‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 748

山本　麻樹子‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 544

よ
由田　克士‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 456

吉田　沙也香‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 26

吉田　宗紀‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 666

吉田　洋子‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 498

吉村　理江‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 469

米田　真美‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 525

わ
若松　沙保里‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 544

脇本　敏裕‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 626

渡辺　一敏‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 491

渡邉　至‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 456

渡邊　祐子‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 517
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Akifumi Kushiyama ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 504

Akihiro Obora ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 497
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人間ドック第32巻第5号は，機能評価に関する巻
頭言，アミノインデックスに関する総説，原著論文4
編および症例報告1編で構成されています．本号の原
著論文や症例報告は，今年度の学術大会で座長推薦
を受けた発表を論文化したものが多いです．このよ
うに学術大会で座長推薦を受けた発表が論文化され
る一方で，座長推薦を受けたにもかかわらず，残念
ながら採用まで至らないものも少なからずあります．
編集委員としては，できる限り掲載したいと考えて
おり，断腸の思いで不採用としていることをご理解
ください．

論文として採用するためには，科学的にみて妥当
な研究，論文でなければなりません．ここで，一般
的な原著論文の書き方について改めて触れておきた
いと思います．原著論文とは，査読制度を採用し，
独創性のある研究成果を伝える研究論文です．原則
として，取り扱うテーマが一つであって，目的と結果
が明確でなければなりません．また，方法には再現
性が必要になります．再現性とは，その手法を手順
通りに再現した場合，同じ結果が得られることが保
証されることです．すなわち，方法が科学的にみて
妥当な方法で行われているかどうか，このことが問
われます．不採用になる論文は，この点が問題視さ

編集後記
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れることが多く，研究をする際および論文を書く際
の最重要ポイントになります．では，科学的にみて
妥当な方法で研究を行うためにはどのようにすれば
よいでしょうか．最も簡単かつ確実な方法は，すで
に科学的に妥当であると明確になっている方法を採
用することです．論文には，この採用した方法を参
考文献として記載すれば，客観的にみて妥当な方法
で行われていることがはっきりします．例えば，調査
票を用いるような研究では，独自で作成した調査票
よりも，すでに妥当性が検証されている調査票を用
いれば，研究の妥当性がぐっと増します．一方，独
自の調査票を用いた場合では，その調査票自体に妥
当性がなければどうやっても不採用になってしまい
ます．調査票だけでなく，生体検査などにおいても
標準的な検査方法で行い，これを記載するとより科
学的な論文らしくなってきます．このため，先行研
究に似たような研究がないか，似たような研究があっ
た場合，その研究ではどのような方法を用いられて
いるかを調べておくことが，研究の準備段階では重
要な作業になります．医師以外の専門職や事務職の
方々は慣れない作業で大変かもしれませんが，研究
を行う前には，まずはじめに似たような研究を探す
ことをおすすめしたいと思います．

（武藤繁貴）




