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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/

■	学術大会専用アプリ
　本学術大会では学術大会専用アプリを作成いたします。
　スマートフォンやタブレットにて日程表や抄録の確認が可能となりますので、会期中
に是非ご利用ください。
※アプリのダウンロード方法は学術大会ホームページ上に 8 月中旬頃掲載いたします。
　抄録閲覧パスワード：dock59

■	後　援
 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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交通案内図
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臨時バスのご案内

南口バス
ロータリー

万代口バスターミナル

万代口バスターミナル
３番線 佐渡汽船線

空港リムジンバス
発着所（５番線）

朱鷺メッセ
信濃川

路線バス
新潟駅行バス乗り場

朱鷺メッセ　バス降り場

　学会会期中、新潟駅から朱鷺メッセ行のバスに関しまして路線バスの増便を行います。

※臨時バスの運行スケジュールについては変更になる場合がございます。
　最新時刻表は第 59 回日本人間ドック学会学術大会ホームページよりご確認ください。
※ 路線バスの乗車には運賃の支払いが必要です。学会貸切バスに関しては無料でご乗車が可能

です。

新潟駅　バス乗り場
万代口バスターミナル３番線乗り場より新潟
交通「佐渡汽船線」に乗車「朱鷺メッセ」バ
ス停下車

８月 30日　時刻表
往　路 復　路

時
新潟駅前発
佐渡汽船行 時

朱鷺メッセ発
新潟駅行

定期便 増便 定期便 増便
6 6
7 10 35 58 7
8 10 25 35 45 55 05 20 8 11 36 56
9 10 25 45 05 55 9 16 31 46
10 05 25 45 15 35 55 10 01 16 31 46
11 05 20 35 50 11 01 16 36 56
12 05 20 35 50 12 16 31 46
13 05 25 45 13 01 16 31 46
14 05 25 40 55 14 01 16 36
15 10 25 45 15 01 21 41

16 05 25 45 55 16 01 16 31 46 56 貸切バス
順次運行

17 10 25 40 55 17 06 16 26 41 56 貸切バス
順次運行

18 10 25 45 18 11 26 46
19 15 45 19 06 26 46

20 25 20 11 41 貸切バス
順次運行

21 15 21 11
22 22 11
23 23

８月 31日　時刻表
往　路 復　路

時
新潟駅前発
佐渡汽船行 時

朱鷺メッセ発
新潟駅行

定期便 増便 定期便 増便
6 6
7 10 35 58 7
8 10 25 35 45 55 15 8 11 36 56
9 10 25 45 05 20 30 9 16 31 46
10 05 25 45 15 35 55 10 01 16 31 46
11 05 20 35 50 11 01 16 36 56
12 05 20 35 50 12 16 31 46
13 05 25 45 13 01 16 31 46

14 05 25 40 55 14 01 16 36 貸切バス
順次運行

15 10 25 45 15 01 21 41 貸切バス
順次運行

16 05 25 45 55 16 01 16 31 46 56 貸切バス
順次運行

17 10 25 40 55 17 06 16 26 41 56
18 10 25 45 18 11 26 46
19 15 45 19 06 26 46
20 25 20 11 41
21 15 21 11
22 22 11
23 23

朱鷺メッセ　バス乗り場
※ 貸し切りバスについては朱鷺メッセ正面玄

関　交通広場より発車致します。
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万代島
ビル

朱鷺メッセ

第10,11会場・ポスター会場
企業展示会場・休憩コーナー
（展示ホールB）

第9会場（国際会議室）
4F

第8会場（小会議室306＋307）
第7会場（小会議室303＋304）
第6会場（中会議室302A）
第5会場（中会議室302B）
第4会場（中会議室301A）
第3会場（中会議室301B）

3F

第2会場（中会議室201）
第1会場（メインホール）

2F

受付
（アトリウム）

クローク
（エントランスホール）

会場案内図
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エントランス2

第10,11会場・ポスター会場
企業展示会場・休憩コーナー

（展示ホールB）

クローク
（エントランスホール）

正面入口

※展示ホールBへは2階からお入りいただけます。

EV6EV6

EV5EV5

EV7

EV7

エスプラナード

2Ｓ09
映像音響
機器室

会議控室1

受付
（アトリウム）

第1会場
（メインホール）

総合受付
（アトリウム）
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受
付

サイネージ

サイネージ

アートモニュメント
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ト
モ
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※展示ホールBへ

第2会場
（中会議室201）

書籍展示

人間ドック学会
認定医・専門医受付

■	朱鷺メッセ
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3Ｓ02

映像音響
機器室

3Ｓ08

映像音響
機器室

パ
ン
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ー

会議控室2

EV6

EV6

EV5

EV5

第8会場
（小会議室306+307）

第7会場
（小会議室303+304）

第3会場
（中会議室301B）

第4会場
（中会議室301A）

第5会場
（中会議室302B）

第6会場
（中会議室302A）

第1会場
（メインホール）

パ
ン
ト
リ
ー

EV6EV6

EV5EV5

サイネージ

第9会場
（国際会議室）

3F

4F
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■	参加登録費

区　分 事前
（7月 13日締切） 当　日

参加登録費

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
懇親会費 7,000 円 7,000 円

■	当日参加登録をされる方へ
 受付場所：朱鷺メッセ　2F　アトリウム
 受付時間：8 月 30 日（木）8：00 ～ 17：00
 　　　　　8 月 31 日（金）8：00 ～ 16：00 ※16：00 以降の参加は認められませんのでご注意ください。

 1．当日登録用紙に必要事項をご記入の上、当日受付にお越しください。
 2． 参加登録費（上記）をお支払いください。お支払は現金のみ、クレジットカードは使用できません。
 3．参加証（ネームカード）を発行いたします。
 4．記名デスクにて参加証（ネームカード）に氏名、所属を記入してください。
 ※参加証のない方はご入場できませんのでご注意ください。
 ※学術大会参加費にはプログラム抄録集代を含んでおりません。

■	事前登録をされた方へ
  事前登録をされた方へは参加証（ネームカード）を 8 月上旬から郵送いたしますので、忘れずにご持参

ください。（原則として参加証の再発行はいたしません）
 学術大会期間中、会場内では参加証を必ず着用ください。

■	懇親会
 参 加 費： 7,000 円
 日 　 時：2018 年 8 月 30 日（木） 　18：30 ～ 20：30
 会 　 場：ホテル日航新潟　4F　朱鷺
 ※ 懇親会への当日参加申込には数に限りがございます。定員に達した場合はご参加いただけませんので

予めご了承ください。
 ※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ください。

■	プログラム抄録集（本誌）について
 学術大会会期前に人間ドック学会会員全員にお送りしておりますので、ご持参ください。
 当日は総合案内にて2,000円で販売いたしますが、数に限りがありますのでご了承ください。

参加者へのご案内

The 59th Annual Scientific Meeting of Japan Society of Ningen Dock
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■	会場内撮影について
 場内で発表される方のスライド・ポスターの写真撮影ならびに、ビデオ撮影はお控えください。

■	ランチョンセミナーへの参加について
  ランチョンセミナーの整理券は、朱鷺メッセ 2F　アトリウム　総合受付横にて配布を行います。 
  整理券は各日 1 人 1 枚までとなります。定員に達し次第配布を終了いたしますので、参加希望の方はお

早目に受付にお越しください。
  なお、ランチョンセミナー整理券はお弁当の引き換え券になりますので、参加時には必ずご持参ください。
  また、整理券はセミナー開始 5 分をもって無効とし、整理券をもたないキャンセル待ちの参加者の入場

を認めます。

■ 2017 年度 認定施設表彰制度 受賞施設紹介 　　           8 月 30 日（木）14：30 ～ 16：30
　 人間ドック健診施設機能評価受審相談デスク ポスター会場（朱鷺メッセ 1F　展示ホール B）

＊ 「認定施設表彰制度」に則り、平成 29 年度審査で選定された施設をポスター掲示の形で紹介します。表彰事項に関する各施設の体制構築
や運営面での工夫に触れて、質向上の参考にして戴ければと思います。

＊ また、人間ドック健診施設機能評価の受審を検討されている施設の皆さまからのご相談も承ります。会場には、受審に必要な書類等も一
部展示いたします。お気軽にお立ち寄り下さい。

　　〈ポスター展示・発表（15：30 ～）〉
・社会福祉法人　聖隷福祉事業団　聖隷佐倉市民病院　健診センター
・一般社団法人　ぎふ綜合健診センター
・高知赤十字病院　健康管理センター
・横浜市立みなと赤十字病院
・医療法人　新生会　総合病院高の原中央病院　人間ドックセンター
・医療法人社団　こころとからだの元氣プラザ

■	人間ドック認定医 · 専門医の認定 · 更新に必要な単位取得について
  日本人間ドック学会学術大会へ参加されることにより、10 単位の取得が可能です。第 33 巻 2 号抄録集

（本誌）に「参加証明書」（A4 色紙 1 枚 : 資格により色が違います）を同封しておりますので、必要事項
をご記入の上、学術大会開催中に　朱鷺メッセ 2F　アトリウム　総合受付近く『日本人間ドック学会事
務局・認定医・専門医受付』へご提出ください。

  ①人間ドック認定医等（資格希望者）
  　 「参加証明書（みどり色）」の提出と引き換えに、学術大会シール（10 単位）をお渡しいたします。現 

在お持ちの単位確認表（台紙　認定医 : ピンク）にシールを貼付し管理してください。

  ②新制度人間ドック健診専門医（平成 24 年度以降認定 · 更新者）
  　 「参加証明書」（むらさき色）」の提出をしてください。
  　 【新制度専門医は、参加証明書をご提出いただきますが、シールの発行はございません。
  　 9 月末頃（予定）、専門医 HP の「単位確認画面」にて取得単位をご確認ください。】
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 ※ 事前受付および当日大会の参加費をお支払いしただけでは、10 単位加算はできません。必ず「認定医・
専門医受付」へ参加証明書（色紙）をご提出ください。

 ※ 参加単位再発行には、学術大会参加時に発行される氏名入り参加証（コピー）の提出が必要となります。
ネームカード等を紛失された場合の再発行は認められませんので、ご留意ください。

■	機器展示 · 書籍販売
 機器展示および書籍販売は、下記にて開催いたします。（詳細は 286・287 ページをご覧ください）
 機器展示　朱鷺メッセ　1F　展示ホール B
 書籍販売　朱鷺メッセ　2F　第 1 会場（メインホール）前

展示会場ではスタンプラリーを実施します。スタンプを 10 個集めると新潟オリジナルの景品と交換がで
きますので、是非ともご参加ください。

■	クローク
場　所 日　時

朱鷺メッセ　1F　ロビー
8月 30日（木）　8:00 ～ 18:00
8 月 31日（金）　8:00 ～ 17:00

ホテル日航新潟 8月 30日（木）　8:00 ～ 20:30
 ※ 30 日（木）の懇親会参加予定の皆様はホテル日航新潟のクロークをご利用ください。

■	お呼び出し
  会場内でのお呼び出しはいたしません。朱鷺メッセ　2F　アトリウム　総合受付近くに設置の掲示板を

ご利用ください。

■	クール · ビズ（Cool	Biz）
  開催時期と全国の電力事情を勘案し、クールビズでのご参加をお願いいたします。
  なお、学術大会関係者の服装もクールビズで対応させていただきますので、ご理解の程お願いいたします。

■	その他ご案内
  本学術大会会場はすべて禁煙とします。
  その他、学術大会開催期間中にお問い合わせ等がありましたら、お近くのスタッフへお申し出ください。
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■	プレナリーセッション
  今回の学術大会では、口頭発表ならびにポスター発表において、一般演題登録された中から事前に優秀

演題を選定し、プレナリーセッションとして開催いたします。
  プレナリーセッションでは、これらの優秀演題の中からさらに最優秀演題を選定し表彰いたします。

日　時 会　場 演題番号
プレナリーセッション
（口頭発表）

8月 30日
16:00 ～ 17:30

第 2会場
（中会議室 201） 1-2-10 ～ 1-2-15

プレナリーセッション
（ポスター発表）

8月 31日
11:30 ～ 12:30

ポスター会場
（展示ホール B） P-2-01 ～ P-2-06

■	座長へのご案内
一般演題口頭発表の座長の先生へ

 1） 座長・演者受付にて受付をお願いします。事前参加登録がお済でない場合は当日参加登録窓口にて参
加登録をお願いします。

 2）座長の先生は、セッション開始の 15 分前までに各会場内「次座長席」にご着席ください。
 3）会場進行責任者よりお知らせしますが、時間になりましたらセッションを開始してください。
 4） 口頭発表は 1 演題 10 分（発表 6 分、討論 4 分）で進行してください。プレナリーセッションは

1 演題 12 分（発表 8 分、討論 4 分）で進行してください。
 5） 発表時間を計時します。演台および座長席では、発表時間終了 1 分前に黄ランプ、終了時間に赤ラン

プがそれぞれ点灯します。

一般演題ポスター発表の座長の先生へ
 1） 座長の先生は、セッション開始の 15 分前までにポスター受付にて指示棒、リボンをお受け取りの上、

担当セッションのポスター前で待機してください。
 2） ポスターは 1 演題 5 分（発表 3 分、討論 2 分）で進行してください。プレナリーセッションは 1 演

題 7 分（発表 5 分、討論 2 分）で進行してください。計時は行いませんので、時間管理は座長の先
生にお任せいたします。

■	利益相反についてのご案内
「公益社団法人日本人間ドック学会利益相反（COI）に関する指針 , 施行細則」に従い、発表の際に
利益相反を開示することが必要になっております。利益相反をご理解の上、発表をしていただくよう
お願いいたします。

■	対象
  第 59 回日本人間ドック学会学術大会の主要プログラム、一般演題、共催セミナー、第 49 回人間ドック

健診認定医 · 専門医研修会でのすべての発表者（共同発表者は除く）が対象です。2017 年 1 月 1 日か
ら 2017 年 12 月 31 日までの分についての開示をしてください。

座長 · 演者へのご案内
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■	開示方法
  口頭はスライドの 2 枚目に、ポスターは最後の部分に利益相反の有無、および利益相反がある場合には

企業名を掲示してください。
  スライド、ポスターでの表示例は下記を参照して作成願います。

「筆頭および共同発表者の利益相反」のチェック項目
報告事項等 金額等 該当の有無 該当する場合：企業名等

兼務 ― 有・無

顧問等 100万円以上 有・無

株式・持分 100万円以上の利益 有・無

演題関係企業 全株式の 5%以上 有・無

講演料など 50万円以上 有・無

原稿料など 50万円以上 有・無

研究助成金・寄付等 200万円以上 有・無

委受託研究 200万円以上 有・無

専門的助言・証言 100万円以上 有・無

研究資金提供者 ― 有・無

 表記方法
 様式 1-A：学術大会発表時、申告すべき COI 状態がない時

 様式 1-B：学術大会発表時、申告すべき COI 状態がある時

日本人間ドック学会
COI 開示

筆頭発表者名：○○　○○
　共同発表者：○○　○○、○○　○○
　　　　　　　○○　○○、○○　○○

演題発表に関連し、筆頭および共同発表者は、
開示すべき COI 関係にある企業などとして、

　　　　　　　　　　　　　　　
①　顧問：　　　　　　　なし　　　　⑥　受託研究・共同研究：なし
②　株保有・利益：　　　なし　　　　⑦　奨学寄付金：　　　　○○製薬
③　特許権使用料：　　　なし　　　　⑧　寄付講座所属：　　　なし
④　講演料：　　　　　　○○製薬　　⑨　贈答品などの報酬：　なし
⑤　原稿料：　　　　　　●●製薬

日本人間ドック学会
COI 開示

筆頭発表者名：○○　○○
　共同発表者：○○　○○、○○　○○
　　　　　　　○○　○○、○○　○○

演題発表に関連し、筆頭および共同発表者は、
開示すべき COI 関係にある企業などはありません。
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■	口演（主要プログラム · 一般演題口頭発表）の演者の先生へ
1）口演発表の全ての演者は、ご発表いただく 30 分前までに必ず PC データ受付へ A. 発表データ（USB

フラッシュメモリまたは CD-R）もしくは B. パソコン本体をお持ちください。
試写およびデータの受付を行います。
パソコンの音声出力がある場合は PC データ受付でスタッフにお申し出ください。
動画をご使用の場合はご自身のパソコンをお持込みいただくことを推奨いたします。
発表データのメディアは、その場で返却いたします。
お持込みのパソコンについては、ご自身にて発表会場内のオペレーター席（演台横）に運搬をお願い
いたします。

【受付場所】（図面は 9 ページ参照）
　　PC データ受付
　　　　朱鷺メッセ 2F　第 2 会場（中会議室 201）前

【受付時間】8 月 30 日（木）8：00 ～ 18：00
　　　　　  8 月 31 日（金）8：00 ～ 15：00

2）演者の先生は、発表セッション開始 15 分前までに、会場へ到着の上、前演者が登壇されたら最前
列の「次演者席」にお着きください。

3）パソコン本体をお持込みの場合、発表 20 分前までに会場内のオペレーター席（演台横）で接続をお
願いします。発表終了後のパソコンは、オペレーター席にて返却いたします。

4）全会場 PC によるプレゼンテーションのみ可能です。スライド映写機や OHP は使用できません。
5）一般演題口頭発表は発表 6 分、討論 4 分（プレナリーセッションは発表 8 分、討論 4 分）で行い、

発表時間の終了 1 分前に黄ランプ、終了時間に赤ランプが点灯いたします。それ以外の演題は各セッ
ションの座長の指示に従ってください。

6）ご発表の際は、演台にセットされているモニター · キーボード · マウスを使用し、各演者ご自身で操
作をしてください。

7）スライド枚数に制限はありませんが、発表時間を考慮して作成してください。
8）利益相反の開示

口頭発表者はスライドの 2 枚目に、利益相反の有無、および利益相反がある場合には企業名を掲示し
てください。

◆A. 発表データ持参の場合
1）会場で使用するパソコンは Windows7、アプリケーションは Windows 版 PowerPoint 2007/2010/2013
　  /2016 です。
2）発表データは、USB フラッシュメモリか CD-R に保存してご持参ください。また、保存いただく際

には発表データのファイル名を「（演題番号又は演題名） _ （アンダーバー）（演者名）」としてください。
3）アプリケーションは Windows 版 PowerPoint 2007/2010/2013/2016 で作成してください。
4）フォントは OS に標準装備されているもの（MS. MSP ゴシック、MS, MSP 明朝、Times New 

Roman、Century 等）をご使用ください。
5）液晶プロジェクターの解像度は、XGA （1024 × 768） に対応しています。

このサイズより大きい場合は画面の周囲が切れてしまいますので、画面の設定を XGA （1024 ×
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768）に合わせてください。
6） Macintosh 版 PowerPoint や動画（Media Player 等）を使用される場合は、ご自身のパソコン及

び RGB 変換コネクターをご持参ください。
7）必ずバックアップデータも併せてご用意ください。（バックアップデータを持参されなかったために

発表が不可能となりましても責任を負いかねますので予めご了承ください。）
8）メディアを介したウィルス感染の事例がございます。最新のウイルス駆除ソフトを使用しチェックを

行ってください。
9）メディア作成後、正常に作動するかを他のパソコンを用いてチェックしてください。

10） 発表データは、会場内のパソコンに一旦コピーさせていただきますが、学会終了後に事務局にて責任
を持って消去いたします。

◆ B. パソコン持参の場合（動画使用の場合など）
1）利用機種、OS、アプリケーションに制限はありません。
2）設定で外部画面出力になっているか予めご確認ください。
3）モニター出力端子はミニ D-Sub 15 ピン（通常のモニター端子）が装備されているものに限ります。

なお、薄型で出力の規格が異なる場合は、接続用の端子をみずご持参ください。

4）バッテリーでの発表はトラブルの原因となりますので、電源用 AC アダプターは必ずご持参ください。
5）スリープ機能やスクリーンセーバーならびに省電力設定は事前に解除してください。
6）液晶プロジェクターの解像度は、XGA （1024 × 768）に対応しています。
7）会場にて用意したプロジェクターと接続ができない場合に備え、バックアップ用のデータを
　 【A. 発表用データの持参の場合】に準じて作成し、ご持参ください。
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	■	ポスター発表者の演者の先生へ
1） ポスター会場　
　朱鷺メッセ 1F　展示ホール
2）ポスター作成の基準

1、 ポ ス タ ー ボ ー ド の 大 き さ は、 横 90cm × 縦
210cm です。

2、20cm × 20cm の演題番号は事務局にて準備いた
します。演題名、所属、演者名は、横 70cm ×縦
20cm の大きさで各自ご用意ください。本文は横
90cm ×縦 190cm です。

3、各ポスターパネルに掲示用ピンと発表者用リボン
を用意いたします。貼り付け方法はピンのみとい
たします。のりやセロハンテープを使用すること
はできません。

4、ご自身の演題のセッション時間にポスター前にお集まりください。座長による進行で発表と討論
（発表 3 分、討論 2 分の計 5 分、プレナリーセッションは発表 5 分、討論 2 分）を行います。座
長の指示に従い時間厳守でお願いします。

5、会場の利用時間制限の都合上、撤去時間を厳守ください。撤去時間を過ぎても未撤去のポスター
は事務局にて破棄処分いたしますのでご了承ください。

6、ポスター貼付 · 掲示 · 発表 / 討論 · 撤去の各時間は下記のとおりです。

ポスター発表 貼付 発表日 発表時間 展示 撤去
P-1（一般）
P-1-01～P-1-43

8月30日（木）
8：00～10：00

8月30日（木）16：30～17：30

8月30日（木）10：00
～8月31日（金）12：30

8月31日（金）
12：30～13：30

P-2（一般）
P-2-07～P-2-43

8月31日（金）11：30～12：30
P-2（プレナリー）
P-2-01～P-2-06

※ 但し、2 日目の発表の方で、事情により 1 日目に貼付できない方は、2 日目の AM9:00 までに貼
付を終了してください。

7、利益相反の開示
ポスターの発表者は最後の部分に、利益相反の有無、および利益相反がある場合には企業名を掲示し
てください。

190 210
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日程表　１日目　8月 30日（木）

会場名 階 部屋名

第1会場 2F メインホール

第2会場 2F 中会議室201

第3会場 3F 中会議室301B

第4会場 3F 中会議室301A

第5会場 3F 中会議室302B

第6会場 3F 中会議室302A

第7会場 3F 小会議室303+304

第8会場 3F 小会議室306+307

第9会場 4F 国際会議室

第10会場 1F
展示ホールB
特設会場1

第11会場 1F
展示ホールB
特設会場2

ポスター
会場

1F 展示ホールB

企業
展示会場

8：00 9：00 10：00 12:00 3011：00

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

開会式
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

ヘリコバクター・ピロリ①
1-2-01～1-2-09

消化器（上部消化管）①
1-3-01～1-3-09

膵臓・胆管
1-4-01～1-4-08

診断-その他
1-5-01～1-5-08

受診勧奨・医療連携①
1-6-01～1-6-08

呼吸器
1-7-01～1-7-08

子宮、卵巣
1-8-01～1-8-08

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

保健指導全般①
1-10-01～1-10-08

受診者サービス①
1-11-01～1-11-09

ポスター閲覧

企業展示

ポスター貼付

理事長講演
岐路に立つ人間ドック
健診－人間ドック学会
はどう対応するか－

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－

「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」
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懇親会

ホテル日航新潟

4F 朱鷺

（18:30 〜 20:30）

17：0016：0015：0014：00 18：00 19：00 20：0013:0030

ランチョン
セミナー 1
アッヴィ合同会社

シンポジウム 2
女性の家族性がん

特別講演 2
健康寿命の延伸と医
療政策を取り巻く
今日的課題

教育講演 1
健診が楽しくなる脂質
異常症の基本と応用

教育講演 2
人間ドック・

健診における運動・
身体活動のすすめ方

プレナリーセッション
（口頭発表）
1-2-10 〜 1-2-15

肝臓①
1-3-10 〜 1-3-14

消化器（上部消化管）
②

1-3-15 〜 1-3-23

乳腺①
1-4-09 〜 1-4-14

脂質代謝
1-4-15 〜 1-4-23

動脈硬化①
1-5-09 〜 1-5-14

肥満、メタボリッ
クシンドローム①
1-5-15 〜 1-5-21

ロコモティブ
シンドローム・

フレイル①
1-6-09 〜 1-6-12

受診勧奨・
医療連携②
1-6-13 〜 1-6-19

腎、尿路①
1-7-09 〜 1-7-14

国際セッション
IS-01 〜 IS09

飲酒・
喫煙
1-8-09 〜
1-8-11

脳、神経、認知症
1-8-12 〜 1-8-18

特定保健指導①
1-10-09 〜 1-10-14

受診者サービス②
1-10-15 〜 1-10-23

ランチョン
セミナー 2
大塚製薬株式会社

ランチョン
セミナー 3
味の素株式会社

ランチョン
セミナー 4

日本ベクトン・ディッ
キンソン株式会社

ランチョン
セミナー 5
富士フイルム和光純薬

株式会社

ランチョン
セミナー 6
ロコモチャレンジ！
推進協議会／
アルケア株式会社
ランチョン
セミナー 7
栄研化学株式会社／
株式会社 LSI
メディエンス

ランチョン
セミナー 8
株式会社トプコン

ランチョン
セミナー 9
ピツニーボウズ
ジャパン株式会社

特別企画 2
第 5回健診看護実務者研究会

ランチョン
セミナー 10
独立行政法人

環境再生保全機構

ランチョン
セミナー 11
アボットジャパン
株式会社

特別企画 5
超音波検査
ライブセミナー　
血管エコーの

人間ドックへの応用　

ポスター閲覧
ポスター発表

企業展示

平成29年度表彰施設の
紹介・展示

おもてなし企画
鼓童演奏
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会場名 階 部屋名

第１会場 2F メインホール

会場名 階 部屋名

第1会場 2F メインホール

第2会場 2F 中会議室201

第3会場 3F 中会議室301B

第4会場 3F 中会議室301A

第5会場 3F 中会議室302B

第6会場 3F 中会議室302A

第7会場 3F 小会議室303+304

第8会場 3F 小会議室306+307

第9会場 4F 国際会議室

第10会場 1F
展示ホールB
特設会場1

第11会場 1F
展示ホールB
特設会場2

ポスター
会場

1F 展示ホールB
企業
展示会場

日程表　２日目　8月 31日（金）

日程表　３日目　9月 1日（土）

受付 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）

ポスター発表
（プレナリー

セッション含む）
ポスター閲覧

企業展示

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！～

シンポジウム 4
人間ドック健診の新しい展開

教育講演 3
人間ドック・健診で

使える心電図の
know-how

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

教育講演 5
老化制御研究から

みた健康寿命延伸の
展望

消化器（上部消化管）③
2-3-01 ～ 2-3-09

ヘリコバクター・ピロリ②
2-3-10 ～ 2-3-18

肥満、メタボリッ
クシンドローム②

2-4-01 ～ 2-4-08

コンピュータ
システム・ICT
2-4-09 ～ 2-4-13

尿酸代謝
2-4-14 ～
2-4-17

動脈硬化②
2-5-01 ～ 2-5-05

身体活動
2-8-01 ～ 2-8-05

糖代謝
2-10-01 ～ 2-10-07

受診者サービス③
2-11-01 ～ 2-11-07

保健指導全般②
2-10-08 ～ 2-10-15

消化器（下部消化管）
2-11-08 ～ 2-11-15

腎、尿路②
2-5-06 ～ 2-5-12

栄養・食生活
2-8-06 ～ 2-8-11

特定保健指導②
2-5-13 ～ 2-5-19

循環器
2-6-01 ～ 2-6-06

血圧、脈拍、
診察

2-6-07 ～ 2-6-11

内分泌・
感染・骨
2-7-07 ～ 2-7-11

指導その他
2-6-12 ～ 2-6-18

再検査・
精密検査
2-7-12 ～ 2-7-16

眼、耳、鼻、
咽、喉頭
2-7-01 ～ 2-7-06

特別企画 3
超音波検査 ライブセミナー　腹部

特別企画 4
子宮頸がん検診

－細胞採取の実際－

8：00 9：00 10：00 12:00 3011：00

8：00 9：00 10：00 12:00 3011：00

塩野義製薬株式会社／
東ソー株式会社／

株式会社 LSI メディエンス／
シーメンスヘルスケア・ダイ
アグノスティクス株式会社／
積水メディカル株式会社／

富士レビオ株式会社／
アリーア メディカル株式会社

「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」
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ランチョン
セミナー 12

Bloom Technology ㈱ ／
（一社）新潟労働衛生医学協会

市民公開講座
乳がんの事をもっと知りま

しょう

保健指導全般③
2-2-01 ～ 2-2-06

受診者サービス④
2-2-07 ～ 2-2-12

腹部エコー
2-3-24 ～ 2-3-28

乳腺②
2-4-24 ～ 2-4-29

特定保健指導③
2-5-25 ～ 2-5-30

受診勧奨・医療連携③
2-6-23 ～ 2-6-30

肝臓②
2-3-19 ～ 2-3-23

睡眠時無呼吸症候群
2-4-18 ～ 2-4-23

消化器（上部消化管）④
2-5-20 ～ 2-5-24

ロコモティブシン
ドローム・フレイ

ル②
2-6-19 ～ 2-6-23

人間ドック健診
施設機能その他
2-7-17 ～ 2-7-23

検査法（遺伝子、
新技術、ほか）
2-8-12 ～ 2-8-18

日本人間ドック学会会員集会

組織運営
（施設運営）
2-10-16 ～
2-10-19

特定健診
2-10-20 ～ 2-10-24

がん全般
2-11-16 ～ 2-11-23

外国人（健診
ツーリズム）
2-11-24 ～
2-11-27

ランチョン
セミナー 13

ホロジック
ジャパン株式会社

ランチョン
セミナー 14
栄研化学株式会社

ランチョン
セミナー 15
株式会社 JMDC ／

NK メディコ株式会社

ランチョン
セミナー 16

株式会社
リンケージ

ランチョン
セミナー 17

デンカ生研
株式会社

ランチョン
セミナー 18

ランチョン
セミナー 19

フクダ電子
株式会社

ランチョン
セミナー 20

ロシュ・ダイアグノス
ティックス株式会社

ランチョン
セミナー 21

伏見製薬株式会社／
株式会社日立製作所

ランチョン
セミナー 22

ニットーボー
メディカル株式会社

ポスター撤去

企業展示

閉会式

17：0016：0015：0014：00 18：00 19：00 20：0013:0030

17：0016：0015：0014：00 18：00 19：00 20：0013:0030
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一般演題（口頭発表）　座長一覧

1日目　8月 30日（木）
会　　場 セッション名 演題番号 時　　間 座　　長
第 2会場

2F　中会議室 201
ヘリコバクター・ピロリ① 1-2-01 ～ 1-2-09 11:00 ～ 12:30 井上　和彦
プレナリーセッション 1-2-10 ～ 1-2-15 16:00 ～ 17:30 荒瀬　康司

第 3会場
3F　中会議室 301B

消化器（上部消化管）① 1-3-01 ～ 1-3-09 11:00 ～ 12:30 中川　高志
肝臓① 1-3-10 ～ 1-3-14 14:00 ～ 14:50 三原　修一
消化器（上部消化管）② 1-3-15 ～ 1-3-23 14:50 ～ 16:20 岩男　　泰

第 4会場
3F　中会議室 301A

膵臓・胆管 1-4-01 ～ 1-4-08 11:00 ～ 12:20 田中　幸子
乳腺① 1-4-09 ～ 1-4-14 14:00 ～ 15:00 櫻井　健一
脂質代謝 1-4-15 ～ 1-4-23 15:00 ～ 16:30 村上　正巳

第 5会場
3F　中会議室 302B

診断 - その他 1-5-01 ～ 1-5-08 11:00 ～ 12:20 武藤　繁貴
動脈硬化① 1-5-09 ～ 1-5-14 14:00 ～ 15:00 福井　敏樹
肥満、メタボリックシンドローム① 1-5-15 ～ 1-5-21 15:00 ～ 16:10 丹羽　利充

第 6会場
3F　中会議室 302A

受診勧奨・医療連携① 1-6-01 ～ 1-6-08 11:00 ～ 12:20 村田　雅彦
ロコモティブシンドローム・フレイル① 1-6-09 ～ 1-6-12 14:00 ～ 14:40 土屋　　敦
受診勧奨・医療連携② 1-6-13 ～ 1-6-19 14:40 ～ 15:50 笹森　　斉

第 7会場
3F　小会議室

303+304

呼吸器 1-7-01 ～ 1-7-08 11:00 ～ 12:20 瀧澤　弘隆
腎、尿路① 1-7-09 ～ 1-7-14 14:00 ～ 15:00 足立　雅樹
国際セッション IS-01 ～ IS09 15:00 ～ 16:30 鏑木　淳一

第 8会場
3F　小会議室

306+307

子宮、卵巣 1-8-01 ～ 1-8-08 11:00 ～ 12:20 半藤　　保
飲酒・喫煙 1-8-09 ～ 1-8-11 14:00 ～ 14:30 中村　正和
脳、神経、認知症 1-8-12 ～ 1-8-18 14:30 ～ 15:40 天野　隆弘

第 10会場
1F　展示ホール B

特設会場 1

保健指導全般① 1-10-01 ～ 1-10-08 11:00 ～ 12:20 折津　政江
特定保健指導① 1-10-09 ～ 1-10-14 14:00 ～ 15:00 津下　一代
受診者サービス② 1-10-15 ～ 1-10-23 15:00 ～ 16:30 髙田　幹夫

第 11会場
1F　展示ホール B

特設会場 2
受診者サービス① 1-11-01 ～ 1-11-09 11:00 ～ 12:30 日野原茂雄

例：1-2-01
演題番号

会場
期　日
1：1日目
2：2日目

「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」
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２日目　８月 31日（金）
会　　場 セッション名 演題番号 時　　間 座　　長
第 2会場

2F　中会議室 201
保健指導全般③ 2-2-01 ～ 2-2-06 14:00 ～ 15:00 小松　淳子
受診者サービス④ 2-2-07 ～ 2-2-12 15:00 ～ 16:00 森山　　優

第 3会場
3F　中会議室 301B

消化器（上部消化管）③ 2-3-01 ～ 2-3-09 　8:30 ～ 10:00 熊倉　泰久
ヘリコバクター・ピロリ② 2-3-10 ～ 2-3-18 10:00 ～ 11:30 鎌田　智有
肝臓② 2-3-19 ～ 2-3-23 14:00 ～ 14:50 西﨑　泰弘
腹部エコー 2-3-24 ～ 2-3-28 14:50 ～ 15:40 水間　美宏

第 4会場
3F　中会議室 301A

肥満、メタボリックシンドローム② 2-4-01 ～ 2-4-08 　8:30 ～　9:50 杉森　裕樹
コンピュータシステム・ICT 2-4-09 ～ 2-4-13 　9:50 ～ 10:40 高木　重人
尿酸代謝 2-4-14 ～ 2-4-17 10:40 ～ 11:20 山田　千積
睡眠時無呼吸症候群 2-4-18 ～ 2-4-23 14:00 ～ 15:00 三間　　聡
乳腺② 2-4-24 ～ 2-4-29 15:00 ～ 16:00 諸田　哲也

第 5会場
3F　中会議室 302B

動脈硬化② 2-5-01 ～ 2-5-05 　8:30 ～　9:20 渡辺　賢一
腎、尿路② 2-5-06 ～ 2-5-12 　9:20 ～ 10:30 清水不二雄
特定保健指導② 2-5-13 ～ 2-5-19 10:30 ～ 11:40 岸本　憲明
消化器（上部消化管）④ 2-5-20 ～ 2-5-24 14:00 ～ 14:50 加藤　智弘
特定保健指導③ 2-5-25 ～ 2-5-30 14:50 ～ 15:50 宮脇　尚志

第 6会場
3F　中会議室 302A

循環器 2-6-01 ～ 2-6-06 　8:30 ～　9:30 髙谷　典秀
血圧、脈拍、診察 2-6-07 ～ 2-6-11 　9:30 ～ 10:20 和田　高士
指導その他 2-6-12 ～ 2-6-18 10:20 ～ 11:30 小口　　淳
ロコモティブシンドローム・フレイル② 2-6-19 ～ 2-6-23 14:00 ～ 14:50 澤田　　亨
受診勧奨・医療連携③ 2-6-24 ～ 2-6-30 14:50 ～ 16:00 大本　由樹

第 7会場
3F　小会議室

303+304

眼、耳、鼻、咽、喉頭 2-7-01 ～ 2-7-06 　8:30 ～　9:30 藤島　　治
内分泌・感染・骨 2-7-07 ～ 2-7-11 　9:30 ～ 10:20 廣岡　　孝
再検査・精密検査 2-7-12 ～ 2-7-16 10:20 ～ 11:10 中尾　治彦
人間ドック健診施設機能その他 2-7-17 ～ 2-7-23 14:00 ～ 15:10 北　　嘉昭

第 8会場
3F　小会議室

306+307

身体活動 2-8-01 ～ 2-8-05 　8:30 ～　9:20 大井　利夫
栄養・食生活 2-8-06 ～ 2-8-11 　9:20 ～ 10:20 佐藤　祐造
検査法（遺伝子、新技術、ほか） 2-8-12 ～ 2-8-18 14:00 ～ 15:10 山門　　實

第 10会場
1F　展示ホール B

特設会場 1

糖代謝 2-10-01 ～ 2-10-07 　8:30 ～　9:40 伊藤千賀子
保健指導全般② 2-10-08 ～ 2-10-15 　9:40 ～ 11:00 宮下　正弘
組織運営（施設運営） 2-10-16 ～ 2-10-19 14:00 ～ 14:40 古谷　　亮
特定健診 2-10-20 ～ 2-10-24 14:40 ～ 15:30 福田　　洋

第 11会場
1F　展示ホール B

特設会場 2

受診者サービス③ 2-11-01 ～ 2-11-07 　8:30 ～　9:40 松木　隆央
消化器（下部消化管） 2-11-08 ～ 2-11-15 　9:40 ～ 11:00 髙橋　直樹
がん全般 2-11-16 ～ 2-11-23 14:00 ～ 15:20 田畑　正司
外国人（健診ツーリズム） 2-11-24 ～ 2-11-27 15:20 ～ 16:00 李　　正男
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ポスター会場案内図
一般演題（ポスター発表）

拡大図

座長一覧
会　　場 セッション名 ch 演題番号 時　　間 座　　長

ポスター会場
1F　展示ホール B

８
月
30
日
（
木
）

循環器・動脈硬化 １ P-1-01 ～ P-1-10

16:30 ～ 17:30

桝田　　出
呼吸器 ２ P-1-11 ～ P-1-13 山口　宏茂
消化器 ３ P-1-14 ～ P-1-17 菅野壮太郎
ロコモティブシンドローム・フレイル・
身体活動 ４ P-1-18 ～ P-1-21 稲次　潤子

保健指導全般 ５ P-1-22 ～ P-1-25 藤川　るみ
受診勧奨・医療連携・再検査・精密検査 ６ P-1-26 ～ P-1-33 清水　正雄
組織運営（施設運営） ７ P-1-34 ～ P-1-38 大塚　博紀
コンピュータシステム・ICT・その他 ８ P-1-39 ～ P-1-43 工藤雄一朗

８
月
31
日
（
金
）

プレナリーセッション １ P-2-01 ～ P-2-06

11:30 ～ 12:30

鏑木　淳一
がんその他 ２ P-2-07 ～ P-2-11 亀井　一彦
肥満、メタボリックシンドローム ３ P-2-12 ～ P-2-14 新　　智文
肝、胆、膵 ４ P-2-15 ～ P-2-18 伊藤美奈子
眼・認知症 ５ P-2-19 ～ P-2-20 吉田　泰行
特定保健指導 ６ P-2-21 ～ P-2-31 小林　隆司
栄養・食生活・喫煙 ７ P-2-32 ～ P-2-36 畠山　雅行
受診者サービス・外国人（健診ツーリズム） ８ P-2-37 ～ P-2-43 小田夏奈江

第10会場

ポスター展示会場

企業展示会場

第11会場

2017 年度　機能評価認定施設表彰制度　受賞施設紹介
8 月 30 日（木）14:30 ～ 16:30

「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」
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1ch

赤外線レシーバーの使用方法

	■	レシーバーについての詳細
　ポスター会場では複数のセッションを同時進行します。会場内が混雑し発表者の声が聞き取りづらい場合
など、会場内であれば離れた場所からも、レシーバーを使用していただければお聞きになりたいセッション
を鮮明に聞くことができます。
　ポスター受付にてレシーバーを配付いたしますのでご活用ください。
　レシーバーは必ずポスター受付にご返却ください。※会場外への持ち出しはご遠慮ください。

受光部（ここを遮ると受信ができません）

イヤホンジャック挿し口

①　on ボタンを長押して
　　電源を入れてください。
　　※イヤホンを挿した状態でないと電源は入りません。

②　レシーバー右横のスイッチを操作して
　　お聞きしたいポスターグループ番号に
　　チャンネルを合わせて下さい
　　※中央の画面に選択されたチャンネルが表記されます。

③　レシーバー左横のスイッチを操作して
　　お好みの音量に調整してください。
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日本人間ドック学会　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 3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）」

「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」
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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）
■ 日　　時：2018 年 9 月 1 日（土）9：20 ～ 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　2F　メインホール

※ サテライト会場を予定しておりましたが、メインホールのみの開催となります。
■ 参加資格：Ａ）人間ドック認定医等（資格希望者）
　　　　　　 Ｂ）新制度人間ドック健診専門医（H24 年度以降認定・更新者）
■ 定　　員：1,100 名【オンライン締切：8 月24 日（金）オンライン申込締切後は学会事務局までお問い合わせください】
■ 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
9：20 ～   9：35　開会挨拶（予定）
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　企画戦略局長
12：45 ～　　　　A）認定医等（資格希望者）→ 参加シールを配布します
　　　　　　　　　 B）新制度人間ドック健診専門医 → 修了証を提出いただきます

※ 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
の受講でさらに 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。

※会場までのアクセス（バス）について
【往路】　往路については、通常の路線バスに下記の時間帯、増便しますのでご利用ください。
　　　　日　時：2018 年 9 月 1 日（土）8 時 ～ 9 時頃
　　　　乗り場：新潟駅　万代口バスターミナル 3 番線乗り場より　新潟交通「 佐渡汽船線」に乗車
　　　　　　　　「朱鷺メッセ」バス停下車　　料金：210 円

【復路】　 復路については、研修会終了後、朱鷺メッセ会場より 2 経路（新潟駅行、新潟空港行）のシャトルバスを発車致
します。料金は無料です。（オンライン参加申込時に人数把握の為、シャトルバスの利用について✓をお願いして
おりますが、バス利用に✓されても予約制ではなく、乗車を確約するものではございませんのでご了承下さい）

■ 申込方法：参加登録はオンライン登録となります。【第 59 回学術大会申込みとは別になります】
（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。）

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・専門医研修会担当
TEL：03-3265-0079（9：00 ～ 17：00　平日のみ）
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第 1会場（2F　メインホール）

■	開会式	 8：30～ 9：00

■	学術大会長講演	 9：00～ 9：30
「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　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	 　9：30~10：00
「岐路に立つ人間ドック健診－人間ドック学会はどう対応するか－」

座長：加藤　公則（新潟大学大学院生活習慣病予防検査医学講座　教授／
　　　　　　　　　一般社団法人新潟県労働衛生医学協会）
演者：篠原　幸人（ 公益社団法人日本人間ドック学会　理事長／東海大学　名誉教授／
　　　　　　　　　国家公務員共済組合連合会立川病院　名誉院長）

■	特別講演 1  10：00～ 11：00
「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（ 秋田赤十字病院　名誉院長／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）

■	シンポジウム 1	 11：00～ 12：30
「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新たな保健指導
　　　　髙橋ちぐみ（山形県上山市役所　市政戦略課　クアオルト推進室）
　　　2 型糖尿病における IoT 活用の行動変容を介する血糖改善効果の検証：
　　　多施設共同無作為化非盲群間比較試験（PRISM-J）　　
　　　　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 /
　　　　　　　　　　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（淀さんせん会　金井病院　ヘルスプロモーションセンター）

主要プログラム
1日目（8月 30日（木））

「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」
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　　　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	 14：00～ 15：30
「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 / 東京慈恵医科大学　客員教授）
　　　児玉　省二（医療法人恒仁会　新潟南病院　産婦人科　部長）
演者：Lynch 症候群について

①子宮体がんについて
　児玉　省二 （新潟南病院　産婦人科　部長）
②家族性大腸がんについて
　石川　秀樹 （京都府立医科大学　分子標的癌予防医学　大阪研究室）
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）
新潟県における HBOC 診療体制の確立に向けての取り組み
　西野　幸治 （新潟大学大学院歯学総合研究科　家族性・遺伝性腫瘍学講座　准教授）

■	特別講演 2	 15：30～ 16：30
「健康寿命の延伸と医療政策を取り巻く今日的課題」

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）

■	おもてなし企画	 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。

第 2会場（2F　中会議室 201）

■	教育講演 1	 14：00～ 15：00
「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）

主
要
プ
ロ
グ
ラ
ム

1
日
目　
8
月
30
日（
木
）
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■	教育講演 2	 15：00～ 16：00
「人間ドック・健診における運動・身体活動のすすめ方」

座長：杉森　裕樹（大東文化大学　スポーツ・健康科学部看護学科　学科長）
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）

第 9会場（4F　国際会議室）

■	特別企画 1	 11：00～ 12：30
「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（人間ドック健診施設機能評価委員会　委員長）
演者：1.「人間ドック健診施設機能評価事業が目指してきたこと」
　　　　　野村　幸史（人間ドック健診施設機能評価委員会委員長）
　　　2.「評価基準 Ver.3.0 の審査総括」
　　　　　那須　　繁（人間ドック健診施設機能評価委員会副委員長）
　　　3.「Ver.4.0 が目指すもの」
　　　　　石坂　裕子（人間ドック健診施設機能評価委員会副委員長・
　　　　　　　　　　　Ver.4.0 作成検討小委員会委員長）
　　　4.「保険者が求める健診機関とは」
　　　　　小松原祐介（健康保険組合連合会保健部　保健部長）

＊ 保健事業としての健診に対する期待は大きい一方で、人間ドック健診を取り巻く環境は厳しくなりつつあります。14 年余の評価事業を振り返
るとともに、保険者の視点やがん検診を巡る動向などを踏まえて、今後の人間ドック健診施設に求められる機能を、Ver.4.0 および新たな評
価事業を提示して議論します。

■	特別企画 2	 15：45～ 17：45
「第 5回健診看護実務者研究会」

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。

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」
（1）内　　容：グループ形式でのワークとディスカッション
（2）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）
（3）参 加 者：健診業務での実務担当者
（4）申込方法：NPO 法人日本人間ドック健診協会のホームページよりお申込みください
※主催：NPO 法人日本人間ドック健診協会

第 11会場（1F　展示ホール B　特設会場 2）

■	特別企画 5	 15：30～ 16：30
「超音波検査ライブセミナー　血管エコーの人間ドックへの応用」

演者：榛沢　和彦（新潟大学先進血管病・塞栓症治療予防講座　特任教授）

「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」
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2 日目（8月 31日（金））
第1会場（2F　メインホール）

■	シンポジウム 3	 8：30～ 10：30
「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　淳風会健康管理センター　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（国立研究開発法人国立がん研究センター中央病院　放射線診断科　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新潟病院　がん予防総合センター長）
　　　大腸癌検診におけるカプセル内視鏡の可能性
　　　　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	 10：30～ 12：30
「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（一般社団法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
　　　　髙谷　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）
　　　働き方の改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）

主
要
プ
ロ
グ
ラ
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）
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■	市民公開講座	 14：00~15：30
「乳がんの事をもっと知りましょう」

 第一部「乳がん死亡の減少に向けての第一歩」
演者：佐藤　信昭　（新潟県立がんセンター新潟病院　院長）

 第二部　フリーディスカッション
スペシャルゲスト：山田　邦子さん
パネリスト：佐藤　信昭（新潟県立がんセンター　新潟病院　院長）
MC：伊勢みずほ（フリーアナウンサー）

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
（1）3 賞受賞者紹介・賞品授与
（2）最優秀賞作品朗読
（3）記念撮影

第 2会場（2F　中会議室 201）

■	教育講演 3	 8：30～ 9：30
「人間ドック・健診で使える心電図の know-how」

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）

■	教育講演 4	 9：30～ 10：30
「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：廣瀬　佳恵（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	 10：30～ 11：30
「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）

第 9会場（4F　国際会議室）

■	特別企画 3	 8：30～ 10：30
「超音波検査ライブセミナー　腹部」

腹部超音波検査肝臓・腎臓の描出の point
　演者：小川　眞広（日本大学病院　超音波検査室室長）

「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」
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膵胆道領域の超音波解剖と描出法を極める
　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	 10：30～ 11：30
「子宮頸がん検診－細胞採取の実際－」

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）
演者：小田　瑞恵（ 医療法人社団　こころとからだの元氣プラザ　婦人科　診療部長／東京慈恵会　

医科大学　産婦人科）

■	日本人間ドック学会会員集会	 14：00～ 16：00
 ・2018年度　事業計画・収支予算　報告

報告：篠原　幸人（日本人間ドック学会　理事長）
　　　那須　　繁（日本人間ドック学会　財務担当理事）

 ・第 60回日本人間ドック学会学術大会について
報告：学術大会長：井上和彦（一般財団法人淳風会　淳風会健康管理センター　センター長）

 ・各種委員会報告
①『学術委員会　喫煙対策小員会　施設アンケート最終報告と喫煙に関する標準問診の改訂』
　　報告：中村　正和（学術委員会　喫煙対策小員会　委員長）
②『生活習慣の是正はＣＫＤの進展を抑制できるか？』
　　報告：津下　一代（人間ドック健診の有用性に関する大規模研究委員会　アドバイザリーボード）
③『わが国における出生年別にみたＨＣＶおよびＨＢＶ感染保有率の推計』
　　報告：井上真奈美（人間ドック健診の有用性に関する大規模研究委員会　委員）
④『人間ドックデータから算出したＣ・Ｄ判定率と職域定期健康診断の有所見率との比較』
　　報告：和田　高士（人間ドック健診の有用性に関する大規模研究委員会　副委員長）

 ・表彰式
人間ドック健診施設機能評価優秀賞
・社会福祉法人　聖隷福祉事業団　聖隷佐倉市民病院　健診センター
・一般社団法人　ぎふ綜合健診センター
・高知赤十字病院　健康管理センター
・横浜市立みなと赤十字病院
・医療法人　新生会　総合病院高の原中央病院　人間ドックセンター
・医療法人社団　こころとからだの元氣プラザ

 2017 年度　学会誌優秀論文賞

■	閉会式	 16：00～ 16：30
プレナリーセッション最優秀口頭・ポスター（学術大会長賞）表彰式
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ランチョンセミナー
１日目（８月30日（木））

■	ランチョンセミナー１	 12:45 ～ 13:45　第１会場（2F　メインホール）

これからの肝疾患に対する先制医療
座長：青栁　　豊（厚生連新潟医療センター　消化器病センター長）
演者：寺井　崇二（新潟大学大学院医歯学総合研究科　消化器内科学分野　教授）

共催：アッヴィ合同会社

■	ランチョンセミナー２	 12:45 ～ 13:45　第２会場（2F　中会議室 201）　

人間ドックで見つかる腎臓の病気～多発性嚢胞腎の診断・治療の進歩を踏まえて～
座長：成田　一衛（新潟大学大学院医歯学総合研究科　腎・膠原病内科学分野　教授）
演者：土谷　　健（東京女子医科大学　血液浄化療法科　教授）

共催：大塚製薬株式会社

■	ランチョンセミナー３	 12:45 ～ 13:45　第３会場（3F　中会議室 301B）　

アミノインデックス®生活習慣病リスクスクリーニング（AILS（エーアイエルエス）®）
座長：髙谷　典秀（医療法人社団同友会　理事長）
演者：五十川陽洋（三井記念病院糖尿病代謝内科　部長）

共催：味の素株式会社

■	ランチョンセミナー４	 12:45 ～ 13:45　第４会場（3F　中会議室 301A）　

人間ドック・職域における子宮頸がん検診および子宮頸がん予防の重要性
座長：榎本　隆之（新潟大学大学院医歯学総合研究科　産科婦人科学　教授）
演者：当会での液状処理細胞診（LBC）の導入効果と有用性
　　　　長谷川暢子（一般財団法人  京都工場保健会　産業保健推進室　医長）
　　　液状処理細胞診（LBC）を応用した大規模疫学研究：NIIGATA STUDY
　　　～日本人若年女性のHPV感染状況～
　　　　山口真奈子（新潟大学大学院医歯学総合研究科　産科婦人科学）

共催：日本ベクトン・ディッキンソン株式会社

「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」
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■ ランチョンセミナー５ 12:45 ～ 13:45　第５会場（3F　中会議室 302B）　

人間ドックにおける ABC 分類の有効活用
― L タイプワコー H. ピロリ抗体・J の有用性も含めて―

座長：河合　　隆（東京医科大学　消化器内視鏡学（内視鏡センター　部長）主任教授）
演者：井上　和彦（一般社団法人淳風会　淳風会健康管理センター　センター長）

共催：富士フイルム和光純薬株式会社

■ ランチョンセミナー６ 12:45 ～ 13:45　第６会場（3F　中会議室 302A）　

ロコモ健診 〜運動器健診の新たな可能性〜
座長：泉田　良一（社会福祉法人　仁生社　江戸川病院　慶友人工関節センター長）
演者：健康長寿に不可欠なロコモティブシンドローム対策 〜ロコモの概念・評価法・重要性〜
　　　　石橋　英明（医療法人社団　愛友会　伊奈病院　整形外科部長／ NPO 法人　高齢者運動器疾患研究所　代表理事）
　　　健康寿命の延伸を目指した人間ドックオプションの実際 〜下肢筋力に着目した運動指導〜
　　　　内田　輝美（公立学校共済組合　近畿中央病院　人間ドック棟　副看護部長・慢性疾患看護専門看護師）

共催：ロコモチャレンジ！推進協議会／アルケア株式会社

■ ランチョンセミナー７ 12:45 ～ 13:45　第７会場（3F　小会議室 303+304）　

歯周病の早期発見・早期治療は全身の健康に寄与する
座長：久保　　明（常葉大学健康科学部　教授）
演者：花田　信弘（鶴見大学歯学部探索歯学講座　主任教授）

共催：栄研化学株式会社／株式会社 LSI メディエンス

■ ランチョンセミナー８ 12:45 ～ 13:45　第８会場（3F　小会議室 306+307）　

眼は体の窓！これからの人間ドック OCT の活用法
座長：足立　雅樹（埼玉医科大学病院健康管理センター　センター長）
演者：OCT（3 次元眼底検査）による次世代の眼底検査
　　　　中野　　匡（東京慈恵会医科大学　眼科学講座　主任教授）
　　　人間ドックオプション検査での OCT の有用性
　　　　有田　信和（埼玉医科大学病院健康管理センター　臨床検査技師　システムマネージャー）

共催：株式会社トプコン
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■	ランチョンセミナー９	 12:45 ～ 13:45　第９会場（4F　国際会議室）　

寿命革命：『健康ビッグデータ』と『新型健診』で新たな価値創出＆健診センターの
発送業務省力化と個人情報保護対策

（弘前大 COI とピツニーボウズジャパンのコラボセッション）

演者：弘前大COI が『健康ビックデータ』と『新型健診』で挑む、健康意識・行動の変容
　　　　村下　公一（弘前大学　教授　副理事（研究担当）COI 研究推進機構戦略統括）
　　　健診センター発送業務の省力化と信頼性向上の事例
　　　　堀内　　朗（ピツニーボウズジャパン株式会社　SMB ソリューション　ディレクター）

共催：ピツニーボウズジャパン株式会社

■	ランチョンセミナー 10	 12:45 ～ 13:45　第 10会場（1F　展示ホール B　特設会場１）　

健診・人間ドックで見つかる石綿ばく露所見と将来のがんリスク
座長：白井　和夫（独立行政法人環境再生保全機構　石綿健康被害救済部長）
演者：森永　謙二（独立行政法人環境再生保全機構　石綿健康被害救済部　顧問医師）

共催：独立行政法人環境再生保全機構

■	ランチョンセミナー 11	 12:45 ～ 13:45　第 11会場（1F　展示ホール B　特設会場２）　

ハート検診－ BNP と心筋トロポニン I（cTnI）の組み合わせ検査による循環器疾患
の早期発見

座長：河邊　博史（慶應義塾大学名誉教授）
演者：須川　　聡（アボットジャパン株式会社　学術部　マネジャー）

共催：アボットジャパン株式会社

「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」
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２日目（８月31日（金））

■	ランチョンセミナー 12	 12:45 ～ 13:45　第１会場（2F　メインホール）

Toxic-AGEs（TAGE）と生活習慣病
～非アルコール性脂肪肝炎（NASH）、食後高血糖、心血管疾患から不妊症まで～

座長：加藤　公則（第 59 回日本人間ドック学会大会長）
演者：竹内　正義（金沢医科大学総合医学研究所先端医療研究領域糖化制御研究分野　教授）

共催：Bloom Technology 株式会社 /
一般社団法人　新潟労働衛生医学協会

■	ランチョンセミナー 13	 12:45 ～ 13:45　第２会場（2F　中会議室 201）

こう変わる子宮頸がん検診の実際
～厚生労働省　職域におけるがん検診に関するマニュアルから考える～

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：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）

共催：ホロジックジャパン株式会社

■	ランチョンセミナー 14	 12:45 ～ 13:45　第３会場（3F　中会議室 301B）

日野市の糖尿病性腎症重症化予防
～ビッグデータを用いた日野方式・微量アルブミン尿検査の国保特定健診への導入～

座長：竜崎　崇和（東京都済生会中央病院　副院長　腎臓内科部長）
演者：村上　円人（佐野厚生総合病院　院長・透析センター長）

共催：栄研化学株式会社

■	ランチョンセミナー 15	 12:45 ～ 13:45　第４会場（3F　中会議室 301A）

医療ビッグデータを活用した新たな健康指標～健康年齢の有用性～
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：宮島　孝直（一般財団法人津山慈風会　津山中央病院　副院長（システム・事務・健診担当））

共催：株式会社 JMDC／NKメディコ株式会社
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■	ランチョンセミナー 16	 12:45 ～ 13:45　第５会場（3F　中会議室 302B）

ICT や最新のエビデンスを活用した禁煙支援・治療の方法と実際
（加熱式たばこ使用者への対応を含む）

座長：武藤　繁貴（社会福祉法人聖隷福祉事業団　聖隷健康診断センター　所長）
演者：中村　正和（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）

共催：株式会社リンケージ

■	ランチョンセミナー 17	 12:45 ～ 13:45　第６会場（3F　中会議室 302A）

超悪玉 small dense LDL コレステロールの測定意義と人間ドックでの活かし方
座長：田中　　明（女子栄養大学　栄養クリニック　所長）
演者：藍　　真澄（東京医科歯科大学　医学部附属病院　保険医療管理部　部長・教授）

共催：デンカ生研株式会社

■	ランチョンセミナー 18	 12:45 ～ 13:45　第７会場（3F　小会議室 303+304）

人間ドックにおける BNP の役割を明確にする
座長：和泉　　徹（医療法人恒仁会　新潟南病院　統括顧問／北里大学　名誉教授）
演者：新しい心不全診療ガイドラインに基づいた BNP検査の位置づけ
　　　　桝田　　出（医療法人財団康生会　武田病院健診センター　所長／京都大学医学部　臨床教授）
　　　心原性脳塞栓症の発症予測因子としての BNP：従来のバイオマーカーを超える有用性
　　　　中村　元行（社団医療法人新和会　宮古山口病院　特別顧問／岩手医科大学　名誉教授）

共催：塩野義製薬株式会社 /東ソー株式会社 /株式会社 LSI メディエンス /
シーメンスヘルスケア・ダイアグノスティクス株式会社 /

積水メディカル株式会社 /富士レビオ株式会社 /
アリーア メディカル株式会社

■	ランチョンセミナー 19	 12:45 ～ 13:45　第８会場（3F　小会議室 306+307）

検診にみる心電図をどう活かすか－ J波症候群、P波について－
座長：池主　雅臣（新潟大学医学部　保健学科　教授）
演者：相澤　義房（新潟大学　名誉教授／医療法人立川メディカルセンター　研究開発部長）

共催：フクダ電子株式会社

「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」
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■	ランチョンセミナー 20	 12:45 ～ 13:45　第９会場（4F　国際会議室）

ビタミンDと骨折リスク
座長：福武　勝幸（東京医科大学　臨床検査医学講座　主任教授）
演者：玉置　淳子（大阪医科大学　衛生学・公衆衛生学教室　教授）

共催：ロシュ・ダイアグノスティックス株式会社

■	ランチョンセミナー 21	 12:45 ～ 13:45　第 10会場（1F　展示ホール B　特設会場１）

座長：樋口　健史（新潟市民病院　放射線診断科　科部長）
演者：AI による画像診断支援の取組
　　　　白旗　　崇（ 株式会社日立製作所　ヘルスケアビジネスユニット
　　　　　　　　　　診断システム事業部　ソリューションビジネス本部　診断支援ソリューション部）
　　　CTコロノグラフィーによる大腸スクリーニングの実際
　　　～ワークステーション（実機）を用いた早期病変拾い上げ診断の `How to Know` ～
　　　　飯沼　　元（国立がん研究センター中央病院　放射線診断科　医長）

共催：伏見製薬株式会社／株式会社日立製作所

■	ランチョンセミナー 22	 12:45 ～ 13:45　第 11会場（1F　展示ホール B　特設会場２）

健診に尿アルブミンをどう役立てるか
座長：渡辺　清明（慶応大学医学部名誉教授／ NPO 法人東京臨床検査医学センター所長）
演者：伊藤　喜久（公益社団法人ライフ・エクステンション研究所付属　永寿総合病院　臨床検査科部長）

共催：ニットーボーメディカル株式会社

ラ
ン
チ
ョ
ン
セ
ミ
ナ
ー

２
日
目　
8
月
31
日（
金
）

The 59th Annual Scientific Meeting of Japan Society of Ningen Dock
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一 般 演 題
（口頭発表）

プログラム

１日目　８月 30日（木）

例：1-2-01

演題番号

会場
期　日
1：1日目
2：2日目



１日目（８月30日（木））

ヘリコバクター・ピロリ①（口頭発表）第 2 会場（2F 中会議室 201） 【11:00 ～ 12:30】
座長：井上　和彦（一般財団法人淳風会　淳風会健康管理センター　センター長）

1-2-01	 当院の任意型検診におけるHelicobacter	pylori 感染率の 12年間の推移
○田中　芳次 1	 松浦　貴彦 2	 佐々木英治 3	 奥田　英裕 1	 吉岡　辰泰 1	 岡崎　陽子 1　
　織田　寛子 1	 畠山　　令 1	 石井　浩崇 1

NTT 東日本伊豆病院　医療技術部　臨床検査室 1　　NTT 東日本伊豆病院　診療部　予防医学科 2

NTT 東日本伊豆病院　医療技術部　放射線室 3

1-2-02	 人間ドック受診者におけるヘリコバクター・ピロリ（HP）感染が健診データに及ぼす影響の検討
○井芹　有紀 1	 大山　　隆 1	 宮川　純子 1	 林　　　愛 1	 富樫　理子 1	 酒見　隆信 1　
　梅村　　創 1	 南　美和子 1	 市場　正良 2	 岩坂　　剛 1	
医療法人社団　高邦会　高木病院　予防医学センター 1　　佐賀大学医学部　社会医学講座 2

1-2-03	 ヘリコバクター・ピロリ感染の既往が健診結果に与える影響について
○高森　行宏	 米本　智美	 遠藤真紀子

（公財）田附興風会　北野病院　健康管理センター

1-2-04	 人間ドックで診断されたHelicobacter	pylori 感染胃炎症例における除菌の現状と対策
	 −胃年齢の数値化による受診勧奨の試み−

○安田　　貢 1	 佐野　　愛 1	 龍田　美和 2	 前田　　剛 3	 厚井　文一 3	 森　　由弘 4　
　荒川裕佳子 4	 村尾　　敏 5

KKR 高松病院　人間ドックセンター 1　　KKR 高松病院　消化器内科 2　　KKR 高松病院　内科 3

KKR 高松病院　呼吸器内科 4　　KKR 高松病院　糖尿病内科 5

1-2-05	 人間ドックにおける血清ピロリ菌抗体陰性高値例の検討
○矢島　義昭 1	 太田　英孝 1	 松本　　健 1	 錦戸　　崇 1	 石井　秀和 1	 戸塚　真弓 2　
　黒澤　　功 3

黒沢病院附属ヘルスパーククリニック　内科 1　　黒沢病院附属ヘルスパーククリニック　健診部 2

黒沢病院附属ヘルスパーククリニック　泌尿器科 3

1-2-06	 	内視鏡的に胃炎の所見を有する抗ヘリコバクターピロリ IgG抗体陰性例に他の感染診断法を追
加する妥当性の検討
○阿座上聖史	 宮崎　雅也	 涌島　　宏	 野俣浩一郎	 武冨　勝彦	 宮崎　久彌
三佼会宮崎診療所

1-2-07	 当院での血中ピロリ抗体陰性高値者のフォローに関する検討
○水島　孝明	 海野　正俊	 金田　道弘	 秋田　育江	 岡本　恵子
金田病院

1-2-08	 LZ テスト ‘ 栄研 ’H. ピロリ抗体を用いたH.pylori 感染の判定基準の再評価についての検討
○河原崎綾子 1	 溝上　祐香 1	 阿尾　浩子 1	 宮崎　文恵 1	 斉藤　花絵 1	 深地　幸恵 1　
　岡部佳代子 1	 園尾　広志 2	 小林　　亮 2

社会医療法人生長会　ベルクリニック　臨床検査室 1　　社会医療法人生長会　ベルクリニック　診療部 2

1-2-09	 各種血清ヘリコバクターピロリ抗体を用いたABC分類の評価
○井上　和彦 1	 久本　信実 2	 鎌田　智有 3	 春間　　賢 1

淳風会健康管理センター 1　　淳風会ロングライフホスピタル 2　　川崎医科大学総合医療センター総合健診センター 3
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プレナリーセッション（口頭発表）第 2 会場（2F 中会議室 201） 【16:00 ～ 17:30】
座長：荒瀬　康司（虎の門病院付属健康管理センター・画像診断センター）

1-2-10	 職域健診において血清高分子量アディポネクチン濃度低値は 5年後の耐糖能悪化と関連する
○広瀬　　寛 1,2,3	 高山美智代 2	 清水　良子 2,3	 井上　　詠 2,3	 森　　正明 1	
　岩男　　泰 2,3

慶應義塾大学　保健管理センター 1　　慶應義塾大学病院　予防医療センター 2　　慶應義塾大学　医学部　内科 3

1-2-11	 人間ドックにおける視野検査の有用性
○和田　高士 1	 寺内　　稜 2	 加藤　秀一 3	 加地　正伸 3	 加藤　智弘 3	 立道　昌幸 4　
　中野　　匡 2

東京慈恵会医科大学　大学院　健康科学 1　　東京慈恵会医科大学　眼科学 2

東京慈恵会医科大学　総合健診・予防医学センター 3　　東海大学医学部　基盤診療学系衛生学公衆衛生学 4

1-2-12	 ‘ 正常者 ’ の “ 白質病変 ”に関する研究―eGFRを中心にした検討―
○西山こころ 1	 荒井　孝子 1	 松浦　明美 1	 伊藤　　暖 1	 東野　定律 2	 武田　英孝 3　
　池田　俊也 4	 天野　隆弘 3,4

静岡県立大学　看護学部 1　　静岡県立大学　経営情報学部 2　　山王メディカルセンター 3

国際医療福祉大学　医学部 4

1-2-13	 人間ドックにおける大腸CT検査―大腸がん一次検診としての有用性―
○満崎　克彦	 野村美緒子	 福永　久美	 菅　　守隆
済生会熊本病院予防医療センター

1-2-14	 随時尿による推定塩分摂取量測定の導入は人間ドック受診者の減塩と血圧低下に寄与する
	 − Niigata	Wellness	Study −

○池田　澄代 1	 本間　尚江 1	 塚本　雅子 1	 松田　和博 1	 齋藤　清美 1	 小林　篤子 1　
　小林　隆司 1	 北川　　寛 1	 佐藤　幸示 1	 加藤　公則 1,2

（一社）新潟県労働衛生医学協会 1　　新潟大学大学院　生活習慣病予防検査医学講座 2

1-2-15	 肺がん外科治癒切除患者におけるAICS（肺）ランクと予後についての検討
○東山　聖彦 1	 穴山　貴嗣 2	 岡見　次郎 1	 徳永　俊照 1	 菊池　信矢 3	 山本　浩史 3　
　池田　温子 3	 渡橋　和政 2	 今村　文生 1

大阪国際がんセンター 1　　高知大学医学部外科学第２2　　味の素株式会社 3

消化器（上部消化管）①（口頭発表）第 3 会場（3F 中会議室 301B） 【11:00 ～ 12:30】
座長：中川　高志（医療法人　大宮シティクリニック　理事長）

1-3-01	 人間ドック上部消化管内視鏡健診における胃がんリスク検診（ABC検診）D群の検討
○中村　哲之	 池田　正俊	 柴多　三省	 今　　陽一	 小沼　邦男	 眞田　利男　
　権田　晴江	 須藤　保美	 天笠　　豊	 長谷川亜矢子
SUBARU 健康保険組合　太田記念病院　健康管理センター

1-3-02	 バセドウ病発症に伴い一過性にペプシノーゲン法が陽性化した一例
○神谷　英樹 1	 内田　優一 2	 原　　尚人 3

セントラル総合クリニック　健診センター 1　　セントラル総合クリニック　消化器内科 2

筑波大学医学医療系　乳腺内分泌外科 3

1-3-03	 「胃炎の京都分類」からみた胃粘膜評価
○長谷部靖子	 渡邉　早苗	 松村　賢治	 松浦惠美子	 八木　　完
医療法人順風会　順風会健診センター
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1-3-04	 当院における成人鳥肌胃炎の検討
○小寺　　徹 1	 安田　光徳 2

医療法人　徳洲会　宇治徳洲会病院　健診センター 1　　医療法人　徳洲会　宇治徳洲会病院　消化器内科 2

1-3-05	 胃内視鏡健診における萎縮性胃炎と血中脂質の検討
○加藤　俊幸	 田辺　理子	 小林久美子	 福田　祐明	 森岡　睦美	 松浦　恵子　
　阿部　尚平	 蒲澤　杜夫	 清水不二雄	 村山　　実

（一社）新潟縣健康管理協会

1-3-06	 人間ドックにおける胃内視鏡検診―逐年受診の有用性を再考する―
○野村美緒子	 満崎　克彦	 福永　久美	 井上　悦子	 菅　　守隆
済生会熊本病院予防医療センター

1-3-07	 当院職員健診における上部消化管検査の現状と課題
○川田　和昭
静岡赤十字病院健診センター・経鼻内視鏡センター

1-3-08	 当施設の胃がん検診成績の報告
○黒沼　典剛 1	 大澤　　健 2	 薬師寺一成 1	 高村　雅礼 1	 長谷川剛志 2	 井上　博昭 2

㈱日立総合病院　日立総合健診センター 1　　㈱日立総合病院 2

1-3-09	 当健診センターで経験した消化管異物症例の検討
○谷　　瑞希	 相澤　宏樹	 楠本　雅之	 石坂　裕子
三井記念病院総合健診センター

肝臓①（口頭発表）第 3 会場（3F 中会議室 301B） 【14:00 ～ 14:50】
座長：三原　修一（みはらライフケアクリニック院長）

1-3-10	 健診腹部超音波検査における脂肪肝の実績（生活習慣とのかかわり）
○浅井　奎子 1	 福田新一郎 2	 大村　千早 2	 平井　久美 2	 小泉ルミ子 4	 西尾　　学 3

医療法人社団　石鎚会　田辺中央病院　臨床検査科 1

医療法人社団　石鎚会　田辺中央病院　健康管理センター　消化器内科 2

医療法人社団　石鎚会　田辺中央病院　健康管理センター　循環器科 3

医療法人社団　石鎚会　田辺中央病院　健康管理センター　看護部 4

1-3-11	 人間ドックにおける腹部超音波下 Shear	Wave	Elastography 測定の試み
○古谷　　亮	 木村　敦子	 小越　陽子	 山崎　史恵	 萩谷美津子	 竹下　　彰　
　山本　幸枝	 中村　　稔	 高橋　直樹
医療法人社団相和会　横浜総合健診センター

1-3-12	 低線量肺CT検査における肝脾比を用いた脂肪肝超音波診断の精度比較研究
	 2012 年度と 2017年度の比較

○藤田　佐保 1	 阿部　　彰 1	 那須井友加里 1	 吉岡　久子 1	 井上　　基 1	 須田　剛士 2　
　阿部　　淳 1

一般社団法人　上越医師会　上越地域総合健康管理センター 1

新潟大学医歯学総合病院　地域医療教育センター魚沼基幹病院　消化器内科 2

1-3-13	 アルコール体質別の飲酒と脂肪肝との関連について
○高橋　英孝 1	 小林　功幸 2

東海大学　医学部付属八王子病院　健康管理センター 1　　東京都同報援護会　昭島病院　消化器内科 2
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1-3-14	 長期縦断的調査からみたコーヒーによる脂肪肝抑制効果と臨床検査値への影響
○船津　和夫	 山下　　毅	 斗米　　馨	 影山　洋子	 和田　哲夫	 近藤　修二　
　横山　雅子	 水野　杏一
公益財団法人　三越厚生事業団　三越総合健診センター

消化器（上部消化管）②（口頭発表）第 3 会場（3F 中会議室 301B） 【14:50 ～ 16:20】
座長：岩男　　泰（慶應義塾大学病院　予防医療センター　センター長）

1-3-15	 人間ドックの上部消化管検査における食道病変と肥満度・脂質代謝の検討
○田辺　理子	 加藤　俊幸	 小林久美子	 福田　祐明	 森岡　睦美	 松浦　恵子　
　阿部　尚平	 蒲澤　杜夫	 清水不二雄	 村山　　実
一般社団法人　新潟縣健康管理協会

1-3-16	 検診での食道癌スクリーニングにおけるNBI の有用性について
○園尾　広志	 小林　　亮
社会医療法人生長会　ベルクリニック

1-3-17	 人間ドックを契機に発見された好酸球性食道炎の検討
○鎌田　智有 1	 春間　　賢 2	 井上　和彦 3	 眞部　紀明 4	 角　　直樹 1	 山中　義之 5　
　藤本　荘八 5	 久本　信實 3	 高尾　俊弘 5

川崎医科大学総合医療センター健康管理学 1　　川崎医科大学総合医療センター総合内科学２2

淳風会ロングライフホスピタル 3　　川崎医科大学検査診断学 4　　川崎医科大学健康管理学 5

1-3-18	 上部消化管内視鏡検査での食道所見と生活習慣に関しての評価
○長谷部靖子	 渡邉　早苗	 松村　賢治	 松浦惠美子	 八木　　完
医療法人順風会　順風会健診センター

1-3-19	 胸部 X線検査から発見された食道裂孔のOmental	herniation の 1例
○石坂　裕子	 相澤　宏樹	 楠本　雅之	 代田　　翠	 杼窪　　豊	 山門　　實　
　谷　　瑞希
三井記念病院　総合健診センター

1-3-20	 当施設上部消化管内視鏡検査で経験した胃底腺型胃癌の２例
○藤井　郁英	 鈴木千衣子	 久保　智子	 岡本　恭典	 三好　正規
医療法人協愛会　阿知須共立病院　総合健診センター

1-3-21	 当院健診センター人間ドック上部内視鏡で発見された EBウイルス関連性早期胃癌３例の検討
○中野浩一郎	 深尾　俊一	 伊藤　　寛	 横田　広子	 奥嶋　一武	 安藤　拓也　
　齋藤慎一郎	 前田　頼佑	 神谷　賢吾	 村瀬　寛倫
医療法人社団以心会　中野胃腸病院　健診センターなかの

1-3-22	 上部消化管内視鏡検査後に一過性全健忘症を来した 3症例
○芹澤　隆宏
甲府共立病院　健診センター

1-3-23	 人間ドック受診を契機に発見された小腸GIST の１例
○有光　研吾	 光島　　徹	 和田　亮一	 岡田　　実	 片山　信仁	 国府田桂子　
　丸　　忠師	 富田　裕邦	 安村　将人
亀田メディカルセンター幕張
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膵臓・胆管（口頭発表）第 4 会場（3F 中会議室 301A） 【11:00 ～ 12:20】
座長：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顧問）

1-4-01	 当施設における膵臓MRI 検査と腹部超音波検査との結果の比較検討
○中務　　篤	 松尾　浩二	 大角　博久	 北河　岳史	 山本　彩香	 井上　和彦　
　春間　　賢	 清水　信義	
一般財団法人淳風会　淳風会健康管理センター

1-4-02	 高周波プロープ使用を標準化した膵臓の超音波検査
○片山　和弥 1	 松本　直樹 2	 小川　眞広 2	 五ノ井　渉 3	 植松　彩子 1	 高橋　理香 1　
　平野　好絵 1	 村松　和美 1

医療法人社団　せいおう会　鶯谷健診センター 1　　日本大学医学部消化器肝臓内科 2　　東京大学医学部付属病院 3

1-4-03	 腹部超音波検査における膵描出不良所見に対する取り組み
○千田　裕子 1	 加藤理恵子 1	 伊藤　絵里 1	 内田　裕美 1	 奥田　桂子 1	 藤井　清孝 1　
　仲野　敏彦 1	 山口　和也 2	 長尾　啓一 1	 瀧澤　弘隆 1

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 1　　公益財団法人ちば県民保健予防財団 2

1-4-04	 ドック受診者での膵嚢胞性病変検出率と上腹部超音波での検出低下に関与する要因の検討
○柏木　和弘 1	 清野　隆史 1	 吉田　諭史 1	 高山美智代 1	 井上　　詠 1	 伊藤　一成 1,2　
　百島　祐貴 1,2	 杉野　吉則 1,2	 広瀬　　寛 3	 岩男　　泰 1

慶應義塾大学病院　予防医療センター 1　　慶應義塾大学　医学部　放射線科 2

慶應義塾大学　医学部　保健管理センター 3

1-4-05	 腹部超音波検診で発見される膵嚢胞について～過去 7年間の比較検討～
○福元　嘉也	 樋脇　　誠	 西　　憲文	 原口　　誠	 宮原　広典	 前之原茂穂
鹿児島厚生連病院　健康管理センター

1-4-06	 当施設人間ドック受診者における慢性膵炎の検討
○柳澤　由佳 1	 宍戸　淑子 1	 高木　健治 2	 平林　和子 2

社会医療法人財団　慈泉会　相澤健康センター　健康管理部 1

社会医療法人財団　慈泉会　相澤健康センター　診療部 2

1-4-07	 膵アミラーゼ高値者の内訳及び膵アミラーゼと推定糸球体濾過量との関連
○菅野壮太郎	 古賀　文子	 萩原　美桜	 菅原　知紀	 根上　昌子	 小川　哲史　
　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

1-4-08	 胆管癌の一例からみる総胆管拡張の経過観察について
○葛城　沙月	 安田　洋二	 熊谷　宗晃	 山岡水容子	 山本　晃之	 西村　浩美
医療法人創健会　西村診療所

乳腺①（口頭発表）第 4 会場（3F 中会議室 301A） 【14:00 ～ 15:00】
座長：櫻井　健一（日本大学医学部附属板橋病院　乳腺内分泌外科部）

1-4-09	 ＭＭＧとＵＳどちらを選びますか？～乳がん検診に対する意識調査～
○安保　沙耶	 中本沙理安	 工藤　真弓	 吹田　沙織	 田形　千恵	 鮒田亜由美
船員保険　北海道健康管理センター　放射線科

1-4-10	 乳癌検診における 2Dと 3Dマンモグラフィの比較
○内田　　賢	 中田希代子	 山下　陽子	 進藤　　仁
明治安田新宿健診センター
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1-4-11	 当施設におけるデンスブレストへの対策
○坂上さやか	 原田　恵実	 西村　美穂	 若林　美咲	 色摩　希美	 田所佳奈子　
　梶田千恵子	 野崎　浩二	 塚田　一義	 林　　建男
社会医療法人財団　石心会　アルファメディック・クリニック

1-4-12	 人間ドックにおける豊胸術後女性に対しての留意点
○栗原　照昌	 黒澤　　功
黒沢病院付属ヘルスパーククリニック　高崎健康管理センター

1-4-13	 マンモ PETによる乳癌検診にて発見した早期乳癌の一例
○岡原　正幸 1	 有田　道典 1	 隅田ますみ 2	 秦　良一郎 2	 丸川　和志 2

中電病院　PET・検診センター 1　　中電病院　放射線科 2

1-4-14	 増悪を示した乳管内乳頭腫の 1例
○服部　有子 1	 富山　宏美 1	 美濃　可織 1	 小野里　恵 1	 諸田　哲也 2	 大桃　優子 2　
　坂田　英子 3

（一社）新潟県労働衛生医学協会 1　　新潟ブレスト検診センター 2　　新潟市民病院 3

脂質代謝（口頭発表）第 4 会場（3F 中会議室 301A） 【15:00 ～ 16:30】
座長：村上　正巳（群馬大学大学院医学系研究科　臨床検査医学　教授）

1-4-15	 脂質検査の基準値変更が脂質判定に与える影響のシミュレーション
○大西　洋三 1	 守屋　智弘 2	 佐藤　亨哉 2	 森山　紀之 2

医療法人社団　進興会　進興クリニック 1　　医療法人社団　進興会 2

1-4-16	 脂質異常症の簡便な予測因子としての体力テストの可能性：コホート研究
	 − Niigata	Wellness	Study −

○門間　陽樹 1,2,3	 澤田　　亨 4	 丸藤　祐子 3	 宮地　元彦 3	 永富　良一 1　
　田代　　稔 5	 加藤　公則 2,5	 曽根　博仁 2

東北大学大学院 1　　新潟大学大学院 2　　医薬基盤・健康・栄養研究所 3　　早稲田大学 4　　新潟県労働衛生医学協会 5

1-4-17	 HDL コレステロール亜分画と血清尿酸値の関連
○護山　健悟
東海大学　医学部　基盤診療学系　健康管理学

1-4-18	 LDL 亜分画と血清尿酸値の関連
○護山　健悟
東海大学　医学部　基盤診療学系　健康管理学

1-4-19	 吹田スコアのリスク評価を人間ドックで応用するための基礎検討
	 − Niigata	Wellness	Study −

○田中加奈子 1	 高橋　克美 1	 渡部美穂子 1	 北神優太郎 1	 松田　和博 1	 加藤　公則 1,2

（一社）新潟県労働衛生医学協会 1　　新潟大学大学院生活習慣病予防検査医学講座 2

1-4-20	 高度高 LDL コレステロール血症の検診諸検査の特徴
	 ～家族性高コレステロール血症を考慮して～

○逸見　佳代 1	 星野真知子 1	 荒木　健彦 1	 山岸由起考 1	 長沼　文雄 2	 鶴谷　英樹 2

鶴谷会鶴谷病院　検診センター 1　　鶴谷会鶴谷病院　循環器内科 2
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1-4-21	 RLP-C 代謝に影響を与える生活習慣の検討
○坂巻　浩二 1,2	 常川　勝彦 2	 井上　尚美 1	 八束富美子 1	 正村　泰博 1	 工藤　瑞穂 1　
　阿久澤まさ子 1	 永野　伸朗 3	 下村洋之助 3	 村上　正巳 3

医療法人社団日高会　日高病院　健診センター 1　　群馬大学大学院医学系研究科　臨床検査医学 2

医療法人社団日高会　日高学術研究センター 3

1-4-22	 トリグセライド／HDLコレステロール比（TG/HDLC比）およびアポリポ蛋白 Bと
	 マロンジアルデヒド修飾 LDL コレステロールとの関係

○岸本　憲明 1,2,3	 椎名　　豊 1,2	 山田　千積 1	 後田　奈々 1	 羽田野敦子 1,2　
　仁科　　良 1,2	 本間　康彦 2	 久保　　明 3	 石井　直明 3	 西崎　泰弘 1,3

東海大学　医学部　基盤診療学系　健康管理学 1　　東海大学　医学部　付属病院　健診センター 2

東海大学大学院医学研究科ライフケアセンター 3

1-4-23	 禁煙の効果
○久保田　進	 真宮　　裕	 根岸　　守	 五島　雅和	 仲村　聡子
赤心堂総合健診クリニック

診断 - その他（口頭発表）第 5 会場（3F 中会議室 302B） 【11:00 ～ 12:20】
座長：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所長）

1-5-01	 雇用時健診における薬物検査導入の取り組みと今後の課題
○伊藤　明美	 今野　美佳	 山田　佳世	 岡田　智美	 矢吹　　清	 細川慶二郎
一般財団法人　公衆保健協会　検査課

1-5-02	 海外勤務が生活習慣病に及ぼす影響に関する検討
○杉尾　裕美	 長井　悦子	 眞弓　周子	 木下　陽花	 池原　瑞樹
パナソニック健康保険組合　松下記念病院　ドック健診センター

1-5-03	 産業保健・労働衛生の３管理に基づいた超音波検査業務の検証
○石澤麻利子	 荒木公美子	 内村　達弥	 宮内　輝幸	 森山　紀之
医療法人社団　進興会

1-5-04	 エクオール検査（ソイチェック）導入後の結果と活用の検討
○中野　真宏	 篠原　裕枝
地方独立行政法人　新小山市民病院　予防医学センター

1-5-05	 当センターにおける受診者の治療薬と健康状態に関する意識について
○金山由美子	 澤口美代子	 浅野　真紀	 石坂　裕子
三井記念病院　総合健診センター

1-5-06	 多機能 2次元コードリーダーを使用した超音波診断装置への受診者情報の入力
○川端　清文	 久保　一心
船員保険　北海道健康管理センター

1-5-07	 健診における転倒転落有害事象の発生傾向と予防策の検討
○佐藤　暦美	 浅野　真紀	 石坂　裕子
三井記念病院　総合健診センター

1-5-08	 後腹膜原発のCastleman 病の一例
○安井　裕子 1	 臼倉　幹哉 2	 吉光　　裕 3	 北村　星子 4

芳珠記念病院　健診センター 1　　芳珠記念病院　内科 2　　芳珠記念病院　外科 3　　芳珠記念病院　病理診断科 4
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動脈硬化①（口頭発表）第 5 会場（3F 中会議室 302B） 【14:00 ～ 15:00】
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ー　院長）

1-5-09	 CAVI と動脈硬化危険因子との関連
○沼田　洋子	 山本由起子	 石井　雄一	 小澤勢津子	 詫間　紀子	 八杉　晃則
株式会社日立製作所日立事業所日立健康管理センタ

1-5-10	 当院人間ドック受診者における血管内皮機能障害に関連する動脈硬化危険因子の検討
○和泉　匡洋 1	 大嶋　有一 1	 大西　且訓 2	 佐々木信治 2	 吉田恭太郎 2	 石田　　芳 3　
　内田　輝美 3	 高木美智子 4	 斎藤　　博 4	 高見　　宏 5

公立学校共済組合近畿中央病院　循環器内科 1　　公立学校共済組合近畿中央病院　臨床検査科 2

公立学校共済組合近畿中央病院　看護部（人間ドック棟）3　　公立学校共済組合近畿中央病院　健康管理センター 4

公立学校共済組合近畿中央病院　総合診療科 5

1-5-11	 10 年間の喫煙が大血管スティフネスに及ぼす影響
○福井　敏樹	 山内　一裕	 松村　周治	 丸山　美江	 岡田　紀子
医療法人如水会　オリーブ高松メディカルクリニック　予防医療センター

1-5-12	 肥満者におけるCAVI の検討
○馬嶋健一郎 1	 佐々木美和 2	 塚田　喜子 1	 中山　　瑞 1	 江夏佑里子 1	 蔵本理枝子 1　
　渡邉　真路 3	 鴇田　光代 4	 篠田　　誠 3	 村木　洋介 1

亀田メディカルセンター　健康管理科　1　　亀田メディカルセンター　超音波検査室 2

亀田メディカルセンター　健康管理センター健康管理課 3　　亀田メディカルセンター　健康管理支援室 4

1-5-13	 眼底検査所見と動脈硬化に関連する健診結果との関係について
○田畑　正司	 川上　尚子	 魚谷　知佳	 新田　千恵	 木部　佳紀	 古河　浩之　
　酒井　哲夫	 崎山　優子	 宮本由紀子	 山下ゆみ子
一般財団法人　石川県予防医学協会

1-5-14	 運送業の男性における頚動脈エコー所見と動脈硬化関連因子の検討
○原田　　健 1	 福田　　洋 2	 三輪　真也 1	 脇神亜希子 1	 今井　真美 1	 山下眞理子 1　
　高谷　典秀 1	 高谷　純司 1	 高谷　雅史 1

医療法人社団　同友会　1　　順天堂大学　医学部　総合診療科 2

肥満、メタボリックシンドローム①（口頭発表）第5会場（3F 中会議室302B） 【15:00～16:10】
座長：丹羽　利充（修文大学　学長）

1-5-15	 ライフスタイルとメタボリックシンドローム新規発生：８年コホート研究
○開沼みなみ 1	 春山　康夫 2	 本井　正代 1	 加藤久美子 1	 平野　好絵 1	 高橋　理香 1　
　植松　彩子 1	 工藤雄一朗 1

医療法人社団　せいおう会　鶯谷健診センター 1　　獨協医科大学医学部　公衆衛生学講座 2

1-5-16	 思い出し法による 20歳時の体重（BMI）およびその後の体重増加量と、
	 現在の検査データとの関連（30歳～ 50歳代、職域男性）

○岩竹　麻希 1	 大竹　麻未 2	 村本あき子 2	 津下　一代 2

愛知県健康づくり振興事業団 1　　あいち健康の森健康科学総合センター 2

1-5-17	 若年健診における高度肥満者への当院の取り組み～ 20歳代と 30歳代の比較～
○笹倉　　渉
医療法人社団　霞山会　MY メディカルクリニック
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1-5-18	 人間ドックにおける尿 pHとその他の検査項目との関連に関する検討
○村松　典子 1	 平野亜希子 1	 影山　善彦 1	 片瀬　史朗 1	 長坂ゆみ子 1	 赤堀恵理子 1　
　八木　郁美 1	 鈴木　美香 1	 福田　崇典 2

社会福祉法人　聖隷福祉事業団　保健事業部　聖隷健康サポートセンター Shizuoka1　　聖隷福祉事業団　保健事業部 2

1-5-19	 口腔チェックによる歯肉状態および清掃状態と肥満との関係
○花木　麻衣 1	 北原　嵩章 1	 諏訪　雅貴 1	 坂口　元雅 1	 別所　祐次 1	 木田　　明 1　
　小澤　謙二 1	 高橋　恭弘 2	 本下　　正 2	 横地　　隆 1

トヨタ自動車株式会社　健康支援センターウェルポ 1　　トヨタ自動車健康保健組合 2

1-5-20	 メタボリックシンドロームを意識させる健診で役立つソフトについて
○水田　正能
安来市立病院

1-5-21	 原発事故被災地（福島県）で、成人での、避難者（evacuee）と
	 非避難者（non	evacuee）における身体的影響の比較検討

○伊藤　順造
いわき市立総合磐城共立病院　人間ドック

受診勧奨・医療連携①（口頭発表）第 6 会場（3F 中会議室 302A） 【11:00 ～ 12:20】
座長：村田　雅彦（秋田赤十字病院部長　健診部長）

1-6-01	 精密検査受診率向上の取り組み
	 ～医療者からの直接受診勧奨と全員紹介状発行、追跡調査の効果～

○竹内まどか	 茂木　雪江	 光畑　桂子	 平沼　ゆり	 内藤　隆志
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

1-6-02	 要精密検査・要治療者に対する受診勧奨の取り組み
○高橋　彰子	 大畑　裕加	 片瀬　則子	 廣田こずえ	 松山　　薫	 塩村　惟彦　
　佐橋　　徹	 古賀　　震	 遠山　和成
公益財団法人　SBS 静岡健康増進センター

1-6-03	 受診勧奨方法における効果評価からがん検診精度管理を考える
○吉田　貴志	 大渕　香織
新潟県厚生連　上越総合病院　健診センター

1-6-04	 AI 予測モデル（機械学習）を用いた特定健診対象者のグループ分けと
	 グループごとの通知介入効果の検証

○大江千恵子
全国健康保険協会福岡支部　企画総務グループ

1-6-05	 要精密検査対象者（人間ドック）への受診勧奨の現状と今後の課題
○中村　由希	 山田　晴香	 松村　美紀	 湧川　温子	 須山　出穂	 河口　正雄
佼成病院　健康管理室

1-6-06	 病院併設型施設の電子カルテと武田グループ統一の健診システムの連携
	 − Excel を経由した情報共有・受診勧奨・統計処理

○花井　佑子 1	 田伏　洋治 1	 西川亜友美 1	 饗庭オリエ 1	 坪井　美加 1	 土屋　絵未 1　
　武田　隆男 2	 武田　隆久 2	 武田　道子 2	 武田　隆司 2

宇治武田病院　健診センター 1　　武田病院グループ 2
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1-6-07	 院外で健康相談及びがん検診・人間ドック健診に対する受診勧奨を行うことの重要性
○菅野　みほ	 伊藤美奈子	 與那覇佳子	 松本　明美	 守岡　　謙	 津々楽泰江　
　前田貴愛人
横浜市立みなと赤十字病院　健診センター

1-6-08	 PSA検査の件数増加による泌尿器科への集患・実績
○木村　康平	 清水　　亨	 川島　友洋
医療法人社団　愛友会　上尾中央総合病院　健康管理課

ロコモティブシンドローム・フレイル①（口頭発表）第6会場（3F 中会議室302A） 【14:00～14:40】
座長：土屋　　敦（医療法人社団相和会　渕野辺総合病院　理事長）

1-6-09	 壮・中年の勤労者を対象とした身体の痛みと健康診断結果の関連性に関する研究
○脇本　敏裕 1	 斎藤　辰哉 1,2	 門利　知美 1,2	 矢島　大樹 2	 井上　雅子 2　
　山中　義之 2,3	 藤本　壮八 2,3	 高尾　俊弘 1,2,3

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

1-6-10	 立位バランス能とロコモ度テストの結果との関連	第二報	～開眼片脚起立時間との横断的検討～
○田中　健毅 1	 北山　幸子 2	 二宮　晴夫 1	 冨士　武史 3

独立行政法人　地域医療機能推進機構　大阪病院　リハビリテーション科 1

独立行政法人　地域医療機能推進機構　大阪病院　健康管理センター 2

独立行政法人　地域医療機能推進機構　大阪病院　整形外科 3

1-6-11	 健診受診者のロコモ度テスト参加率の属性別傾向
○鮏川　裕之 1	 寺田総一郎 1,2	 泉田　良一 3	 溝口　勝己 4	 三浦　　隆 5	 城田　俊夫 5　
　山本　桂子 1	 山﨑　知子 1	 鈴木　俊雄 1

江戸川病院　総合健診センター 1　　江戸川病院　内視鏡センター 2　　江戸川病院　慶友人工関節センター 3

江戸川病院　リハビリテーション科 4　　アルケア株式会社 5

1-6-12	 40 ～ 80歳代に対するロコモ度テストの結果と身体活動の関連についての検討
	 −一泊二日人間ドック受診者を対象として−

○中山　美香 1	 中村よし子 1	 山本　昭彦 1	 宮原　隆成 1	 春日　好雄 2

ＪＡ長野厚生連　長野松代総合病院　健康管理部 1　　ＪＡ長野厚生連　長野松代総合病院　診療部 2

受診勧奨・医療連携②（口頭発表）第 6 会場（3F 中会議室 302A） 【14:40 ～ 15:50】
座長：笹森　　斉（社会医療法人財団仁医会　牧田総合病院健診プラザ Omori 院長）

1-6-13	 当センターにおけるピロリ抗体検査を勧めるための工夫と除菌治療への取り組みについて
○東江　美香	 野原　友子	 與儀　綾子	 新屋美奈理	 大城　朋枝	 シーラ千穂　
　清水　隆裕	 兼城　邦昭	 砂川　　隆
社会医療法人敬愛会　ちばなクリニック　健康管理センター

1-6-14	 当健診センターにおけるピロリ菌陽性者受診勧奨の取組み
○野村　典子	 湯川　英男	 岩橋　一樹	 石水　恭子
社会医療法人黎明会　健診センター・キタデ

1-6-15	 健康診断後要受診の判定を受けた病院職員の未受診の要因～受診率向上に向けた対策の検討～
○品川　淳子	 齋藤冨士子	 茂木　香里	 今井　邦彦
独立行政法人　地域医療機能推進機構　群馬中央病院　健康管理センター
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1-6-16	 便潜血陽性者のさらなる精密検査受診率向上を目指して　～未受診者についての検討～
○池田　　舞 1	 葛谷　洋子 1	 赤塚　紀子 1	 森山　美恵 1	 瀬谷　　彰 1	 野村　幸史 2

医療法人財団　慈生会　野村病院　予防医学センター 1　　医療法人財団　慈生会　野村病院 2

1-6-17	 高濃度乳房に対する乳癌の早期発見を目指して
○佐藤久美子	 黒田　沙織	 岩本　成未	 持屋　笑子	 福田　規何	 阿比留友香　
　花田　秀幸	 牛島　千衣	 山永　義之
福岡和白総合健診クリニック

1-6-18	 電話と手紙を合わせた受診勧奨導入の検証
○狩野　晃佑	 坂巻　浩二	 奥寺　梨恵	 櫻井　雅美	 牛窪佳緒理	 狩野　澄代　
　八束富美子	 正村　泰博	 工藤　瑞穂	 阿久澤まさ子
医療法人社団日高会　日高病院　健診センター

1-6-19	 人間ドックにおける安全配慮による検査中止者の現状
○潮谷　豊美	 江口みかる	 盛川恵美子	 緒方　康博
日本赤十字社熊本健康管理センター

呼吸器（口頭発表）第 7 会場（3F 小会議室 303+304） 【11:00 ～ 12:20】
座長：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　理事・顧問）

1-7-01	 胸部 CTの有用性
○高橋　有香
武蔵野赤十字病院　健診センター

1-7-02	 低線量肺がんCT検診における診療放射線技師の結節影指摘率について
○川村　聡栄	 山内紬起子	 朝比奈真一	 山村　大輔	 村瀬　昌希	 小林　秀行
社会福祉法人　聖隷福祉事業団　保健事業部　聖隷予防検診センター　放射線課

1-7-03	 当施設および関連施設における肺がんCT検診施設認定に向けての取り組み
	 ～撮影条件の調査を中心に

○戸塚　美香 1	 鈴木　千晶 1	 影山　善彦 1	 畠山　雅行 2	 鈴木　美香 1	 堀場　公寿 1　
　福田　崇典 3

聖隷福祉事業団　聖隷保健事業部　聖隷健康サポートセンター Shizuoka1

東京都結核予防会・奈良産業保健推進センター 2　　聖隷福祉事業団　保健事業部 3

1-7-04	 検診で発見された肺がんならびに類縁疾患の既往検診歴から見た異常判定の有無
○山本　　晃	 酒井　邦夫	 半藤　　保	 丸山　昌子	 石黒久美子	 村山　　実
一般社団法人　新潟縣健康管理協会

1-7-05	 呼吸機能が維持されている喫煙者の呼吸症状の臨床的意義
○川崎　有香 1	 長田　　剛 1	 田邉　啓介 1	 森　　規子 1	 横内美和子 1	 日高ゆかり 1　
　安田　　貢 2	 森　　由弘 3	 厚井　文一 3

国家公務員共済組合連合会　高松病院　検査科 1　　国家公務員共済組合連合会　高松病院　人間ドックセンター 2

国家公務員共済組合連合会　高松病院　内科 3

1-7-06	 胸部要精密検査判定と呼び出しシステムの活用：3年目の解析
○木村　達郎 1	 福本　真也 1	 森川　浩安 1	 中野　朱美 1	 大谷　恒史 1	 森崎　珠実 1　
　岩倉　成華 1	 田中　史生 2	 河田　則文 1,3	 平田　一人 1,4

大阪市立大学大学院医学研究科　先端予防医療学 1　　大阪市立大学大学院医学研究科　消化器内科学 2

大阪市立大学大学院医学研究科　肝胆膵病態内科学 3　　大阪市立大学大学院医学研究科　呼吸器内科学 4
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1-7-07	 当院人間ドック受診が契機となって発見されその後特異な経過をたどった肺腺がんの 1例
○服部　宜裕 1	 高嶌　寛年 2	 圓山　　聡 1	 服部　彩佳 1	 橋本　直樹 3	 脇本　　旭 3　
　宮本　　亮 1	 奥原宏一郎 5	 吉福　良公 4	 西山　宗希 4

庄原赤十字病院　内科 1　　庄原赤十字病院　外科 2　　庄原赤十字病院　総合診療科 3

庄原赤十字病院　消化器内科 4　　庄原赤十字病院　循環器内科 5

1-7-08	 ５年前の胸部X線写真から診断し得たと思われるステージΙA肺癌の１例
○近藤　智雄
医療法人社団ちくま会　メディカルガーデン新浦安　総合健診センター

腎、尿路①（口頭発表）第 7 会場（3F 小会議室 303+304） 【14:00 ～ 15:00】
座長：足立　雅樹（埼玉医科大学病院　健康管理センター　センター長）

1-7-09	 尿酸低値は腎機能悪化に影響する
○藤本　壮八	 山中　義之	 鎌田　智有	 高尾　俊弘
川崎医科大学　健康管理学

1-7-10	 当院健診ｾﾝﾀｰの人間ドックで発見された腎がんおよび膀胱がんの検討
○黒岩　厚夫 1	 谷村　正信 2	 豊嶋　　光 3	 久米江里子 3	 福冨　裕佳 1	 竹村　　彩 1　
　宮嵜恵利子 1	 山崎真由香 1	 川村　冨紀 1	 蒲原　　晋 1

JA 高知病院 JA 高知健診センター 1　　JA 高知病院泌尿器科 2　　JA 高知病院検査科 3

1-7-11	 腎石灰化症例の検討
○遠藤真紀子	 米本　智美	 高森　行宏

（公財）田附興風会　北野病院　健康管理センター

1-7-12	 人間ドック受診者を対象とした尿路系悪性腫瘍検出における尿沈渣の有用性
○弓狩　加恵 1	 和田　憲和 2	 竹久　佳子 1	 田中亜矢子 1	 文屋千恵子 1	 鈴木真由美 2　
　楠葉　藍子 2	 太島　丈洋 2	 村上　典彦 2	 菊辻　　徹 2

公益財団法人　大原記念倉敷中央医療機構　倉敷中央病院　総合保健管理センター　検査室 1

公益財団法人　大原記念倉敷中央医療機構　倉敷中央病院　総合保健管理センター 2

1-7-13	 ドック受診者のCKDに関与する可能性のある因子について
○中村　雄二 1	 美並真由美 1	 鈴木　順一 1	 野本　一臣 2

霞が関ビル診療所 1　　東都クリニック 2

1-7-14	 尿中微量アルブミン検査の導入検討
○佐藤　　操 1	 岡部　文雄 1	 下瀬　雅士 1	 渡邉　和彦 2	 寺坂　邦広 2	 増田　國次 2

一般財団法人　大阪府結核予防会　相談診療所　臨床検査部 1

一般財団法人　大阪府結核予防会　相談診療所　診療部 2

国際セッション（口頭発表）第 7 会場（3F 小会議室 303+304） 【15:00 ～ 16:30】
座長：鏑木　淳一（医療法人社団三友会　あけぼの病院理事　健診部部長）

IS-01	 	Ningen	Dock	as	a	standard	model	for	prevention	of	Non	Communicable	Diseases	in	
Bangladesh
○Aleemuzzaman	Sheikh1	 Noriko	Kinukawa1	 A.H.M	Enayet	Hussain2

　Khaleda	Islam2	 Abdul	Alim2	 Maleka	Parveen3

　Noriharu	Katakura4	 Aziz	Sheikh4	 Eriya	Kitano5

　Shuzo	Yamamoto5
Department of Pathology, Nihon University School of Medicine1

Directorate General of Health Services, Ministry of Health and Family Welfare, Bangladesh2

Medicare Japan Diagnostic Center, Gazipur, Bangladesh3

Healthcare Company, Konica Minolta Inc., Japan4

Medical Excellence JAPAN, Japan5
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IS-02	 Psychiatric	stress	can	be	associated	with	hypertension
○ Junichi	Kaburaki1	 Takao	Matsuki2
Preventive Health Care Center Akebono Hospital1

Shin-akasaka Clinic2

IS-03	 	Retrospective	study	of	 relationship	between	hyperuricemia	and	dyslipidemia	 in	
check-up	participants	and	outpatients.
○Hiroko	Shigemi1	 Michiko	Imagawa2	 Tadashi	Konoshita2

　Tamotsu	Ishizuka2
Respiratiory Medicine Universityof Fukui Hospital1

Univesity of Fukui Hospital2

IS-04	 	Hemoglobin	Affects	Pulse	Wave	Velocity	Significantly	and	Independently	of	Blood	
Pressure	but	Does	not	Affect	Carotid	Intima	Media	Thickness
○ Kazuo	Murakami
Department of Health Care and Preventive Medicine Matsuyama Red Cross Hospital

IS-05	 	Uric	acid,	ferritin,	and γ -glutamyltransferase	can	be	informative	in	prediction	of	the	
oxidative	stress
○ Yasuhiro	NISHIZAKI1	 Kanae	ODA1	 Emiko	KIKUCHI1

　Tamae	OGATA1	 Nana	URATA2	 Chizumi	YAMADA1

　Noriaki	KISHIMOTO1	 Akira	KUBO1	 Naoaki	ISHII3
Health Screening Center,Tokai University Tokyo Hospital1

Department of Clinical Health Science, Tokai University School of Medicine2

Department of Health Management, School of Health Science, Tokai University3

IS-06	 Smoking	regulations	in	Japan	from	an	international	perspective
○ René	A.du	Cloo	 Yuri	Okabe
Roppopngi Avenue Clinic

IS-07	 Why	sleep	matters――health	effects	of	sleep	depriavation
○ Yuri	Okabe	 René	du	Cloo
Roppopngi Avenue Clinic

IS-08	 	Evaluation	of	a	multi-GTA	blood	test	 for	measuring	colorectal	cancer	associated	
GTAs	in	an	average	risk	Japanese	population
○Dayan	Goodenowe1	 Vijitha	Senanayake1	 Yasuyo	Yamazaki1

　Mamoru	Satoh2	 Fumio	Nomura2
Prodrome Sciences Inc.1

Division of Clinical Mass Spectromtry, Chiba University Hospital2

IS-09	 Factors	infleuncing	the	choice	of	Physical	Examination	Institution	in	Taiwan	
○Chia	Chia	Lin	 Chin	Fu	Kuo
Preventive Medicine Center, Taichung Tzuchi Hosptial

子宮、卵巣（口頭発表）第 8 会場（3F 小会議室 306+307） 【11:00 ～ 12:20】
座長：半藤　　保（一般社団法人　新潟縣健康管理協会　常任顧問）

1-8-01	 精度管理向上を目指した子宮がん検診の取り組み
○亀井　一彦	 宗明　誠治	 菅原　裕人	 大村　昌夫	 神谷　知至	 石川　廣記
医療法人社団相和会　みなとみらいメディカルスクエア
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1-8-02	 当院での子宮がん検診への LBC・HPV検査導入の試みと課題
○志賀　朋子 1,2	 志賀　清彦 2	 菊池　式子 2	 東岩井　久 1,2	 米田　麻美 1　
　石垣　洋子 1	 森山　紀之 3	 小澤　信義 4

医療法人社団　進興会　せんだい総合健診クリニック 1　　アネックス仙台ラボ 2　　医療法人社団　進興会 3

おざわ女性総合クリニック 4

1-8-03	 近年当科で経験した子宮頸がん検診を契機に発見された子宮体癌（子宮内膜癌）9症例の検討
○植田　敏弘 1	 石原真理子 2	 安藤　正明 3

倉敷成人病健診センター 1　　倉敷成人病センター　病理診断科 2　　倉敷成人病センター　産婦人科 3

1-8-04	 子宮頸部軽度異形成の追跡診成績
○丸山　昌子	 半藤　　保	 石黒　義隆	 小川　弘良	 金田由美子	 筧　　映里　
　村山　　実
一般社団法人　新潟縣健康管理協会

1-8-05	 	新潟縣健康管理協会における従来型塗抹細胞診検体と液状細胞診検体の子宮頸がん検診成績の
比較検討
○石黒久美子	 半藤　　保	 石黒　義隆	 小川　弘良	 丸山　昌子	 金田由美子　
　筧　　映里	 村山　　実
一般社団法人　新潟縣健康管理協会

1-8-06	 健診センターにおける LBC法を用いた子宮頸がん検診		～従来法との比較を中心に～
○永井　美江 1,2,3	 仲西　菜月 2	 三村　尚代 1	 日向　正美 1	 大石　　恵 1　
　五十嵐清子 4	 長澤　美和 3	 西内　正樹 3	 長澤　秀和 3	 鈴木　光明 5

代々木病院健診センター 1　　名古屋大学医学部　産婦人科 2　　エヌ・ケイ・クリニック 3

病体生理研究所　検査部 4　　新百合ヶ丘総合病院　がんセンター 5

1-8-07	 	人間ドックオプション骨盤部MRI を用いた骨盤内臓脱の予測因子の検討：	骨盤底加齢の画像診
断学的評価
○奥田　逸子 1,2	 吉岡　直紀 1	 縄野　　繁 1	 秋田　恵一 2	 煎本　正博 3	 太田　博明 4

国際医療福祉大学三田病院　放射線診断センター 1　　東京医科歯科大学　臨床解剖学分野 2　　イリモトメディカル 3

国際医療福祉大学山王メディカルセンター　女性医療センター 4

1-8-08	 女性の年齢別、分娩回数別尿漏れの頻度
○筧　　映里	 半藤　　保	 金田由美子	 廣川　美樹	 丸山　昌子	 石黒　義隆　
　小川　弘良	 村山　　実
一般社団法人　新潟縣健康管理協会

飲酒・喫煙（口頭発表）第 8 会場（3F 小会議室 306+307） 【14:00 ～ 14:30】
座長：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）

1-8-09	 男性喫煙者のブリンクマン指数と 6年間の呼吸機能 1秒率の変化
○本井　正代 1	 工藤雄一朗 1	 植松　彩子 1	 高橋　理香 1	 平野　好絵 1	 春山　康夫 2

医療法人社団せいおう会　鶯谷健診センター 1　　獨協医科大学医学部公衆衛生学講座 2

1-8-10	 最新のエビデンスに基づいた病院職員を対象にした禁煙治療の試み
	 ～健保組合とコラボした充実治療メニューの提供と効果の検討～

○中村　正和 1	 増居志津子 1	 川畑　輝子 1	 山口　幸代 2	 高山　結花 2	 高橋麻衣子 2　
　中野　博美 2	 杉田　義博 2	 山田　隆司 2

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 1　　台東区立台東病院・老人保健施設千束 2
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1-8-11	 当センターにおける「アルコール使用障害スクリーニング」の集計結果から
○山崎　　緑	 信太　照美	 清水　正子	 畑中　美幸	 小西　佳絵	 西村　　晃　
　浜田　正行	 作野　功典
三重県厚生連　鈴鹿中央総合病院　健診センター　オリーブ

脳、神経、認知症（口頭発表）第 8 会場（3F 小会議室 306+307） 【14:30 ～ 15:40】
座長：天野　隆弘（国際医療福祉大学　医学部　教授／山王メディカルセンター　名誉院長）

1-8-12	 脳ドック受診者の深部皮質下白質病変に及ぼす年齢と血圧管理の影響
○明石　侑子 1	 後藤　善則 1	 新多　　寿 2	 村松　直樹 2	 吉田　優也 2	 朝日　ゆり 1　
　川岸由里子 1	 高　　香織 1	 横川美穂子 1	 村上　眞也 1

小松市民病院　健診センター 1　　小松市民病院　脳神経外科 2

1-8-13	 ‘ 正常者 ’ における “白質病変 ”出現に関する研究−経過からの検討−
○伊藤　　暖 1	 荒井　孝子 1	 松浦　明美 1	 西山こころ 1	 東野　定律 2	 武田　英孝 3　
　池田　俊也 4	 天野　隆弘 3,4

静岡県立大学　看護学部 1　　静岡県立大学　経営情報学部 2　　山王メディカルセンター 3

国際医療福祉大学　医学部 4

1-8-14	 当院脳ドック受診者における深部皮質下白質病変と危険因子との関連
○中村加奈子 1	 沼田　　守 1	 伊藤　真矢 1	 坂崎　由美 1	 丹羽　哲也 1	 高橋　志織 1　
　高宮　浩一 1	 上原　　晋 1	 安田　武司 2

トヨタ自動車株式会社　トヨタ記念病院　健診センター 1　　トヨタ自動車株式会社　トヨタ記念病院　神経内科 2

1-8-15	 当院での脳ドックの現状と課題
○折口　秀樹
地域医療機能推進機構　九州病院　健康診断部

1-8-16	 脳ドック	MR	angiography	における読影精度の検討　未破裂脳動脈瘤発見率の比較
○今泉　陽一 1,2	 近　　貴志 1	 熊丸　裕也 1,2	 栗原英由樹 2	 阿原　孝之 2　
　東谷　保子 2	 高村　　徹 1,2	 瀬田　健博 2	 古川　良幸 1

医療法人社団葵会　AOI　国際病院 1　　医療法人社団葵会　AOI　国際病院健康管理センター 2

1-8-17	 頭部MRA撮影時におけるメタルアーチファクトに対して追加撮像が有効であった 1例
○廣瀬　敏明 1	 上田つた子 1	 橋本　昭利 1	 跡部　　優 2	 石川　優子 2	 山崎　　駿 2　
　中嶌　一彦 1	 岡村　雅雄 2

社会医療法人愛仁会　カーム尼崎健診プラザ 1　　社会医療法人愛仁会　愛仁会総合健康センター 2

1-8-18	 人間ドックの上部消化管内視鏡検査後に一過性全健忘を来した 3症例
○小杉　理恵 1	 山田　　悟 1	 内野　章子 2	 飯ケ谷美峰 2	 中野　　雅 1	 常松　　令 1	
北里大学　北里研究所病院　予防医学センター 1　　北里大学　北里研究所病院　神経内科 2

保健指導全般①（口頭発表）第 10 会場（1F 展示ホール B 特設会場 1） 【11:00 ～ 12:20】
座長：折津　政江（日本赤十字社医療センター　健康管理センター）

1-10-01	 人間ドックにおける糖負荷試験実施者への生活指導によるスタッフのスキル向上への取り組み
○清野紗央里	 横田　欽一	 武田　寛樹	 端　　百恵	 柿崎　郁美	 志目知英美　
　吉田　良子	 吉田　遼平
慶友会　吉田病院

1-10-02	 推定食塩摂取量からみた血圧管理の保健指導
○麻生久美子	 小野　順子	 磯部　　恵	 板井恵津子	 松本　泰祐
社会医療法人財団　天心堂　健診・健康増進センター
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1-10-03	 当院における経年的な保健指導の効果について
○松久　未来	 松澤　範子	 中島　直美	 中山由里子	 梶川　歩美	 野老由美子　
　高橋　麻美	 森山　　優	 中川　一美	 中川　高志
医療法人　大宮シティクリニック

1-10-04	 一日ドックにおける保健師・看護師による保健指導効果の検証
○大山　香代	 岸　　妙枝	 瀬間さなえ	 竹浪裕見子
公立昭和病院　予防・健診センター

1-10-05	 健康学習会での運動教室の内容に関する検討
○吉田　静絵 1	 加藤　京子 1	 瀬戸口恵子 1	 松本　重美 1	 丸茂　貴子 1	 菅原　哲也 1　
　金子　昌弘 1	 大畠　利彦 1	 小堀　悦孝 1	 吉兼　直文 2

公益財団法人　東京都予防医学協会 1　　トヨタ自動車株式会社　ウェルポ 2

1-10-06	 グループ職員の健診後事後指導による支援
○羽田野今日子 1	 長谷部靖子 2	 西山　里枝 1	 黒川　泰伸 1	 渡邉　早苗 2　
　八木　　完 2

医療法人順風会　順風会健診センター　産業保健支援室 1　　医療法人順風会　順風会健診センター　診療部 2

1-10-07	 	内臓脂肪測定検査を行い生活習慣の改善に継続的に取り組んだが、内臓脂肪面積減少に至らな
かった受診者の思い
○福島　貴子	 栗山　　功	 加藤美由貴	 村澤　　歩
昭和伊南総合病院　健診センター

1-10-08	 健診同日に食後血糖検査を実施して
○佐志　安子	 明間　勤子	 姫野　秀朗	 田中　静子	 古賀　睦実	 加藤　智美　
　山口　純子	 喜田　明子	 鈴木　清美	 相馬　純子
公益財団法人　藤沢市保健医療財団　藤沢市保健医療センター

特定保健指導①（口頭発表）第 10 会場（1F 展示ホール B 特設会場 1） 【14:00 ～ 15:00】
座長：津下　一代（あいち健康の森健康科学総合センター　センター長兼あいち介護予防支援センター長）

1-10-09	 食事の速度と腹囲に関して　一般社団法人日本健康倶楽部約 60万人のデータから
○山口　宏茂
一般社団法人日本健康倶楽部和田山診療所

1-10-10	 特定保健指導初回面談の実施時期別成果の検討
○小川　美咲	 伊藤　恭子	 中島　麻衣	 石川佳奈美	 飛田　　綾	 河合　　茜　
　佐藤さとみ	 川上　恵美	 内藤　安子	 加藤　智弘
東京慈恵会医科大学　総合健診・予防医学センター　新橋健診センター

1-10-11	 特定保健指導初回面談における個別支援とグループ支援の指導効果の比較
○竹内あかね 1	 本井　正代 1	 工藤雄一朗 1	 植松　彩子 1	 高橋　理香 1	 平野　好絵 1　
　春山　康夫 2

医療法人社団　せいおう会　鶯谷健診センター 1　　獨協医科大学医学部公衆衛生学講座 2

1-10-12	 特定保健指導を振り返る
	 ～平成 20年度から平成 27年度までの特定保健指導修了者の結果・記録から～

○両角さゆり	 佐藤まり子	 滝沢　文枝	 川島　典子	 小林　　梓	 吉澤　　徹
組合立　諏訪中央病院　ドック健診センター
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1-10-13	 特定保健指導初回面接当日実施に向けた医師面接による階層化の試み
○高木　重人 1	 佐藤　元美 2	 中嶋加代恵 2	 梅津　雅夫 1	 石川　　公 1	 庄田　昌隆 1　
　原田　弘秋 1	 田茂和歌子 1	 横山　　修 3	 田口　春英 3

船員保険健康管理センター　医局 1　　同　保健指導室 2　　同　運営部 3

1-10-14	 当院における特定保健指導実施の経験−開始後 3年間の受診者 10,922 例を対象とした解析−
○森　　尚子	 野坂　麻美	 澤田美千代	 栢木　聡子	 吉澤　浩司	 鍵本　　修
医療法人　広島健康会　アルパーク検診クリニック

受診者サービス②（口頭発表）第 10 会場（1F 展示ホール B 特設会場 1） 【15:00 ～ 16:30】
座長：髙田　幹夫（髙田労働衛生コンサルタント事務所　所長）

1-10-15	 マーケティング手法を用いた人間ドックインターネット予約運用の効果
○笠原　典彦	 伊藤　　孝	 原田　雅子	 阿部　幸洋	 伊藤　　剛	 渡邉　智恵
一般財団法人芙蓉協会　聖隷沼津健康診断センター

1-10-16	 検査リスク管理機能導入による業務改善の取り組み
○中島　香織	 鈴木麻由美	 平　　真子	 堀木亜紀子	 濱岡　才子	 宮崎　祐子　
　福井　秀之	 橘　　　宏	 高梨　芳彰	 丸中　良典
一般財団法人京都工場保健会　総合健診センター

1-10-17	 当施設選択理由に関する実態調査報告
○諸星　　恵 1	 谷村　亜矢 1	 波木　清香 1	 小森　信子 2	 八子　　剛 1	 松岡　賢祐 1

　中村　恭子 1	 松木　隆央 1

新赤坂クリニック 1　　横浜北幸クリニック 2

1-10-18	 タブレットによる誘導支援と受診者サービスの導入
○戸梶　由香 1	 芳野　純治 1	 石垣　美樹 1	 間瀬　貴文 1	 毛利やよい 1	 前田　健吾 2　
　中村　吉郎 2	 松下　智久 3

医療法人　松柏会　大名古屋ビルセントラルクリニック 1　　医療法人　松柏会　国際セントラルクリニック 2

株式会社ホスピタルネット 3

1-10-19	 受診者満足度調査～結果と課題～
○千葉　暢子	 吉田　　寧	 海野　　均
社会医療法人中山会宇都宮記念病院総合健診センター

1-10-20	 人間ドックにおける看護ケアの評価～看護満足度調査を通して～
○長谷川智美	 齋藤　未来	 露木　久美	 石川裕理子
NTT 東日本伊豆病院　看護部　健診センター

1-10-21	 スピードドック実施報告　−時間を有効活用したい利用者の声に応えてー
○和出　郁美	 大石佳乃子	 内山　香織	 宮地　結香	 川嶋はる奈	 小山えりな　
　太田　陽子
社会福祉法人聖隷福祉事業団　聖隷予防検診センター　顧客サービス課

1-10-22	 日々の意識改革から受診者満足の向上へ～思いやりを形に～
○加藤　梨帆 1	 村木　洋介 2	 中村　充利 1	 金山　美紀 1	 荒井　玲子 1	 落合　　駿 4　
　高坂　美波 4	 齊藤　寛弥 4

亀田クリニック　健康管理センター　健康管理課 1　　亀田総合病院　健康管理科 2

亀田クリニック　看護室　健康管理支援室 3　　亀田総合病院　医療技術部　超音波検査室 4
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1-10-23	 当センターにおける心電図誘導間違い防止についての取り組み
○槇尾　有華	 東谷　　渚	 遠藤姫花里	 柴田えりこ	 柳田　俊一	 光宗　皇彦　
　井上　和彦	 清水　信義
一般財団法人淳風会　淳風会健康管理センター

受診者サービス①（口頭発表）第 11 会場（1F 展示ホール B 特設会場 2） 【11:00 ～ 12:30】
座長：日野原茂雄（新赤坂クリニック　副院長）

1-11-01	 上部消化管内視鏡検査の稼働率を上げるために
	 （キャンセル待ちの有効性と受診者サービスの向上を検討）

○森田　良子	 原　麻美代	 庄原　照美	 大島しのぶ	 宗明　誠治	 富塚　道則　
　大村　昌夫	 神谷　知至	 亀井　一彦	 石川　廣記
医療法人社団相和会　みなとみらいメディカルスクエア

1-11-02	 働き方改革～インカムの導入～
○藤原　亜紀	 小橋　祥子	 蘆田　陽子	 早苗　清香	 稲谷　　梓	 森脇寿美子　
　大橋由美子	 西川　晋史	 伊東　香代	 山本　正之
神鋼記念病院付属　新神戸ドック健診クリニック

1-11-03	 大腸内視鏡検査前説明の工夫～安心・安全な自宅飲用にむけての取り組み～
○高宮江利子	 小橋川広美	 呉屋みなみ	 桃原　勝美	 石川　礼子	 山内　敦子　
　奥島しょう子	 大城　志乃	 謝花　隆光
社会医療法人　かりゆし会　ハートライフ病院　予防医学センター

1-11-04	 iPad を用いた胃Ｘ線検査の説明動画導入効果の検討
○阿久津加奈	 佐々木恵理子	 佐藤奈雄子	 山内　雅子	 神應　知道	 高木　　敏
医療法人社団　新町クリニック

1-11-05	 当センターのオプション検査について
○熊谷　広嗣	 江橋　敏男	 安東　奈美
社会福祉法人　恩賜財団　龍ケ崎済生会済生会病院　総合健診センター

1-11-06	 受付時間短縮を目指した業務改善
○林　　好美	 原　　育恵	 立花　舞子	 田中ひかり	 中道香寿美	 小島　寛子　
　西川慶一郎
社会医療法人生長会　府中クリニック

1-11-07	 人間ドック利用者の満足度向上を目指して
○花岡　まり 1	 藤川　史子 1	 江場　巌子 1	 小神　恵子 1	 木村　佐衣 1	 石田　　芳 1　
　内田　輝美 1	 大嶋　有一 2	 斎藤　　博 2

公立学校共済組合　近畿中央病院　人間ドック棟 1　　公立学校共済組合　近畿中央病院　健康管理センター 2

1-11-08	 人間ドック受診者に対する食事サービスにおける満足度向上への取り組み
○府中　七恵	 清水不二雄	 稲葉　有紗	 石黒久美子	 山本　　晃	 小山　麻美　
　西脇　沙織	 五十田　遙	 村山　　実
一般社団法人新潟縣健康管理協会　健診部　健康増進課

1-11-09	 婦人科診察室 2列体制導入による受診者満足度評価の変化
○小田夏奈江 1,2	 西泊　景子 1	 新井さやか 1	 齊藤　真澄 1	 川上　里佳 1	 石田　恵美 1　
　奥脇　淳夫 1	 西崎　泰弘 2	 岩瀬　博之 1	 笹森　　斉 1

社会医療法人財団　仁医会　牧田総合病院人間ドック健診クリニック 1　　東海大学医学部基盤診療学系健康管理学 2
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一 般 演 題
（口頭発表）

プログラム

２日目　８月 31日（金）

例：2-2-01

演題番号

会場
期　日
1：1日目
2：2日目



2日目（８月31日（金））

保健指導全般③（口頭発表）第 2 会場（2F 中会議室 201） 【14:00 ～ 15:00】
座長：小松　淳子（日本赤十字社医療センター　健康管理科　部長）

2-2-01	 大規模健診データを用いた生活習慣の問診結果と各判定の有所見率との関連性に関する解析
○山本　　茂	 折茂　　淳	 美原　　恒	 山口　宏茂	 小笠原恒驥	 下総美奈子　
　高橋　　弘	 倉野彰比古	 山元　紀子	 佐守　友博
一般社団法人　日本健康倶楽部

2-2-02	 低アディポネクチン血症の改善を目指した生活習慣の分析
○村上　　光	 吉田　明世	 當麻　康弘	 井上　悦子	 高尾　祐治	 菅　　守隆
済生会熊本病院　予防医療センター

2-2-03	 ピロリ菌検査と除菌治療の受診説明をした効果の検証～看護師による個別対応の評価～
○竹田　慶子	 須田　陽子	 吉澤　和哉	 田崎　和之	 堀川久美子	 近　麻衣子　
　長谷川美代子	 石黒　香織	 藤田美智子
済生会新潟第二病院　検診センター

2-2-04	 健診施設における健康相談（保健指導）の効果の検討～健康相談による受診者のデータ変化～
○富士岡　幸	 久保田絵美	 伊林　聡美	 小林　伸行	 土屋　　敦
医療法人社団　相和会　相模原総合健診センター

2-2-05	 巡回健診による特定健康診査を受診した被扶養者に対する食生活講話と個別健康相談の取り組み
○中嶋加代恵	 岩瀬恵理子	 ジョイナー利沙	 佐藤　元美	 青木麻美子	 渡邉　麻美　
　高木　重人	 庄田　昌隆
船員保険健康管理センター

2-2-06	 人間ドック受診女性におけるヘモグロビン濃度低値者の特徴と対応
○北山　梨恵 1	 日置　敦巳 1,2	 南　　芳子 1	 細川　寿子 1,2	 河合　壽一 1,2　
　林　　　慎 1,2

まつなみ健康増進クリニック　人間ドック健診センター 1　　松波総合病院　内科 2

受診者サービス④（口頭発表）第 2 会場（2F 中会議室 201） 【15:00 ～ 16:00】
座長：森山　　優（医療法人 大宮シティクリニック　副院長）

2-2-07	 上部消化管造影検査時の苦痛に対する性別差についての検討
○池上　真士 1	 渡邉佐知子 1	 富高　智成 2	 石垣　陸太 2	 森口　次郎 1	 細見　　聡 1　
　大地　邦彦 1	 吉良　康男 1	 辰巳　哲也 1

一般財団法人　京都工場保健会 1　　京都医療科学大学 2

2-2-08	 胃 X線検査におけるリスク管理　第４報
	 ～自動肩当装置の導入によるメリット・デメリット～

○坂野　拓也 1	 飯塚　明久 1	 望月　久光 1	 松村　和典 1	 高橋直太郎 2	 中村　恭子 3　
　松木　隆央 3

新赤坂クリニック　放射線科 1　　横浜北幸クリニック　放射線科 2　　新赤坂クリニック　医師 3

2-2-09	 胃バリウム検査における待ち時間の推移と今後の課題
○杉沢　　猛 1	 本郷　嘉史 1	 前原　　崇 2	 佐藤　夏子 2

一般財団法人　船員保険会　品川シーズンテラス健診クリニック 1　　運営部　健診業務課 2
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2-2-10	 接遇レベルの統一と向上に向けた取り組み
○渡邊久美子	 助川　　薫	 吉岡　裕子	 小田倉　章	 増澤　浩一	 内藤　隆志
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

2-2-11	 育児で健診難民となっているママ世代への新サービス
○中家　照雅	 濱西　理恵	 馬場　千絵	 菅野　武司	 田中　美伸	 井上　和彦　
　春間　　賢	 清水　信義
一般財団法人淳風会　淳風会健康管理センター

2-2-12	 検査着リニューアルへの取り組み
○寶川　　歩	 上森　彩乃	 岡　　結希	 大角　博久	 安木　美穂	 藤本　裕子　
　清水　倫子	 井上　和彦	 清水　信義
一般財団法人淳風会　淳風会健康管理センター

消化器（上部消化管）③（口頭発表）第 3 会場（3F 中会議室 301B） 【8:30 ～ 10:00】
座長：熊倉　泰久（聖路加国際病院附属クリニック　予防医療センター　消化器内科　医長）

2-3-01	 胃 X線検査時における発泡顆粒の服用方法及び製剤の違いが及ぼす影響
○古川　勝治	 田中　芳生	 西野　文郎	 大和　栄一	 長谷川江里奈	 跡部　　優　
　石川　優子	 井関　一高	 杉林　　稔	 岡村　雅雄
社会医療法人　愛仁会　愛仁会総合健康センター

2-3-02	 	上部消化管造影検査（胃X線検査）における発泡剤 2分割投与における受診者の苦痛軽減につ
いての検討
○清澤　真人	 成田　政広	 清水　正雄	 足立　雅樹
埼玉医科大学病院　　健康管理センター

2-3-03	 頭低位腹臥位二重造影法における「両肩当て・左向き」手技の成績
○數納　優希 1	 吉田　諭史 1	 中村祐二朗 2	 土佐　　岬 1,2	 新島　友輝 2	 有本　ゆり 1,2　
　島田　泰富 1,2	 杉野　吉則 1	 岩男　　泰 1

慶應義塾大学病院　放射線技術室　予防医療センター 1　　慶應義塾大学病院　放射線技術室 2

2-3-04	 上部消化管検査時のバリウム誤嚥への対応の取り組み
○栗原那奈子	 齊藤　弥穂	 中多　依子	 佐保埜弘子	 松本　京子	 清水　岳史　
　寺本　真美	 桂　久美子	 藏本理津恵	 松尾　　茂
高の原中央病院　人間ドックセンター

2-3-05	 胃透視における医療安全とサービス向上への取り組み
○鈴木由美子	 若林　　努	 小菅　綾子	 三浦　智美	 吉田　優子
東京西徳洲会病院　健康管理センター

2-3-06	 上部消化管Ｘ線検査における “偽陽性症例 ”の原因を探り検討する
○西戸　伸之	 森山　真帆	 三島　久典	 中谷　紋子	 宇野　正人	 鈴木　貞男　
　松原　明夫	 黒島　俊夫	 今岡　　渉
一般財団法人関西労働保健協会

2-3-07	 検診発見胃癌に対する追加撮影の有効性検討
○渡邊　純子 1	 今井　俊一 1	 馬場　保昌 2	 大塚　博紀 3

医療法人社団進興会　立川北口健診館アネックス 1　　医療法人社団進興会 2

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 3
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2-3-08	 胃Ｘ線検査における萎縮性胃炎・ヒダ肥厚と胃癌発症との関連
○島本　武嗣 1	 山道　信毅 1,2	 岡田　　実 1	 和田　亮一 1	 光島　　徹 1

亀田メディカルセンター幕張 1　　東京大学医学部消化器内科 2

2-3-09	 検診の上部消化管造影検査受診者からみた胃・食道憩室の頻度
○春間　　賢 1	 大角　博久 1	 松尾　浩二 1	 井上　和彦 1	 市場　俊雄 1	 久本　信實 3　
　清水　信義 1	 眞部　紀明 4	 角　　直樹 5	 鎌田　智有 5

淳風会健康管理センター 1　　川崎医科大学総合医療センター総合内科２2　　淳風会ロングライフホスピタル 3

川崎医科大学総合医療センター中央検査科（内視鏡・超音波）4　　川崎医科大学総合医療センター健康管理学 5

ヘリコバクター・ピロリ②（口頭発表）第 3 会場（3F 中会議室 301B） 【10:00 ～ 11:30】
座長：鎌田　智有（川崎医科大学総合医療センター　健康管理学　教授）

2-3-10	 血清ピロリ抗体価とＸ胃X線検査による胃粘膜萎縮
○西荒井宏美
医療法人社団　誠馨会　千葉メディカルセンター

2-3-11	 背景粘膜評価によるHelicobacter	pylori 感染予測
○坪内　秀生	 矢部　雅己	 尼子　良久	 佐藤　　眞
一般財団法人芙蓉協会　聖隷沼津健康診断センター

2-3-12	 Helicobacter	pylori 除菌者における除菌前後の胃Ｘ線検査画像所見（第 2報）
○中野　理果	 酒井　純子	 高多　伸哉	 鈴木ひとみ	 大森由美子	 佐藤　　明

（公益財団法人）佐々木研究所附属湘南健診センター

2-3-13	 胃Ｘ線検査で慢性胃炎と診断された受検者に対するピロリ菌検査推奨方法の検討
○藤原　祥子	 八田　悦子	 大槻　安代	 景山　修二	 青木　　彰	 福田　　彰　
　後山　尚久
大阪医科大学　健康科学クリニック

2-3-14	 	人間ドック受診者に対し内視鏡スクリーニング検査でのH. ピロリ菌感染胃炎診断と除菌治療誘
導への実際
○池田　　聡	 岡村　博文	 宮城　康子	 飯野　正敏
池田病院　健康管理センター

2-3-15	 40 才以上の受診者におけるピロリ菌と胃がん・胃がん検診に関する意識調査
○保坂　薫子	 佐藤真喜子	 佐々木留美子	 一関　智子	 川井美代子	 高橋　典子　
　宮崎　昌子	 三森加奈子	 相良　志穂	 飯塚　政弘
秋田赤十字病院　附属あきた健康管理センター

2-3-16	 H.Pylori	感染胃粘膜画像診断から１年人間ドック受診者のピロリ菌検査と除菌　意識度調査
○島田　雅彦	 藤田　充秀	 佐藤　美保	 菅谷　益巳	 釜屋　憲司	 川又　　誠　
　塙　　総子	 羽鳥　美奈	 市川　飛翼	 飯田　綾香
茨城県済生会　水戸済生会総合病院　健診センター

2-3-17	 改訂 Fスケールを用いたH．pylori 除菌前後の症状変化の検討
○藤原菜美子 1	 高木　順子 1	 花畑　弥生 1	 前田　貞則 1	 須床　和恵 1	 芹澤　洋輔 1　
　菊池　保治 2

聖隷沼津健康診断センター 1　　沼津市立病院健康管理課 2
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2-3-18	 ピロリ菌検査勧奨を契機に発見された若年者早期胃癌の 1例
○東山　泰成	 迫田　　敏	 中平　孝明	 林　　克裕
宮崎県済生会　日向病院

肝臓②（口頭発表）第 3 会場（3F 中会議室 301B） 【14:00 ～ 14:50】
座長：西﨑　泰弘（東海大学医学部付属東京病院　病院長）

2-3-19	 当院人間ドックにおけるHCV抗体陽性例の検討
○赤池　　淳 1	 西園　雅代 1	 小川　秀久 1	 平塚　正幸 1	 今村　哲理 1	 髭　　修平 2

JA 北海道厚生連札幌厚生病院　健康管理科 1　　JA 北海道厚生連札幌厚生病院　肝臓内科 2

2-3-20	 当健診センターにおけるHBs 抗原測定の陽性率ならびに陽性的中率の調査
○山下　計太	 谷仲　一郎	 増澤　浩一	 渡部　充恵	 長峯　正流	 中村　浩司　
　平沼　ゆり	 小田倉　章	 内藤　隆志
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

2-3-21	 	非アルコール性脂肪性肝疾患 /非アルコール性脂肪肝炎関連危険諸因子に関する健診結果から
の横断的・縦断的検討
○野口　文佳	 小林　信子	 土屋　則子	 山本　　晃	 清水不二雄	 加藤　俊幸　
　村山　　実

（一社）新潟縣健康管理協会

2-3-22	 健診における肝臓での超音波減衰率の検討
○森川　浩安	 福本　真也	 木村　達郎	 中野　朱美	 大谷　恒史	 森崎　珠実　
　上村　理沙	 河田　則文
大阪市立大学大学院医学研究科　先端予防医療学

2-3-23	 人間ドック腹部超音波検査において発見された肝細胞腺腫の一例
○矢川　智仁 1	 松本　康子 1	 原　　　均 1	 長崎孝太郎 1	 橋本　泰司 2	 阿座上隆広 2

医療法人　厚生堂　長崎病院ヘルスケアセンター 1　　国家公務員共済組合連合会　広島記念病院 2

腹部エコー（口頭発表）第 3 会場（3F 中会議室 301B） 【14:50 ～ 15:40】
座長：水間　美宏（東神戸病院　内科）

2-3-24	 腹部超音波検査 25枚撮り標準化への試み
○片山　和弥 1	 松本　直樹 2	 小川　眞広 2	 五ノ井　渉 3	 植松　彩子 1	 高橋　理香 1　
　平野　好絵 1	 村松　和美 1

医療法人社団　せいおう会　鶯谷健診センター 1　　日本大学医学部消化器肝臓内科 2　　東京大学医学部付属病院 3

2-3-25	 当院人間ドックにおける腹部超音波検査の成績について
○櫻井　沙綾 1	 田上　展子 1	 川端　　聡 1	 植田　洋子 1	 金沢　直美 1	 津村　京子 1　
　榎木雄美子 1	 仙崎菜々恵 1	 藤本　　敬 2	 宮脇　昌美 2

一般財団法人　住友病院　診療技術部　超音波技術科 1　　一般財団法人　住友病院　健康管理センター 2

2-3-26	 	腹部超音波検査の臍部横断走査による皮下脂肪厚測定とメタボリックシンドローム関連因子と
の関係
○神山　秋広	 篠原　裕枝	 中野　真宏
地方独立行政法人　新小山市民病院　予防医学センター

2-3-27	 腹部超音波検査の受診者満足度の向上を目指して　受診者アンケート調査
○上森　心絵	 久保田理子	 齋藤久美子	 鈴木　　淳	 海野　　均
社会医療法人　中山会　宇都宮記念病院　総合健診センター
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2-3-28	 腹部超音波検査における精査受診後結果の報告と今後の課題
○新井　祐子	 砂井　里沙	 小池　里実	 吉川　廣和	 大竹　貴昭
医療法人財団　新生会　大宮共立病院　総合健診プログラム

肥満、メタボリックシンドローム②（口頭発表）第 4 会場（3F 中会議室 301A） 【8:30 ～ 9:50】
座長：杉森　裕樹（大東文化大学 スポーツ ･ 健康科学部看護学科　学科長）

2-4-01	 当院健康管理センターにおけるメタボリックシンドローム症例の検討～10年間の変化を含めて～
○久留島　仁	 松本　能里	 坂野　文香
広島赤十字・原爆病院　健診部

2-4-02	 X 線 CTによる内臓脂肪面積評価と書面指導の動機付け効果の検討
○水井　雅人 1,5	 田中　　公 2	 笠井　智佳 2	 千田　　豊 4	 作野　功典 3	 鈴木　彦次 2　
　田城　孝雄 5

鈴鹿回生病院　放射線科 1　　鈴鹿回生病院　内科・健康管理センター 2　　鈴鹿中央総合病院　健診センターオリーブ 3

四日市健診クリニック 4　　放送大学大学院 5

2-4-03	 CT 評価による肝脂肪量とメタボリックシンドロームの関連
○道家　　充 1	 田内　慎一 1	 塙　なぎさ 1	 横井　里美 1	 大芦　研輔 1	 上坂由美子 1　
　浅野　嘉一 1	 米谷美智子 1	 浅地　亜衣 1	 山崎　　大 2

医療法人渓仁会　渓仁会円山クリニック 1　　京都大学大学院　社会健康医学系　医療疫学分野 2

2-4-04	 	メタボリックシンドロームにおけるマルチプルリスクの検討：判定各項目と肝・腎機能、尿酸
代謝、動脈硬化リスクとの関係
○菊地恵観子 1,2,3	 小田夏奈江 2,3,5	 山鹿　由莉 2,3	 尾形　珠恵 2,3	 後田　奈々 2,3　
　行松　伸成 2	 山田　千積 2,3,4	 岸本　憲明 2,3,4	 西崎　泰弘 2,3,4

せんだい総合健診クリニック 1　　東海大学医学部健康管理学 2　　東海大学医学部付属東京病院 3

東海大学大学院医学研究科ライフケアセンター 4　　牧田総合病院健診センター 5

2-4-05	 人間ドック経年受診者における生活習慣病関連項目の異常数の推移の検討
○河面　　聡	 佐藤　彩織	 眞弓　周子	 泉　由紀子	 大山摩佐子	 住谷　　哲　
　藤岡　滋典	 佐藤　文三	 中村　秀次
公益財団法人　日本生命済生会　ニッセイ予防医学センター

2-4-06	 高齢者の肥満−当センター受診者の検査結果からの考察
○石川　　公	 高木　重人	 梅津　雅夫	 原田　弘秋	 庄田　昌隆	 山中　功一
船員保険健康管理センター

2-4-07	 特定健診制度から表出された「非肥満者（隠れメタボ）」の実態
	 −危険因子保有率の特徴と推移−

○岡田　　実 1	 島本　武嗣 1	 藤原　正則 1	 山下　巧一 1	 古川千津子 1	 新井千恵子 1　
　森　　里江 1	 和田　亮一 1	 光島　　徹 1	 前田　　隆 2

亀田メディカルセンター幕張 1　　山形県立保健医療大学 2

2-4-08	 就寝 2時間以内の食事摂取にみられる生活習慣の背景に関する検討
○佐藤　友美 1	 勝山　博信 2

社会福祉法人同愛記念病院財団　同愛記念病院　健診センター 1　　川崎医科大学　公衆衛生学 2
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コンピュータシステム・ICT（口頭発表）第 4 会場（3F 中会議室 301A） 【9:50 ～ 10:40】
座長：高木　重人（船員保険健康管理センター　センター長）

2-4-09	 健診カルテの電子化による業務の効率化と受診者サービスの向上
○岡本　貴子	 田淵　正登	 中山　通代	 藤井　久美	 友野　一美	 吉形　香織
岡山済生会昭和町健康管理センター　健診保健部

2-4-10	 日医健診標準フォーマット・画像所見標準コード名称の妥当性について
	 −検診画像読影サービス施設での 27万件の読影結果の検討−

○煎本　正博	 煎本　雄一	 白井　明子	 遠山　祐樹	 室屋　良孝	 堀江　徹彦　
　坂田めぐみ	 鈴木　孝夫
イリモトメディカル

2-4-11	 健診システムとＰＡＣＳ・レポートサーバーとの連携
○鶴田　義人	 康田　雅人	 鏡味　幹弘	 志賀　晃路	 野澤　　稔	 深津　　満　
　山田　珠樹
一般社団法人　岡崎市医師会

2-4-12	 眼底遠隔読影の導入・システム連携の初期経験
○齊藤　弥穂 1	 藏本理津恵 1	 栗原那奈子 1	 藤原　充香 1	 長谷川　章 1	 松尾　　茂 1　
　庄野　智也 2	 阿野　浩明 3	 佐々木　信 4	 緒方　　明 4

新生会　総合病院高の原中央病院　人間ドックセンター 1　　伏見製薬株式会社 2　　オフィスフューチャー株式会社 3

株式会社エスシーシー 4

2-4-13	 受診者データ一元管理の実現に向けたシステム入替えの取組−第２報−
○上間　由貴 1	 田面木貴洋 1	 阿部　信子 1	 瀬谷　　彰 1	 野村　幸史 2

医療法人財団慈生会　野村病院　予防医学センター 1　　医療法人財団慈生会　野村病院 2

尿酸代謝（口頭発表）第 4 会場（3F 中会議室 301A） 【10:40 ～ 11:20】
座長：山田　千積（東海大学医学部付属東京病院　講師）

2-4-14	 健診データから見た腎性低尿酸血症の頻度と合併症に関する検討
○田中　謙二 1	 草場　公宏 1	 一矢　有一 1	 森田　一徳 1	 鴨井　逸馬 1	 桑原　康雄 1　
　庄田　昌隆 2

一般財団法人　船員保険会　船員保険福岡健康管理センター 1

一般財団法人　船員保険会　船員保険健康管理センター 2

2-4-15	 職域健診受診者における高尿酸血症の頻度の年次推移
○塩　　　宏
鳥取赤十字病院　検査部

2-4-16	 尿酸高値は非アルコール性脂肪性肝疾患発症の独立したリスク因子である
○原　　茂子 1,2	 戸田　晶子 1	 大本　由樹 1	 辻　　裕之 1	 斎藤　和美 1,3　
　児玉　　暁 1,3	 曽根　博仁 3	 荒瀬　康司 1

虎の門病院　健康管理センター 1　　原　プレスセンタークリニック 2　　新潟大学内分泌代謝科 3

2-4-17	 健診で見られた原発性痛風と慢性関節リウマチの合併した女性例
○塩　　　宏 1	 岸　　隆広 1

鳥取赤十字病院　検査部 1　　整形外科 2

一
般
演
題　
プ
ロ
グ
ラ
ム

口
頭
発
表　
２
日
目　
8
月
31
日（
金
）

人間ドック　Vol.33　No.2　2018 年 69（181）



睡眠時無呼吸症候群（口頭発表）第 4 会場（3F 中会議室 301A） 【14:00 ～ 15:00】
座長：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）

2-4-18	 人間ドック歯科検診受診者における、睡眠時無呼吸症候群の関係について
○小林　充典	 黒澤　　功
医療法人社団美心会　黒沢病院附属ヘルスパーククリニック　高崎健康管理センター

2-4-19	 当センターにおける睡眠時無呼吸症候群スクリーニング検査の実施状況
○鈴木　綾乃 1	 土屋早誉佳 1	 波多野美智代 1	 山口かやの 1	 鈴木　晴彦 1	 竹内　淳子 1　
　太田　直子 1	 内野明日香 2

聖隷福祉事業団　保健事業部　聖隷健康診断センター　検査課 1

聖隷福祉事業団　保健事業部　聖隷健康診断センター　医務課 2

2-4-20	 当会における睡眠時無呼吸症候群スクリーニング検査の検討−Niigata	Wellness	Study −
○計良　政裕	 鶴間　　純	 赤澤　道代	 船浪　　敦	 丸山　智美	 中山　卓也　
　小笠原美代子	 金子　玲子	 三間　　聡

（一社）新潟県労働衛生医学協会

2-4-21	 当センターにおける睡眠時無呼吸症候群簡易検査の検討
○根岸　純子 1	 福田　　淳 2	 高柳美奈子 1	 眞崎　義隆 2	 楠目　健一 1	 久保田　亨 1　
　石橋　見季 1	 井原　貴之 1	 田代　律子 1	 有田　誠司 1

社会福祉法人　聖隷福祉事業団　聖隷佐倉市民病院健診センター 1

社会福祉法人　聖隷福祉事業団　聖隷佐倉市民病院 2

2-4-22	 当院における運転業務従事者健診の成績報告とその課題
○菊池真由美	 宇野稚香子	 小田桐一美	 林　　浩美	 大羽　一美	 若林　園恵　
　高宮　浩一	 上原　　晋
トヨタ自動車株式会社　トヨタ記念病院　健診センター

2-4-23	 健診機関において睡眠時無呼吸症候群を早期発見した１例の報告
	 ～オプション検査の一つとしての簡易睡眠検査～

○鵜飼　美和 1	 古平　瑞美 1	 林　かおり 1	 佃　　陽介 2	 松尾　知紀 1

一般財団法人　日本予防医学協会　附属診療所　ウェルビーイング栄 1　　一般財団法人　日本予防医学協会 2

乳腺②（口頭発表）第 4 会場（3F 中会議室 301A） 【15:00 ～ 16:00】
座長：諸田　哲也（一般社団法人新潟県労働衛生医学協会　新潟ブレスト検診センター）

2-4-24	 乳がん検診に視触診は不要か？
○松浦　恵子	 半藤　　保	 田辺　理子	 山本　　晃	 渋谷千恵子	 横山　　綾　
　親松　夏紀	 野本美和子	 北見　　悠	 村山　　実
一般社団法人　新潟縣健康管理協会

2-4-25	 マンモグラフィおよび乳房超音波検査を経時的に受診した構築の乱れ症例の検討
○佐藤　　泉	 川野圭央里	 立脇　麻里	 藤村　聖子	 原田　恵実	 色摩　希美　
　田所佳奈子	 山中　　聡	 野崎　浩二	 林　　建男
社会医療法人財団　石心会　アルファメディック・クリニック

2-4-26	 乳房構成の理解を深めるための取り組み
	 ～異常所見と捉えさせないために～

○廣瀬　真実	 佐藤　理香	 光畑　桂子	 越川佳代子	 東野英利子	 内藤　隆志
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
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2-4-27	 マンモグラフィと乳房超音波併用検診の精度向上のための問題点
○緒方　恵美 1	 美濃　尚人 1	 西田　優子 1	 坂部　真希 1	 高橋久美子 1	 徳永かおり 1　
　尾方　　萌 1	 平川　実季 1	 守安真佐也 2	 松崎　秀幸 2

大腸肛門病センター高野病院　総合健診センター　健康管理課 1

大腸肛門病センター高野病院　総合健診センター　内科 2

2-4-28	 乳がん検診における認識度調査
○佐藤　美保	 島田　雅彦	 藤田　充秀	 菅谷　益巳	 釜屋　憲司	 塙　　総子　
　羽鳥　美奈	 市川　飛翼	 飯田　綾香	 川又　　誠
社外福祉法人恩賜財団済生会支部茨城県済生会水戸済生会総合病院

2-4-29	 乳腺超音波検診にて発見された授乳期乳がん
○久保　美喜	 迫　　宜之	 阪本　美紀	 光永　雅美	 木場　博幸	 大竹　宏冶
日本赤十字社熊本健康管理センター　検査部

動脈硬化②（口頭発表）第 5 会場（3F 中会議室 302B） 【8:30 ～ 9:20】
座長：渡辺　賢一（新潟大学大学院医歯学総合研究科　生活習慣病予防検査医学　特任教授）

2-5-01	 試験紙法の微量タンパク尿は頸動脈硬化と関連している。
○星野　留里 1,2	 白田　康代 1,2	 竹市　　泉 1,2	 芳野　純治 1,2	 前田　健吾 1,2

国際セントラルクリニック 1　　大名古屋ビルセントラルクリニック 2

2-5-02	 脳ドックで脳主幹動脈狭窄を指摘されたのちの動脈硬化リスクの改善について
○大野　正弘 1	 松佐古　敬 1	 白木　茂博 2	 立松　　晃 3	 鈴木　正之 2	 中山　善秀 2　
　山田　尚史 2	 福原加代子 1	 近田　知鈴 1

中日病院　健診センター 1　　中日病院　内科 2　　中日病院　外科 3

2-5-03	 健康診断における検査異常パターンを用いた加齢加速度および老化年齢の推定
○平井　　学
公益財団法人　高知県総合保健協会

2-5-04	 高感度CRPと nonHDL コレステロールの関係
○内野　紗恵	 吉野貴美子	 石田　香織	 大前　由美	 大前　利道	 沼本美由紀
新浦安虎の門クリニック

2-5-05	 人間ドック受診者における脂肪肝と脂質関連因子および動脈硬化の検討
○水野　由子 1,2,3	 小出　大介 3	 大門　雅夫 1	 山道　信毅 2	 小室　一成 1

東京大学医学部附属病院　循環器内科 1　　東京大学医学部附属病院　予防医学センター 2

東京大学大学院医学系研究科　生物統計情報学講座 3

腎、尿路②（口頭発表）第 5 会場（3F 中会議室 302B） 【9:20 ～ 10:30】
座長：清水不二雄（一般社団法人　新潟縣健康管理協会　常任顧問）

2-5-06	 人間ドック受診者の腎機能推移に関連する項目についての検討
○山内　裕子 1	 古澤　洋子 2	 山内　雅裕 1	 山内　貴裕 1	 木田　　恆 1	 亀谷　正明 1　
　山内　英通 1

社団医療法人かなめ会　山内ホスピタル　人間ドック・健診センター 1　　岐阜聖徳学園大学 2

2-5-07	 人間ドック腹部超音波検査で発見された腎細胞癌の一例
○小長井美華	 小林　千尋	 碁盤真理子	 濱本　知代	 行武　裕隆	 中村　美加
医療法人財団　明理会　新宿ロイヤル診療所
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2-5-08	 尿蛋白測定試験紙（±）症例における腎機能低下関連因子について
	 ～第 6報；関連因子による危険度スコア化の試み～	

○田中　一成	 清水不二雄	 笠井真由美	 上村　由紀	 山本　　晃	 福田　祐明　
　松浦　恵子	 村山　　実

（一社）新潟縣健康管理協会

2-5-09	 当財団における人間ドック健診の「随時尿」から「早朝尿」に変更して
○宜保　繭子	 東江　栄喜	 照屋八生美	 久場　睦夫
沖縄県健康づくり財団　健診部　

2-5-10	 甲状腺機能刺激ホルモンと慢性腎臓病罹患・発症の関係
○戸田　晶子	 本田　律子	 加藤　昌之	 天川　和久	 岩男　暁子	 陣内　由紀　
　若林真理子	 辻　　裕之	 原　　茂子	 荒瀬　康司
虎の門病院　健康管理センター

2-5-11	 健診尿中に 2,8-DHA結晶が見られたAPRT欠損症の 1例
○松谷　聖夜 1	 和佐野智美 1	 城成　加奈 1	 二宮美由紀 1	 荒川　千夏 1	 菅　　理恵 2　
　原　　直彦 2	 奥村　雄三 2

原三信病院　臨床検査科 1　　原三信病院　健康管理センター 2

2-5-12	 当会における多発性嚢胞腎の疫学とスクリーニングに関する検討
○吉本　貴宜 1	 高谷　典秀 1	 赤沼真由美 1	 荒井　清美 1	 森田　好彦 1	 渡辺　由貴 1　
　太田秀二郎 1	 高谷　純司 2	 高谷　雅史 1

医療法人社団　同友会　春日クリニック 1　　医療法人社団　同友会　深川クリニック 2

特定保健指導②（口頭発表）第 5 会場（3F 中会議室 302B） 【10:30 ～ 11:40】
座長：岸本　憲明（東海大学医学部基盤診療学系健康管理学　講師）

2-5-13	 特定保健指導の実施率向上のための取り組み　−全国健康保険協会との協同企画−
○菅原　叶子	 高野　真衣	 上野允理耶	 大澤　唯称	 齊藤　華子	 白田千佳子　
　根志　繭子	 大前　利道	 大前　由美	 沼本美由紀
医療法人社団　新虎の門会　新浦安虎の門クリニック

2-5-14	 特定保健指導参加者のその後の生活習慣と健診データの推移
	 ～オリジナルの特定保健指導を導入しての効果～

○岩本　豊子 1	 錦戸　典子 2

東海大学　医学部　付属病院　健診センター 1　　東海大学　医学部　看護学科　公衆衛生看護学科 2

2-5-15	 特定保健指導の積極的支援対象者が初めての積極的支援を終了した過程
	 ～健康認識と行動の変容に焦点をあてて～

○佐藤さとみ 1	 細坂　泰子 2

東京慈恵会医科大学附属病院　新橋健診センター 1　　東京慈恵会医科大学医学部看護学科 2

2-5-16	 特定保健指導積極的支援を 2年連続して受けることの効果
○若杉　　愛 1	 新村由美子 1	 橋本千津子 1	 大沼　朱美 1	 鳥羽山睦子 2	 武藤　繁貴 1　
　福田　崇典 2

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 1　　社会福祉法人　聖隷福祉事業団　保健事業部 2

2-5-17	 特定保健指導における中断者の特徴の検討
○田辺　宏美	 大原　彩実	 大橋　敦子	 遠藤　恵子	 佐田　伸夫	 安達　倫文　
　光宗　皇彦	 市場　俊雄	 井上　和彦	 清水　信義
一般財団法人淳風会　淳風会健康管理センター
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2-5-18	 特定保健指導による 3か月後減量成功者の実態を探る
○土屋易寿美 1	 足立　美幸 1	 藤城　龍子 1	 鳥羽山睦子 2	 森　　厚嘉 1	 武藤　繁貴 3　
　福田　崇典 2

聖隷予防検診センター 1　　聖隷福祉事業団　保健事業部 2　　聖隷健康診断センター 3

2-5-19	 特定保健指導初回面談の健診当日実施への取り組みと効果の検討
○浪内　美和 1	 永松はるか 1	 鈴木　　静 1	 小田千恵美 1	 西藤　亮子 1	 橋本　俊彦 1　
　那須　　繁 2

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 1　　特定医療法人財団博愛会　博愛会病院 2

消化器（上部消化管）④（口頭発表）第 5 会場（3F 中会議室 302B） 【14:00 ～ 14:50】
座長：加藤　智弘（東京慈恵会医科大学附属病院　総合健診・予防医学センター）

2-5-20	 経鼻内視鏡検査前処置における麻酔薬投与法の検討
○大久保ひろ子	 三宅　深雪	 拜原　友里	 友田　貴子	 上野　絢子	 石原　真澄　
　柴田友香子	 川崎　雅美	 中西美知江	 藤田　　剛
淀川キリスト教病院　健康管理増進センター

2-5-21	 新しい経鼻内視鏡用鼻腔麻酔スティックの開発と使用経験− 2分間鼻腔麻酔法について−
○大原　信行
大原ファミリークリニック

2-5-22	 任意型健診（人間ドック）の経鼻内視鏡検査に鎮静は必要か？
○増田　淳一	 下道　久恵	 水野　尚美
重工記念長崎病院　健診センター

2-5-23	 細径内視鏡を用いた上部消化管スクリ−ニング検査後の苦痛に関する検討
○山本　智美	 和田　恒哉	 岩出　悦子	 鈴木　祥美	 辻　　彩日	 坂爪　友紀　
　加藤きよみ	 中島　幸恵	 番　　郷子	 山田　珠樹
一般社団法人　岡崎市医師会

2-5-24	 当院における経鼻内視鏡検査の鼻出血の現状について
○岩崎　絢子	 松澤　範子	 西舘美音子	 中島　直美	 柴山かおり	 松久　未来　
　梶川　歩美	 中川　　良	 中川　一美	 中川　高志
医療法人　大宮シティクリニック

特定保健指導③（口頭発表）第 5 会場（3F 中会議室 302B） 【14:50 ～ 15:50】
座長：宮脇　尚志（京都女子大学　家政学部食物栄養学科　教授）

2-5-25	 特定保健指導件数増加に向けた当院での工夫
○稲田絵美子	 田中　裕子	 桑江まゆみ	 岡田　眞里	 小池真名美
医療法人横浜柏提会　戸塚共立メディカルサテライトクリニック

2-5-26	 特定保健指導開始者増加への取り組み～スタッフ間で初回面接導入時の説明内容を統一して～
○畑中　智花	 木戸　博美	 川嶋真理子	 濱田美津子	 尾上恵美子	 阿座上聖史　
　宮崎　雅也	 武冨　勝郎	 野俣浩一郎
宮崎総合健診センター

2-5-27	 特定保健指導最終評価時の健診データから見た保健指導の効果
○木内　利恵 1	 照井紀美子 1	 八代　美幸 1	 佐藤あゆみ 1	 小助川靖子 1	 三浦智沙斗 1　
　小松ひかる 1	 水口　直樹 2	 鈴木　克彦 2	 小松　大芽 2

社会医療法人　青嵐会　本荘第一病院　保健センター 1　　社会医療法人　青嵐会　本荘第一病院　診療部 2
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2-5-28	 体組成測定を導入した特定保健指導の取り組み	第２報
○野田　紗希	 篠原　裕枝	 中野　真宏
地方独立行政法人　新小山市民病院　予防医学センター

2-5-29	 当日特定保健指導希望者の分析
○花井　千栄	 中嶋　澄香	 藤岡　　司	 川本　理恵	 和田　真紀	 横井　祐子
社会医療法人　松本快生会　西奈良中央病院　健康管理センター

2-5-30	 特定保健指導を 2年連続して受ける効果について
○神崎　瑞奈	 比嘉　智香	 小林千恵美	 國本　綾子	 花田　秀幸	 山永　義之
福岡和白総合健診クリニック

循環器（口頭発表）第 6 会場（3F 中会議室 302A） 【8:30 ～ 9:30】
座長：髙谷　典秀（医療法人社団　同友会 理事長）

2-6-01	 心電図自動診断の精度評価ならびに有用性向上に関する研究−第２報
○加藤　貴雄 1	 八島　正明 2	 渡邉　英一 2	 高橋　尚彦 2	 池田　隆徳 2	 笠巻　祐二 2　
　住友　直方 2	 植田　典浩 2	 森田　　宏 2	 平岡　昌和 2

国際医療福祉大学　三田病院　心臓血管センター／予防医学センター 1　　心電図自動診断を考える会 2

2-6-02	 当健診センター受診者の循環器要精査の結果について
○小川　昭三	 水口　敏宏
公立学校共済組合東海中央病院　健康管理センター

2-6-03	 血糖値と組織ドプラ（Tei	index も）を含む心機能などとの相関について
○近藤　修二	 船津　和夫	 山下　　毅	 水野　杏一
三越厚生事業団　三越診療所

2-6-04	 心臓MRI を用いた心臓ドックの報告
○井野　雅基	 三原　晴美	 田上真之介	 高尾　祐治	 坂本　祐二	 菅　　守隆
済生会熊本病院　予防医療センター

2-6-05	 人間ドック健診を受診した糖尿病患者の安静時心電図所見の特徴
○五郎丸直美 1	 桝田　　出 2	 白樫美千代 1	 升田　知機 1	 須山　哲次 1	 田巻　俊一 1　
　武田　隆司 3	 武田　道子 3	 武田　隆男 3	 武田　隆久 3

医療法人　財団　康生会　山科武田ラクトクリニック 1　　医療法人　財団　康生会　武田病院健診センター 2

武田病院グループ 3

2-6-06	 人間ドック受診者における血清中NT-proBNPの臨床的意義に関する検討
○前川　恭子 1	 羽原　利幸 1	 佐々木一則 1	 川嵜　法之 2	 瀬崎　伸夫 1	 平田　教至 3

公立学校共済組合　中国中央病院　臨床検査科 1　　公立学校共済組合　中国中央病院　健康管理・安全管理室 2

公立学校共済組合　中国中央病院　健康管理科 3

血圧、脈拍、診察（口頭発表）第 6 会場（3F 中会議室 302A） 【9:30 ～ 10:20】
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）

2-6-07	 日本人における柔軟性と高血圧罹患の関係：コホート研究−Niigata	Wellness	Study −
○丸藤　祐子 1,2	 澤田　　亨 3	 門間　陽樹 4	 川上　諒子 3	 宮地　元彦 1	 田代　　稔 5　
　加藤　公則 2,5	 曽根　博仁 2

医薬基盤・健康・栄養研究所 1　　新潟大学大学院 2　　早稲田大学 3　　東北大学大学院 4　　新潟県労働衛生医学協会 5
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2-6-08	 若～中年の正常血圧者において、脈圧増加は高血圧発症と関連している。
	 − 6年間の健診データ追跡から−

○前田　健吾 1,2	 白田　康代 1,2	 星野　留里 1,2	 芳野　純治 1,2	 竹市　　泉 1,2

国際セントラルクリニック 1　　大名古屋ビルセントラルクリニック 2

2-6-09	 長時間睡眠者と夜間高血圧の関連
○水野　杏一	 山下　　敦	 近藤　修二	 船津　和夫	 高橋　直人	 横山　雅子　
　寺田　奈美	 影山　洋子	 田中　千裕	 中村　治雄
公益財団法人　三越厚生事業団

2-6-10	 人間ドック受診者における自覚症状と治療疾患の推移
○杉本　孝一	 今井　佳子	 出水　友梨	 大久保芳美	 藤島　桜子
横須賀市立市民病院　健康管理科

2-6-11	 健診センターにおける採血による血管迷走神経反射（VVR）予防への取り組み
○福田　奈美 1	 吉田　敏子 1	 井上　徳子 1	 杉原　博文 1	 武田　貞子 2	 武田　道子 3　
　武田　隆司 3	 武田　隆男 3	 武田　隆久 3

医療法人　財団　康生会　武田病院健診センター 1　　医療法人　財団　康生会　康生会クリニック 2　　
武田病院グループ 3

指導その他（口頭発表）第 6 会場（3F 中会議室 302A） 【10:20 ～ 11:30】
座長：小口　　淳（岡谷市民病院　健診センター　部長）

2-6-12	 当院職員における健康増進の取り組みについて～ 100日健康プロジェクト導入の効果～
○市川　里菜	 高橋　由華	 大庭　加奈	 行實えり子	 林田　仁美	 隈本　伸生　
　立野　淳子	 大渕美帆子
一般財団法人　平成紫川会　小倉記念病院　健康管理センター

2-6-13	 当院職員における健康増進の取り組みについて～ 100日健康増進プロジェクトの効果の検証～
○高橋　由華	 市川　里菜	 大庭　加奈	 行實えり子	 林田　仁美	 隈本　伸生　
　立野　淳子	 大渕美帆子
一般財団法人　平成紫川会　小倉記念病院　健康管理センター

2-6-14	 糖尿病腎症重症化予防プログラム開発のための研究（第 1報）
○村本あき子	 栄口由香里	 津下　一代
あいち健康の森健康科学総合センター

2-6-15	 婦人科検診受診率向上への取組み　～パンフレットを活用してのアプローチ～
○鈴木　美里	 宮崎　美雪	 齋藤ゆかり	 千葉　暢子	 海野　　均
社会医療法人中山会宇都宮記念病院　総合健診センター

2-6-16	 人間ドック受診者を対象にした幸福度の実態調査
○杉原　貴子	 保本　桂子	 森田百合子
広島赤十字・原爆病院　健康管理センター

2-6-17	 特定健診受診者における睡眠障害について
○出水　友梨	 今井　佳子	 大久保芳美	 藤島　桜子	 杉本　孝一
横須賀市立市民病院　健康管理センター

2-6-18	 加齢と体形変化の分布
○根上　昌子	 星　　君枝	 萩原　美桜	 國分　昭紀	 菅原　知紀	 菅野壮太郎　
　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
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ロコモティブシンドローム・フレイル②（口頭発表）第6会場（3F 中会議室302A） 【14:00～14:50】
座長：澤田　　亨（早稲田大学　スポーツ科学学術院　教授）

2-6-19	 当院健診センター 1年間の体組成分析実施例の検討
○近藤圭一郎	 犬童　直美	 吉川三菜美	 田邊　　恵	 中嶋　好子	 藤井　　廉　
　田中　英一
田中会　武蔵ヶ丘病院

2-6-20	 当施設における多職種協働によるロコモ予防教室の現状と課題
○古澤　　弦 1	 鈴木　美帆 2	 坂本　真樹 2	 興野　千春 2	 野口須美子 2	 大貫　智恵 3　
　金森　毅繁 1	 設楽佐代子 2	 本橋　　歩 2	 山根　一秀 2

医療法人社団　筑波記念会　筑波記念病院　リハビリテーション部 1

医療法人社団　筑波記念会　筑波記念病院　つくばトータルヘルスプラザ 2

医療法人社団　筑波記念会　筑波記念病院　栄養部 3

2-6-21	 老人福祉施設入居者におけるサルコペニア・ロコモティブシンドロームの現状
○山下　　毅	 斗米　　馨	 影山　洋子	 近藤　修一	 船津　和夫	 水野　杏一
公益財団法人　三越厚生事業団　三越総合健診センター

2-6-22	 動作解析装置「鑑（あきら）」を用いた人工股関節手術（THA）前後の歩行解析
○天野　栄治 1	 溝口　勝己 1	 泉田　良一 2	 逸見　　治 2	 古郡　宏行 2	 加藤正二郎 3　
　鮏川　裕之 4	 寺田総一郎 4	 鈴木　俊夫 4	 山﨑　知子 4

社会福祉法人　仁生社　江戸川病院　リハビリテーション科 1

社会福祉法人　仁生社　江戸川病院　慶友人工関節センター 2

社会福祉法人　仁生社　江戸川病院　整形外科 3　　社会福祉法人　仁生社　江戸川病院　健診センター 4

2-6-23	 ロコモ健診を開始して分かってきたことについて
	 ～ロコモ健診後アンケートと判定結果による検討～

○手嶋　義高	 宮本　祐一	 川口　達大	 山川　公子	 大坪　義彦	 小柳　徳明　
　山田　安代	 重光　貴弘	 石川　佑喜
新古賀クリニック　健康管理センター

受診勧奨・医療連携③（口頭発表）第 6 会場（3F 中会議室 302A） 【14:50 ～ 16:00】
座長：大本　由樹（虎の門病院付属健康管理センター・画像診断センター）

2-6-24	 春日クリニックにおける未受診者の動向調査と受診勧奨
○渡邊　紀章 1	 高谷　典秀 1	 新藤　　淳 1	 井出　貴文 1	 阿部弥栄子 1	 石沢　卓人 1　
　宮川　一成 2	 高谷　純司 3	 高谷　雅史 1

医療法人社団　同友会　春日クリニック 1　　医療法人社団　同友会　品川クリニック 2

医療法人社団　同友会　深川クリニック 3

2-6-25	 健診血糖パニック値の受診者のアドヒアランスと受診勧奨についての検討
○大渕美帆子
一般財団法人　平成紫川会　小倉記念病院

2-6-26	 2 回以上糖尿病受診勧奨群の特徴～糖尿病治療維持群との比較から～
○寺田　伸子
医療法人豊田会　刈谷豊田総合病院　健診センター

2-6-27	 当健康管理センターにおける糖代謝要受診者に対するアプローチ
	 −受診勧奨用紙内容変更の効果−

○中島歓真子	 加藤　昌恵	 米川　弘恭	 立川　和重
独立行政法人地域医療機能推進機構　中京病院　健康管理センター
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2-6-28	 	健康診断で糖代謝の要検査・要医療レベルの方のその後の医療機関受診ならびに投薬継続動向
に関して
○長浜　誉佳	 柴崎　悠介	 大前　明美	 猪股　幹基	 恩田　　淳	 工藤　　大　
　木村　真也
JMDC

2-6-29	 	高血圧および糖尿病に対する就業制限導入の効果について：健診データとレセプトデータから
みた服薬促進効果に関する考察
○厚美　直孝
丸井健康保険組合　健康促進センター

2-6-30	 精密検査受診勧奨の取り組み後の評価と今後の課題
○玉川　恵子	 大野　和永	 上田　洋子	 岩本　節子	 佐々木　明
医療法人社団曙会　佐々木外科病院　総合健診センター

眼、耳、鼻、咽、喉頭（口頭発表）第 7 会場（3F 小会議室 303+304） 【8:30 ～ 9:30】
座長：藤島　　浩（鶴見大学歯学部附属病院眼科）

2-7-01	 非散瞳眼で poor な画像しか撮れなかった眼への光干渉断層撮影OCTの有用性について
○加茂　純子 1	 伊東　篤志 2	 原田　　亮 3

甲府共立病院　眼科 1　　甲府共立病院　初期研修医 2　　甲府共立診療所 3

2-7-02	 当施設における光干渉断層計検査導入後の検討
○水谷かおり 1	 宍戸　淑子 1	 平林　和子 2	 今井　弘毅 3

社会医療法人財団　慈泉会　相澤健康センター　健康管理部 1

社会医療法人財団　慈泉会　相澤健康センター　診療部 2　　社会医療法人財団　慈泉会　相澤病院　眼科 3

2-7-03	 緑内障スクリーニング検査の精度向上にむけた取り組み
○梅澤はるか	 古井　妙子	 泉井里江子	 田中　正美	 吉田　奎介
公益財団法人　新潟県保健衛生センター　

2-7-04	 	VDT 作業者 646 人の各種視機能と、レーシック眼、ドライアイ眼の、目、身体、精神の自覚
症状との相関
○平松　邦夫 1	 高石　和子 1	 門　　恵美 1	 磯谷　理絵 1	 三谷　和代 1	 叶　　千鶴 1　
　綾部　智之 1	 牛尾　江利 1	 宇高　　功 1	 福田　　裕 1

公益財団法人　加古川総合保健センター 1　　平松眼科 2

2-7-05	 高コレステロール血症と喫煙は難聴発生の独立した危険因子であった
○小田　栄司
立川総合病院　健診センター

2-7-06	 頸動脈超音波検査実施時に偶発的に発見された顎下腺腫瘤の一例
○岡村　　香 1	 永原　隆之 1	 上田　真路 1	 相川真名美 1	 滝沢　瑞紀 1	 新垣　　力 2　
　墨　　一郎 2	 中塚　詔子 2	 山之上弘樹 3	 相澤　信行 3

医療法人　沖縄徳洲会　静岡徳洲会病院　臨床検査科 1　　医療法人　沖縄徳洲会　静岡徳洲会病院　健康管理センター 2

医療法人　沖縄徳洲会　静岡徳洲会病院　内科 3
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内分泌・感染・骨（口頭発表）第 7 会場（3F 小会議室 303+304） 【9:30 ～ 10:20】
座長：廣岡　　孝（静岡トレーニングクリニック　院長 ）

2-7-07	 人間ドックに於ける骨密度と体重　その２
○吉田　泰行 1	 川村　　実 2	 太田　康弘 3	 設楽　恵美 3	 神子　　大 3	 大網　彩綾 3　
　岩間　一志 3	 竹内　智美 4	 永井　愛子 4

威風会栗山中央病院　耳鼻咽喉科・健康管理課 1　　二和診療所　ふれあいクリニック 2

威風会栗山中央病院　検査科 3　　威風会栗山中央病院　健診室 4

2-7-08	 	骨粗鬆症の早期発見治療に向けて−人間ドック受診者に対する健診センターと骨粗鬆症リエゾ
ンサービスチーム連携の有用性
○有田　誠司	 楠目　健一	 久保田　亨	 石橋　見季	 中塚真由加	 川原　翔子　
　高柳美奈子	 高石　真人	 根岸　純子	 田代　律子
聖隷佐倉市民病院　健診センター

2-7-09	 甲状腺機能異常症のスクリーニングにおける血清コリンエステラーゼ測定の有用性
○深澤　　洋 1	 津久井　一 1	 三井　清文 1	 青木　空眞 3	 佐藤　憲一 3	 飛田　　渉 2　
　吉田　克己 2

筑波大学付属病院水戸地域医療教育センター　茨城県厚生連　総合病院　水戸協同病院　健康管理センター 1

KKR 東北公済病院　健康医学センター 2　　東北薬科大学　医薬情報科学 3

2-7-10	 乳腺・甲状腺細胞診からの劣化の少ない RNA抽出について
○軸薗　智雄 1,2,3	 眞鍋恵理子 4	 石川　朋子 5	 赤須　東樹 4	 石橋　　宰 2　
　蒔田益次郎 4	 杉谷　　巌 3	 山田　　哲 1

金地病院　外科 1　　大阪府立大学大学院　生命環境科学研究科 2　　日本医科大学　内分泌外科 3

日本医科大学武蔵小杉病院 4　　お茶の水女子大学　ヒューマンライフイノベーション研究所 5

2-7-11	 診療所併設健診施設である当院の院内感染管理
○飯田真由美	 村山利恵子	 関川さゆり	 吉野貴美子	 沼本美由紀	 大前　由美　
　大前　利通
医療法人社団新虎の門会　新浦安虎の門クリニック

再検査・精密検査（口頭発表）第 7 会場（3F 小会議室 303+304） 【10:20 ～ 11:10】
座長：中尾　治彦（社会医療法人財団白十字会　健康増進センター　センター長）

2-7-12	 自己採血キットを用いた再検システム運用上の課題について
○泉　　拓朗	 閏間　陽子	 松田　　学	 米原　英里	 高橋　英孝
東海大学　医学部付属八王子病院　健康管理センター

2-7-13	 要経過観察者への受診勧奨を実施して見えた今後の課題
○川本　理恵	 中村きよ子	 増田美加子	 萩尾　倫子	 花井　千栄	 横井　祐子
社会医療法人　松本快生会　西奈良中央病院　健康管理センター

2-7-14	 がん検診における精度管理についての検討～保険者種別における精検受診率からみた課題～
○福嶋　邦枝 1	 小田千恵美 1	 弓削　幸恵 1	 吉村　理江 1	 那須　　繁 2

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 1　　博愛会病院 2

2-7-15	 人間ドック便潜血陽性者の大腸二次検査受診状況～CTC検査導入・追跡調査開始 5年を経て～
○米山　直樹	 安川　純一	 小久保佳奈	 河村　健吾	 石脇　花織	 亀山　　晃　
　川内　利夫	 杉野　吉則	 吉住　　豊	 永田　雅良
医療法人　永仁会　入間ハート病院健康管理センター
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2-7-16	 ピロリ菌検査結果通知方法の改善と取組みとピロリ菌除菌率について
○上田由美子 1	 吉住　　希 1	 千葉　　香 1	 永原　隆之 2	 新垣　　力 1	 墨　　一郎 1　
　中塚　詔子 1	 山之上弘樹 3	 相澤　信行 3

医療法人　沖縄徳洲会　静岡徳洲会病院　健康管理センター 1　　医療法人　沖縄徳洲会　静岡徳洲会病院　臨床検査科 2

医療法人　沖縄徳洲会　静岡徳洲会病院　内科 3

人間ドック健診施設機能その他（口頭発表）第 7会場（3F 小会議室 303+304） 【14:00～ 15:10】
座長：北　　嘉昭（国際医療福祉大学総合診療医学　教授）

2-7-17	 	大口団体の申込み変更の受付手順の見直しによる事務作業の効率化・オプション件数増加をめ
ざした試みについての報告
○沖田ゆきみ	 玉川　有紀	 山岸　仁美	 菊池　明子
仙台厚生病院　総合健診センター

2-7-18	 巡回健診における検診車購入によるメリット
○川村　優子	 佐々木美香子	 齋藤　　智	 北村　佳織	 大前　利道	 大前　由美　
　沼本美由紀
医療法人社団　新虎の門会　新浦安虎の門クリニック

2-7-19	 健診における看護師業務の業務改善を試み
	 ～健診結果処理期間の短縮について～

○長谷川　恵	 粕谷　純子	 鈴木　裕子	 石塚　由佳	 渡部　順子	 南部　知子
一般社団法人　鶴岡地区医師会　荘内地区健康管理センター

2-7-20	 	健診センター・リハビリテーション部門の多職種連携にて就労者健康管理支援部門立ち上げに
向けた取り組み
○河野　銀次 1	 西山幸太郎 1	 谷　　美里 1	 鴨川　孝介 1	 原口　大輝 1	 高橋　麻美 1　
　小林　春菜 1	 小西　理恵 2	 森　　淳一 1	 山口　　豊 1,2

社会医療法人敬和会大分リハビリテーション病院リハビリテーション部 1　　社会医療法人敬和会敬和会健診センター 2

2-7-21	 二次精査受診率を向上させることにより結果判定の精度を上げる取り組み
○長畦登三子 1	 清水　夕貴 1	 奥原ゆう子 1	 鬼熊　永子 1	 穂高　正枝 1	 坂上　友香 1　
　森　　哲夫 1	 五味　英一 1	 佐藤　　篤 2	 五十嵐　淳 2

社会医療法人抱生会　丸の内病院　健診センター 1　　社会医療法人抱生会　丸の内病院 2

2-7-22	 超音波検査作業環境の改善による効果
○岩村　怜子	 岡村　雅美	 諏訪　雅貴	 坂口　元雅	 木田　　明	 小澤　謙二　
　別所　祐次	 高木　康之	 横地　　隆
トヨタ自動車株式会社　健康支援センター　ウェルポ

2-7-23	 過去 4年間で超音波検査を契機として診断された悪性腫瘍の分布について
○稲村　千里 1	 合木祐美子 1	 足立　輝美 2	 早川いずみ 1	 石井ひさ子 3	 村田　恵美 1　
　早田　　圭 1	 中村　恭子 4	 松木　隆央 4

新赤坂クリニック　超音波検査科 1　　日本橋室町クリニック　超音波検査科 2　　横浜北幸クリニック　超音波検査科 3

新赤坂クリニック 4

身体活動（口頭発表）第 8 会場（3F 小会議室 306+307） 【8:30 ～ 9:20】
座長：大井　利夫（厚生連上都賀総合病院　名誉院長）

2-8-01	 余暇身体活動時間および歩行業務時間と尿路結石症発症の関係：新潟ウェルネス・スタディ
○澤田　　亨 1	 川上　諒子 1	 丸藤　祐子 2	 田代　　稔 3	 加藤　公則 3,4	 曽根　博仁 5

早稲田大学　スポーツ科学学術院 1　　医薬基盤・健康・栄養研究所　身体活動研究部 2　　新潟県労働衛生医学協会 3

新潟大学大学院　生活習慣病予防検査医学講座 4　　新潟大学大学院　医歯学総合研究科　内科 5
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2-8-02	 中年勤労女性の閉経前後における生活習慣および関連因子の比較
○茂木　順子 1	 河村　孝彦 1	 中山　卓也 1	 光部　浩史 1	 鈴木　節子 2	 小栗　裕子 2　
　中村　清範 2	 三宅　俊宏 2	 渡会　敦子 1

中部ろうさい病院　治療就労両立支援センター　予防医療部 1　　中部ろうさい病院　健康診断部 2

2-8-03	 消費エネルギー増加、摂取エネルギー減少の同一エネルギー量の変化に伴う効果の追加研究
○横山　　勇 1	 田中　瑛莉 1	 岸　　裕志 1	 大野　陽華 1	 武井沙千子 1	 高柳亜里沙 1　
　齋藤　志乃 1	 加瀬　嘉明 2	 伊藤　一人 2	 黒澤　　功 3

医療法人社団美心会　黒沢病院附属ヘルスパーククリニック　メディカルフィットネス ValeoPro1

医療法人社団美心会　黒沢病院　予防医学研究所 2　　医療法人社団美心会　黒沢病院　理事長 3

2-8-04	 体力測定と運動教室への参加が体力の維持・増進に及ぼす効果
○井村　聡仁 1	 大橋　功男 1	 林　　真弓 1	 前津　牧子 1	 中村真朱美 1	 伊藤　和幸 2　
　平山　幹生 2	 安田　宜成 3	 柴田　典子 3

公益財団法人　春日井市健康管理事業団　春日井市保健センター 1

公益財団法人　春日井市健康管理事業団　春日井市総合保健医療センター 2

名古屋大学　医学部　医学系研究科　循環器・腎臓・糖尿病（CKD）先進診療システム学寄附講座 3

2-8-05	 介護予防事業にて多職種の介入が与える影響について
○中村　泰士 1	 細川　昌春 1	 浅井　栄美 1	 唯内久美子 1	 加藤　希実 1	 石田　善健 2　
　加藤　卓次 2	 大瀧　美恵 2

公益財団法人　福井県労働衛生センター　健康増進部 1　　公益財団法人　福井県労働衛生センター　医局 2

栄養・食生活（口頭発表）第 8 会場（3F 小会議室 306+307） 【9:20 ～ 10:20】
座長：佐藤　祐造（愛知みずほ大学　学長）

2-8-06	 生活習慣病患者のタンパク質・K摂取量、Na/K 比と生活習慣因子との関係
○橋本　佳明 1	 二村　　梓 1	 井上　富夫 2	 正親　真美 3

上尾中央総合病院　生活習慣病センター 1　　上尾中央総合病院　人間ドック科 2

上尾中央総合病院　医療情報管理課 3

2-8-07	 タニタ食堂の定食を利用した食育の取り組み
○佐藤　園子	 千田　由美	 水戸　　碧	 佐藤　智子	 半田美由紀	 渡部　恵子　
　田沢　美春	 明石　　建	 戸堀　文雄
公益財団法人　秋田県総合保健事業団　秋田県総合保健センター

2-8-08	 人間ドックランチによる食育支援の取り組みについて~塩分 2g台の減塩弁当の提供~
○今井　　愛	 竹内祐江里	 吉永　好恵	 工藤留美子	 菊池美也子
公益財団法人　神奈川県予防医学協会

2-8-09	 中高年者のボディ・イメージ（主観的体型評価）と心理的側面からの食行動の特徴
○戸崎小百合 1	 佐伯　正人 1	 南　　芳子 1	 細川　寿子 1,2	 河合　壽一 1,2　
　林　　　慎 1,2

まつなみ健康増進クリニック　人間ドック・健診センター 1　　松波総合病院　内科 2

2-8-10	 健康管理センターにおける糖尿病予防指導についての検討
○気谷恵理子 1	 山本　香代 1	 櫻井　　勝 2	 浅地　孝能 3

金沢医科大学病院　栄養部 1　　金沢医科大学　衛生学 2　　金沢医科大学病院　健康管理センター 3

2-8-11	 「ノンオイルドレッシング」は低カロリーか
○清水　隆裕	 兼城　邦昭	 砂川　　隆
社会医療法人敬愛会　ちばなクリニック　健康管理センター
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検査法（遺伝子、新技術、ほか）（口頭発表）第 8会場（3F 小会議室 306+307） 【14:00～ 15:10】
座長：山門　　實（足利大学　看護学部　学部長）

2-8-12	 	アミノインデックス技術の臨床応用：アミノインデックス生活習慣病リスクスクリーニングは
糖尿病発症のリスクを予測する
○山門　　實 1,2	 五十川陽一 3	 影山　陽子 4	 村松　孝彦 4	 今泉　　明 4	 山本　浩史 4　
　神通　寛子 4	 新美　佑有 2	 石坂　裕子 2

足利大学　看護学部 1　　三井記念病院　総合健診センター 2　　三井記念病院　糖尿病代謝内科 3　　味の素株式会社 4

2-8-13	 アミノインデックス受診者の意識調査～AICS は健康意識を高めるツ−ルである～
○栗原　照昌 1	 今田　智之 2	 森　　妹子 2	 原野　洋介 3	 渡辺　信弘 3	 黒澤　　功 1

黒沢病院付属ヘルスパーククリニック　高崎健康管理センター 1　　味の素株式会社アミノサイエンス事業本部 2

味の素株式会社イノベーション研究所 3

2-8-14	 大腸ＣＴ検査専用バリウムを使用したタギングの有用性の検討
○相澤　陽平	 高岡　大子	 田中加世子	 渡邉　聡美	 近藤　智雄
医療法人社団ちくま会　メディカルガーデン新浦安　総合健診センター

2-8-15	 人間ドックにおけるコロジック検査の検討
○仲本　雅子 1	 光岡　彩佳 1	 西川　晋史 1	 小松亜紀子 1	 一ノ瀬　庸 1	 木長　　健 1　
　伊東　香代 1	 山本　正之 1	 大久保美歩 1

社会医療法人神鋼記念会　神鋼記念病院附属新神戸ドック健診クリニック 1

社会医療法人神鋼記念会　神鋼記念病院健診センター 2

2-8-16	 尿試験紙蛋白検査標準化の現状と問題点
○伊藤　喜久 1	 原田　典明 1	 遠藤　郁美 1	 石川　恵美 2	 白井　俊孝 3	 小山　恭正 2

ライフ・エクステンション研究所付属永寿総合病院臨床検査科 1

ライフ・エクステンション研究所付属永寿総合健診医療・予防センター 2

ライフ・エクステンション研究所付属永寿総合病院内科 3

2-8-17	 	全自動尿中有形成分分析装置UF-5000における人間ドック受診者尿を用いた尿中有形成分の臨
床参考基準値の検証
○河村　道徳 1	 野村　秀一 1	 滝口友理子 1	 酒井千亜妃 1	 川西なみ紀 1	 桑原　隆一 1　
　岡田　卓也 1	 黒島眞太郎 1	 小林　秀行 2	 中山　宏文 1

医療法人ＪＲ広島病院　臨床検査科 1　　シスメックス株式会社　学術本部 2

2-8-18	 	多因子疾患の遺伝子検査に対する受診者の関心は高く「年が若い」「家族歴あり」「喫煙習慣なし」
が検査を希望する関連因子である
○伊藤美奈子	 與那覇佳子	 松本　明美	 菅野　みほ	 守岡　　謙	 津々楽泰江　
　前田貴愛人
横浜市立みなと赤十字病院　健診センター

糖代謝（口頭発表）第 10 会場（1F 展示ホール B 特設会場 1） 【8:30 ～ 9:40】
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）

2-10-01	 糖尿病前症は、5％以上の体重減量にて糖尿病発症が 74％予防される
○亀谷　富夫
富山県厚生連　高岡健康管理センター
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2-10-02	 高齢者糖尿病と非糖尿病の糖代謝と運動習慣の有無についての検討
	 − Niigata	Wellness	Study −

○齋藤　清美 1	 小林　篤子 1	 庭野　早苗 1	 小柳　博明 1	 松田　和博 1	 佐藤　幸示 1　
　加藤　公則 1,2

（一社）新潟県労働衛生医学協会 1　　新潟大学大学院　生活習慣病予防検査医学講座 2

2-10-03	 	75	g	OGTTにおけるフラッシュグルコースモニタリングシステム（FGM）の活用可能性につ
いて
○赤嶺　百子 1	 福永　康智 2	 谷口　隆司 3	 西河　浩之 3	 佐藤　晴久 4	 青　　未空 1　
　和田　萌希 1	 堀田　侑希 1	 宮脇　尚志 1,2,3

京都女子大学大学院　家政学研究科　食物栄養学専攻 1　　洛和会東寺南病院　内科 2

洛和会東寺南病院　健診センター 3　　洛和会東寺南病院　臨床検査部 4

2-10-04	 人間ドック健診における糖尿病患者の血圧・脂質管理
○桝田　　出 1	 徳林　史代 1	 稲川　　誠 1	 東　　信之 2	 金崎めぐみ 1	 武田　貞子 3　
　武田　隆司 4	 武田　道子 4	 武田　隆男 4	 武田　隆久 4

医療法人財団　康生会　武田病院健診センター 1　　医仁会　武田総合病院　糖尿病センター 2

医療法人財団　康生会　康生会クリニック 3　　武田病院グループ 4

2-10-05	 糖負荷試験の結果と生活習慣病関連項目の分析～保健指導の充実に向けて～
○京坂みなみ	 笹井佐和子	 寺内　逸美	 井ノ口美帆	 高谷　享子	 古川　元庸　
　藤村　和代	 沢田　　仁
独立行政法人地域医療機能推進機構　大和郡山病院　健康管理センター

2-10-06	 アルコールと諸因子が２型糖尿病に及ぼす影響について
	 −ドック健診データーに基づく横断的検討−

○小林　　勲 1	 岩間　聡子 1	 菖蒲川由郷 2

新潟医療センター　健診センター 1　　新潟大学　大学院　医歯学総合研究科　国際保健学分野 2

2-10-07	 健診受診時著明な高血糖を認めた 2例
○笠原　　寛	 渡邊　秀彦
諏訪赤十字病院健診センター

保健指導全般②（口頭発表）第 10 会場（1F 展示ホール B 特設会場 1） 【9:40 ～ 11:00】
座長：宮下　正弘（秋田赤十字病院名誉院長／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）

2-10-08	 IoT を活用した「七福神アプリ」による生活習慣改善支援　−肥満度別の検討−
○野村　恵里 1	 岩竹　麻希 1	 武藤　繁貴 2	 津下　一代 1

あいち健康の森健康科学総合センター 1　　聖隷健康診断センター 2

2-10-09	 健康づくりトライアル事業の試行効果の検討−Niigata	Wellness	Study −
○源氏富貴子	 宗村　綾香	 白井　　彰	 小柳　博明	 三巻　実香	 後藤亜友美　
　松田　和博

（一社）新潟県労働衛生医学協会

2-10-10	 健康管理センターにおける BMI30％以上受診者を対象とした当日生活指導の取り組み
○津久井純子	 中村　哲之	 今　　陽一	 権田　晴江	 長谷川亜矢子	 細堀　洋子　
　金井　育美	 桐山　光代	 野村　朋美	 田村ひとみ
SUBARU 健康保険組合太田記念病院
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2-10-11	 脂質代謝異常の経過観察域における保健指導の課題　−禁煙指導の必要性−
○田口久美子	 深井　絵美	 齋藤　陽子	 福田みずき	 山口　千佳	 川内奈津美　
　中尾　治彦
社会医療法人財団　白十字会　佐世保中央病院　健康増進センター

2-10-12	 人間ドック受診者における禁煙成功者の実態調査
○水橋　星子	 関根　郁恵	 渡部　良枝	 小澤　久子	 福原　初江	 嶋田　佳子　
　小久保より子	 清水　正雄	 丸山　義明	 足立　雅樹
埼玉医科大学病院　健康管理センター

2-10-13	 保健指導効果発現の要因に関する検討―特に指導者の職種間による相違について
○弘中　雅美 1	 岩間　克氏 1	 柳瀬　　愛 2	 田中真理子 2	 出　　政勝 2	 鈴木　正臣 2　
　川本　周司 2	 瀬川　昂生 3	 山崎　敦史 4

総合青山病院　栄養管理室 1　　健診センター 2　　消化器内科 3　　企画課 4

2-10-14	 人間ドック当日の保健指導の取り組みと今後の課題
○秋山　彰美 1	 直海　慶子 1	 佐藤　賢太 2	 石坂　裕子 1	 浅野　真紀 1

三井記念病院　総合健診センター 1　　三井記念病院　診療情報管理部 2

2-10-15	 当健診センターにおける血糖高値者への教育とその効果
○小部由美子	 田中　正美	 成田奈緒子	 小柳　早苗	 吉崎　真子	 田崎　充子　
　岩原由美子	 佐藤美代子	 吉野　祐一	 山田　幸男
公益財団法人新潟県保健衛生センター

組織運営（施設運営）（口頭発表）第 10 会場（1F 展示ホール B 特設会場 1） 【14:00 ～ 14:40】
座長：古谷　　亮（医療法人社団相和会　横浜総合健診センター　センター副所長）

2-10-16	 企業外労働衛生機関における治療と職業生活の両立支援についてのアンケート調査分析
○森口　次郎 1	 鳰原　由子 2	 大橋　史子 1	 江口　　尚 4	 井上　彰臣 4	 只野　　祐 3　
　堤　　明純 4

京都工場保健会 1　　前京都工場保健会 2　　全国労働衛生団体連合会 3　　北里大学医学部公衆衛生学 4

2-10-17	 脳ドックコースの見直しと今後の課題について
○石川　貴久	 馬場　勝則	 村上　武司	 島本　佳憲
一般財団法人神奈川県警友会けいゆう病院　健診センター

2-10-18	 「チームトータリスト」の挑戦
○神應　知道	 高木　　敏
新町クリニック健康管理センター

2-10-19	 当施設における 1泊ドック差別化への取り組み
○池井　　肇	 小野　満也	 西本　　寛	 春原　浩子	 遠藤　和沙	 田中　香菜　
　高瀬　美子	 草間美奈子	 小出　　裕	 高橋　　巧
JA 長野厚生連　佐久総合病院　人間ドック科

特定健診（口頭発表）第 10 会場（1F 展示ホール B 特設会場 1） 【14:40 ～ 15:30】
座長：福田　　洋（順天堂大学医学部総合診療科　先任准教授）

2-10-20	 秋田県南部地域中核病院における特定健診 10年間の推移（第 1報）
	 −MetS 頻度の推移と原因の特徴−

○佐々木司郎 1	 南部美由紀 1	 高橋　俊明 2	 齊藤　　研 2

平鹿総合病院農村医学研究所 1　　平鹿総合病院健診センター 2
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2-10-21	 秋田県南部地域中核病院における　特定健診 10年間の推移
	 （第 2報）	−MetS と生活習慣の関わりを中心に−

○南部美由紀 1	 佐々木司郎 1	 高橋　俊明 2	 齊藤　　研 2

平鹿総合病院農村医学研究所 1　　平鹿総合病院健診センター 2

2-10-22	 メタボリックシンドロームや脂肪肝と生活習慣との関連
	 −特定健診標準的な質問票結果からの横断調査−

○星　　君枝	 根上　昌子	 萩原　美桜	 國分　昭紀	 菅原　知紀	 菅野壮太郎　
　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

2-10-23	 特定健診受診時期による標準的な質問票結果の違い
○濱野　　涼	 萩原　美桜	 菅原　知紀	 根上　昌子	 菅野壮太郎	 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

2-10-24	 特定健康診査受診者での糖尿病発症要因の検討
○日比　朝子 1	 柳川　達生 1,2	 小谷野圭子 2	 飯田　修平 2

練馬総合病院　内科 1　　医療の質向上研究所 2

受診者サービス③（口頭発表）第 11 会場（1F 展示ホール B 特設会場 2） 【8:30 ～ 9:40】
座長：松木　隆央（新赤坂クリニック　院長）

2-11-01	 人間ドックにおける受診者の待ち時間短縮に向けた取組
○中西　隆子 1	 福本　裕介 1	 堤　　千秋 1	 望月　吉郎 1,2	 河野　俊哉 2	 松本眞一郎 2　
　山本　一郎 3

姫路市医師会 1　　姫路市医師会ドック診療所委員会 2　　姫路市医師会長 3

2-11-02	 人間ドックにおける高速凝固分離剤入り真空採血管導入の有用性について
○江成　典子 1	 鈴木　千穂 1	 三橋　範子 1	 山上　祐次 1	 穂原　博美 2	 高柳　和香 2　
　納所けい子 2	 星　　智子 3	 安武　裕栄 3	 菊池美也子 4

公益財団法人　神奈川県予防医学協会　臨床検査部 1　　公益財団法人　神奈川県予防医学協会　看護部 2

公益財団法人　神奈川県予防医学協会　運営部 3　　公益財団法人　神奈川県予防医学協会　医局 4

2-11-03	 減塩食普及への取り組みについて
○岩崎　真也 1	 西井　　裕 1	 春原ゆかり 2

長野市民病院　健診センター 1　　長野市民病院　診療技術部　栄養科 2

2-11-04	 クレジットカードの導入経験　開始後 3年間の利用状況と問題点
○広瀬　千鶴 1	 石光　敏行 2	 小林裕治郎 1	 久野　和美 1	 宇佐美昌枝 1	 浅野　純子 1　
　大山　真来 1	 春日きくえ 1

一般財団法人　茨城県メディカルセンター　総合健診部　医事課 1　　一般財団法人　茨城県メディカルセンター　内科 2

2-11-05	 人間ドックに健診おける受診者サービス向上にむけて 1～医療安全体制への取り組み～
○安武　裕栄	 工藤留美子	 江成　典子	 納所けい子	 小林　一朗	 五十木孝子　
　三浦　　猛	 菊池美也子	 小林　　理
公益財団法人　神奈川県予防医学協会

2-11-06	 人間ドック健診における受診者サービス向上にむけて 2～「あなたの相談室」の役割～
○工藤留美子	 安武　裕栄	 斉藤　静香	 本橋　美紀	 吉永　好恵	 大村　崇夫　
　五十木孝子	 根本　克幸	 三浦　　猛	 菊池美也子
公益財団法人　神奈川県予防医学協会
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2-11-07	 当センターにおける腫瘍マーカー検査追加希望者の傾
	 −オプション導入後 2年間の比較−

○小畑　貴之	 宮嶋　　忍
公益財団法人　豊田地域医療センター

消化器（下部消化管）（口頭発表）第 11 会場（1F 展示ホール B 特設会場 2） 【9:40 ～ 11:00】
座長：髙橋　直樹（医療法人社団　相和会　横浜総合健診センター　院長）

2-11-08	 人間ドック症例における大腸腺腫と生活習慣病関連因子との関係について
○井上　富夫 1	 上野　秀之 1	 高原　　絢 1	 井上　幸治 1	 川島　友洋 1	 落合　健史 1　
　上野聡一郎 1	 橋本　佳明 1	 梅田　正吾 2

上尾中央総合病院 1　　梅田クリニック 2

2-11-09	 大腸腺腫発生に関連する生活習慣関連因子の検討
○浅野　都子	 岩野さちえ
医療法人財団　荻窪病院　健康管理センター

2-11-10	 検診と一般診療で発見された胃癌・大腸癌の比較～当院がん登録データから～
○阿部　純子 1	 安田　志保 2	 播磨　由季 1	 大場美紀子 1	 三浦美奈子 1	 菊地　入子 1　
　齊藤　　孝 3	 水口　直樹 3	 鈴木　克彦 3	 小松　大芽 3

社会医療法人　青嵐会　本荘第一病院　保健センター 1　　社会医療法人　青嵐会　本荘第一病院　クラーク 2

社会医療法人　青嵐会　本荘第一病院　診療部 3

2-11-11	 人間ドックでの便潜血検査は大腸癌の早期発見に有用である
○片岡　真美 1	 塚田こず恵 1	 桑原　香里 1	 片桐　智子 2	 眞嶋　浩聡 3	 中川　　良 1　
　森山　　優 1	 中川　一美 1	 中川　高志 1

（医療法人）大宮シティクリニック 1　　がん研究会有明病院 2　　自治医科大学附属さいたま医療センター消化器科 3

2-11-12	 大腸内視鏡検査受診者への食事制限説明内容に関する検討
○中井　優花	 神原　知子	 小暮佳央里	 児玉　　瞳	 小林みどり	 柴崎　千春　
　丸茂　まゆ	 山本実佳子	 山本　寛子	 安藤　通崇
一般財団法人　健康予防医学財団　みなと健診クリニック

2-11-13	 下部消化管内視鏡検査前処置における苦痛軽減と待機時間減少への取り組み
○能登谷真希子	 星野ゆかり	 川端和歌子	 板東ゆかり	 遠藤　　実
一般財団法人厚生会　仙台厚生病院　総合健診センター

2-11-14	 ドックから大腸内視鏡検査を直接予約する体制の確立
○星　　研一	 上沢奈々子
長野赤十字病院　健康管理科

2-11-15	 便潜血検査陽性で発見された腸管嚢胞状気腫症の 1例
○宇賀神卓広	 渡辺　美穂	 津戸　直樹	 藤沼　澄夫
医療法人北斗医会宇都宮東病院健診センター

がん全般（口頭発表）第 11 会場（1F 展示ホール B 特設会場 2） 【14:00 ～ 15:20】
座長：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　所長）

2-11-16	 アミノインデックスがんリスクスクリーニング（AICS）と生活習慣の関連性
○山本　麻以 1	 山本　浩史 1	 菊池　信矢 1	 新美　祐有 2	 谷　　瑞希 2	 石坂　裕子 2　
　山門　　實 2,3

味の素株式会社 1　　三井記念病院総合健診センター 2　　足利大学看護学部 3
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2-11-17	 アミノインデックスがんリスクスクリーニング（AICS）の有用性
	 ～複数施設約 1万例での検討～

○三上　春夫 1	 木村　　修 2	 永瀬　浩喜 1	 石坂　裕子 3	 中村　洋子 1	 山本　浩史 4　
　安東　敏彦 4	 菊池　信矢 4	 山門　　實 3,5

千葉県がんセンター　研究所 1　　同愛会　博愛病院 2　　三井記念病院　総合健診センター 3

味の素株式会社 4　　足利大学　看護学部 5

2-11-18	 当健康管理センターにおける PSA検査結果についての検討
○岩崎　二郎
茨城県厚生連　ＪＡとりで総合医療センター　健康管理センター

2-11-19	 膵臓がんリスク検査の長鎖脂肪酸 PC-594 は男女差がある
○坂巻　浩二 1,2	 常川　勝彦 2	 井上　尚美 1	 八束富美子 1	 間庭　基行 1	 正村　泰博 1　
　阿久澤まさ子 1	 安藤　公子 1	 下村洋之助 2	 村上　正巳 2

医療法人社団日高会　日高病院　健診センター 1　　群馬大学大学院医学系研究科　臨床検査医学 2

医療法人社団日高会　日高学術研究センター 3

2-11-20	 	人間ドック現場における 6種がんマーカー（BCA225、CYFRA、p53 抗体、ProGRP、SCC、	
ST439）の有効性の検討
○田口　淳一	 落合　　出	 佐野　純子	 藤巻　力也	 古川真依子	 長谷川大樹
東京ミッドタウンクリニック

2-11-21	 	健康保険組合における胃がん・大腸がん・乳がん・子宮頸がん検診の受診率やその後の各がん
の発生率に関して
○工藤　　大	 大前　明美	 柴崎　悠介	 猪股　幹基	 恩田　　淳	 長浜　誉佳　
　木村　真也
JMDC

2-11-22	 全国がん登録制度における健診機関の役割と可能性
○工藤雄一朗 1	 本井　正代 1	 山下　松子 1	 高橋　順子 1	 藤山　真紀 1	 植松　彩子 1　
　春山　康夫 1

医療法人社団せいおう会鶯谷健診センター 1　　獨協医科大学医学部公衆衛生学講座 2

2-11-23	 人間ドック健診で発見された急性骨髄性白血病の一例
○大西　　誠 1	 岡部　文雄 1	 下瀬　雅士 1	 鈴木　崇浩 2	 渡邉　和彦 2	 寺坂　邦広 2　
　河野有佳子 3	 小林　江里 3	 北野　俊行 4

一般財団法人　大阪府結核予防会　相談診療所　臨床検査部 1

一般財団法人　大阪府結核予防会　相談診療所　診療部 2　　日本医学株式会社 3

公益財団法人　田附興風会　医学研究所　北野病院 4

外国人（健診ツーリズム）（口頭発表）第 11会場（1F 展示ホール B 特設会場 2） 【15:20～ 16:00】
座長：李　　正男（社会医療法人黎明会　健診センター・キタデ）

2-11-24	 当センターにおける中国人健診の受け入れ
○森　裕里子	 岡本　寛美	 木村　涼美	 坂本　　隆	 乾　　可苗	 楠　　洋子
医療法人　錦秀会　阪和第二泉北病院　阪和インテリジェント医療センター

2-11-25	 地方の医療機関における外国人VIP ドック受入への取組み
○加藤　大地	 村木　洋介	 篠田　　誠	 荒井　玲子	 JohnC.Wocher	 磯辺　晴美
医療法人鉄蕉会　亀田クリニック　健康管理センター
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2-11-26	 国際的人間ドックを目指した取り込みと課題（2）	・2017年度の総括
○呂　　　軍	 井上　博睦	 林　　裕子	 橋本真紀子
国立国際医療研究センター病院・人間ドック科

2-11-27	 当センターにおけるベトナムからの健診ツーリズムの現状と今後の課題
○古川　佳子 1	 森下　鉄夫 1	 大田　真理 1	 児玉　桂一 1	 武田　英孝 1	 横山　郁夫 1　
　中井　呈子 1	 川合　陽子 2	 銭谷　幹夫 1	 天野　隆弘 1

山王メディカルセンター　予防医学センター 1　　山王病院　内科 2
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一 般 演 題

プログラム

１日目　８月 30日（木）

（ポスター発表）

例：P-1-01

演題番号

ポスター
期　日
1：1日目
2：2日目



１日目（8月30日（木））

循環器・動脈硬化（ポスター発表）ポスター会場（1F 展示ホール B） 【16:30 ～ 17:30】
座長：桝田　　出（医療法人財団康生会 武田病院健診センター所長）

P-1-01	 当施設の人間ドック受診者における健康質問票と血管障害因子の相関と予防
○市川　　均	 小倉　奈加	 築山　　節
公益財団法人　河野臨床医学研究所　北品川クリニック

P-1-02	 冠動脈MRAドックの初期経験
○能城　　毅	 稲生　信一	 富澤　信夫	 山本　晃大	 北村　英之	 中村　　淳
新東京病院　放射線科

P-1-03	 	冠危険因子ゼロの健康中年女性にも発症しうる急性冠症候群：特発性冠動脈解離と考えられた
2症例
○西澤　信也 1	 山本　啓太 1	 西尾　　学 1	 福田新一郎 2	 古川　啓三 1

医療法人社団　石鎚会　田辺中央病院　循環器内科 1　　医療法人社団　石鎚会　田辺中央病院　健康管理センター 2

P-1-04	 動脈硬化ドックで発見された壮年期無症候性冠動脈多枝病変症例
	 −スクリーニングにどの検査が有用か−

○大本　由樹 1	 石原真木子 2	 大池裕美子 1	 謝　　勲東 1	 柴　　佳愛 1	 四倉　淑江 1　
　有賀　明子 1	 荒木　明博 1	 辻　　裕之 1	 荒瀬　康司 1

虎の門病院付属健康管理センター 1　　虎の門病院付属画像診断センター 2

P-1-05	 人間ドックが診断の契機になった冠動脈肺動脈瘻の 1例
○山本　正和 1	 八木　治雄 1	 鹿熊　一人 1	 新田　一葉 1	 飯田　　浩 1	 永田　広幸 1　
　横山　正洋 1	 臼田　和生 2

厚生連滑川病院　滑川健康管理センター 1　　富山県立中央病院　内科（循環器）2

P-1-06	 	健診・人間ドックにおける虚血性心疾患検知に向けた無侵襲検査MCG（Multifunction　
Cardiogram）の健診での有効性の検討
○落合　　出 1	 田口　淳一 2	 大城　秀巳 1	 藤巻　力也 2	 佐野　純子 2	 古川真依子 2　
　下門顕太郎 2

ミットタウンクリニック有明 1　　東京ミッドタウンクリニック 2

P-1-07	 当院健診センターにおける心房細動発症リスクの検討
○山本　啓太 1	 西澤　信也 1	 西尾　　学 1	 福田新一郎 2	 古川　啓三 1

医療法人社団　石鎚会　田辺中央病院　循環器内科 1　　医療法人社団　石鎚会　田辺中央病院　健康管理センター 2

P-1-08	 血管年齢の変化におよぼす、動脈硬化危険因子の研究
○丸山　義明	 有田　信和	 岡野　麻子	 永島かおり	 黒岩比呂美	 後藤　誠一　
　清水　正雄	 武永　　強	 倉光　　薫	 足立　雅樹
埼玉医科大学病院　健康管理センター

P-1-09	 メタボリック症候群の変化におよぼす、血管年齢、肺年齢ならびに動脈硬化危険因子の研究
○丸山　義明	 有田　信和	 岡野　麻子	 永島かおり	 黒岩比呂美	 後藤　誠一　
　清水　正雄	 武永　　強	 倉光　　薫	 足立　雅樹
埼玉医科大学病院　健康管理センター
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P-1-10	 当健診センター受診者におけるAdvanced	Glycation	End-products	（AGEs）の検討
○野村　秀一	 大成有美子	 竹林美津子	 豊田　浩美	 宮本　晴子	 卜部　綾子　
　今川しのぶ	 山埼　祥子
JR 広島病院　健診センター

呼吸器（ポスター発表）ポスター会場（1F 展示ホール B） 【16:30 ～ 17:30】
座長：山口　宏茂（一般社団法人日本健康倶楽部　和田山診療所　診療所長）

P-1-11	 人間ドック受診者における腎機能低下と閉塞性障害および各種因子についての検討
○天川　和久	 荒瀬　康司	 辻　　裕之	 有元佐多雄	 大本　由樹	 加藤　久人　
　小川　恭子	 戸田　晶子	 山田　直行	 守永　眞一
虎の門病院付属健康管理センター

P-1-12	 肺機能判定と生活習慣病との関係性について
○前川　尚也	 三浦麻里子	 原　　怜子	 奥嶋　正衛
三河安城クリニック　管理部　精度管理グループ

P-1-13	 当施設の肺ＣＴ検診の結果と精検の状況
○木平　悦子	 平谷　　惠	 中村　繁美	 中西早百合
三重県厚生農業協同組合連合会　松阪中央総合病院　健康管理施設　エポック

消化器（ポスター発表）ポスター会場（1F 展示ホール B） 【16:30 ～ 17:30】
座長：菅野壮太郎（社会医療法人財団石心会　さやま総合クリニック　院長）

P-1-14	 上部消化管内視鏡検査における鎮静度と患者満足度の比較検討
○内山　淳子	 岡村　知美	 松村　仁美	 紺野真理子	 加藤　綾香	 濱田　佳代
医療法人医誠会　医誠会病院　人間ドック SOPHIA

P-1-15	 当センターで発見されたヘリコバクタービロリー除菌後胃癌の特徴について
○長島不二夫 1	 成田　和美 1	 徳永　智子 1	 青野　梨恵 1	 岡部　眞英 1	 森元　栄子 2　
　千原　晶子 2	 川口　　哲 1

日本赤十字社熊本健康管理センター　消化器内科 1　　日本赤十字社熊本健康管理センター　情報管理課 2

P-1-16	 当施設における 30年間の胃癌検診の実態と、胃癌予防因子の検討
○伊藤　恭子	 常喜　眞理	 前田　俊彦	 小林　寛子	 込田　英夫	 真島香代子　
　橋本　広子	 加藤　智弘
東京慈恵会医科大学　総合健診・予防医学センター　新橋健診センター

P-1-17	 任意型健診におけるCEAの大腸がん発見に対する有用性
○近藤　美緒 1	 鏑木　淳一 2	 三枝　昭裕 1

一般財団法人　日本健康管理協会　新宿健診プラザ 1　　医療法人社団三友会　あけぼの病院健診部 2

ロコモティブシンドローム・フレイル・身体活動（ポスター発表）ポスター会場（1F 展示ホールB） 【16:30～17:30】
座長：稲次　潤子（日本メディカルトレーニングセンター　リソルクリニック）

P-1-18	 人間ドック立ち上がりテスト導入によるロコモ啓発の有効性
○坂本　規子	 中川佐和子	 後藤　　敏	 窪田　真弓	 伊東美恵子	 丸山　麻希　
　田所　万依
ＪＡ長野厚生連　富士見医療福祉センター　富士見高原病院
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P-1-19	 地域および職域健診受診者を対象としたロコモ 25の評価と生活習慣との関連について
○磯島美穂子 1	 福島　郁子 1	 熊谷　貴子 2	 山田　真司 3	 伊藤　治幸 4

公益財団法人　八戸市総合健診センター 1　　公立大学法人青森県立保健大学　健康科学部　栄養学科 2

公立大学法人青森県立保健大学　健康科学部　看護学科 3　　天使大学　看護栄養学部　看護学科 4

P-1-20	 フィットネスクラブとの連携を介した肥満症患者に対する運動療法の有効性の検討
○植村　靖行 1	 青木　章子 1

株式会社　日立製作所　ひたちなか総合病院　総合健診センター 1

株式会社　日立製作所　ひたちなか総合病院　内科 2

P-1-21	 当健診センターにおける運動教室の導入
○長澤　絵里	 熊谷　敦子	 神田　朋子	 井上　直美	 西塚　　碧	 荒若　信子　
　武田　博明
社会福祉法人　恩賜財団　済生会　山形済生病院　健診センター

保健指導全般（ポスター発表）ポスター会場（1F 展示ホール B） 【16:30 ～ 17:30】
座長：藤川　るみ（医療法人グランドタワーメディカルコート）

P-1-22	 「受けて良かった　健診と保健指導」
	 ～特定保健指導で対応できない者への生活習慣改善のきっかけづくり～

○采女　正恵	 宮田　章弘	 望月　盈宏	 末永　裕之	 伊藤加代子	 野田　真美
小牧市民病院　健診センター

P-1-23	 当院健診受診者の保健指導階層化と健康認識の傾向から今後の保健指導の展開について考える
○小柴ひとみ	 上原　里実	 小川　朋子	 渡辺　　寛
公益財団法人　河野臨床医学研究所　北品川クリニック・予防医学センター

P-1-24	 血清尿酸値からみたメタボリックシンドロームとの関連について
	 ～閉経前後の女性における保健指導の立場から～

○西川　博美	 南　　清美	 舛本　未来	 林　美菜子	 上野　知子	 有村　美雪　
　山崎けい子	 陳　　浩鴻	 中島　真美	 鈴木　　暸
社会医療法人誠光会　草津総合病院　健康管理センター　

P-1-25	 鹿教湯病院における「ものわすれドック」事業の取り組みと受診者の心身機能の特性
○須江　慶太 1	 丸山　陽一 1	 大塚　貴史 1	 佐藤　剛章 1	 勝山　澄江 1	 富岡あき子 1　
　平林　　一 1	 大澤　道彦 1	 小松　泰喜 2	 斎藤　宗治 3

JA 長野厚生連鹿教湯三才山リハビリテーションセンター鹿教湯病院 1　　日本大学　スポーツ科学部 2　　斎藤ホテル 3

受診勧奨・医療連携・再検査・精密検査（ポスター発表）ポスター会場（1F 展示ホールB） 【16:30～17:30】
座長：清水　正雄（埼玉医科大学病院健康管理センター　講師）

P-1-26	 血圧要精検未受診者の特徴
○平良まさみ	 鳥羽山睦子	 武藤　繁貴
社会福祉法人　聖隷福祉事業団　保健事業部　

P-1-27	 当施設での受診勧奨の検討
○山上　彩奈	 加藤　陽子	 笹川　範子	 阪田　　郁	 多田　則義
新潟医療生活協同組合　木戸病院　健診センター

P-1-28	 ＨＰＶ検査の受診率アップへの取り組み
○橋本　洋子	 村田　仁美	 高木　重人	 小形　智恵	 大地もみじ
船員保険健康管理センター
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P-1-29	 人間ドックフォローアップの充実～精密検査受診率の向上を目指した取り組み経過～
○細野　志穂	 和田　明美	 加藤　静子	 嶋　かなえ	 杉原　亜弥	 花木　絢花　
　小島のぞみ	 秦　　秀男	 上村　博幸
一般社団法人　ぎふ綜合健診センター

P-1-30	 当センターにおける 2次検査受診率向上の取り組みの効果の検討　第２報
○石澤美奈子 1	 佐藤美津子 1	 吉田　優子 1	 田井　美穂 1	 鈴木絵利香 1	 井上　史央 1　
　鈴木　恵理 1	 大井　利夫 2	 一戸　　彰 2

上都賀総合病院　健康管理センター 1　　上都賀総合病院 2

P-1-31	 生活習慣病二次検診の受診率向上のための取り組み
○角本　晴美 1	 岡野　真澄 1	 堀　　峰子 1	 早田　友美 1	 神垣　充宏 2	 伊藤　博之 2　
　國田　哲子 2

済生会呉病院　健康管理室 1　　済生会呉病院　医療部 2

P-1-32	 当センターにおける精密検査受診勧奨の取り組みについて
○青山　晃士	 丹村　敏則	 田中　明美	 大岩れい子	 松原　　香	 小石　栄子
愛知県厚生農業協同組合連合会　知多厚生病院　健康管理支援センター

P-1-33	 大腸がん検診受診率向上と二次検診受診誘導への取り組み
○新留　優子 1	 櫻木　真希 1	 金子　幸信 1	 荒木　豊子 1	 水時　奈美 1	 横山　直子 1　
　高橋さゆき 1	 古波倉　允 2

医療法人　清和会　長田病院　健康サポートセンター 1　　消化器内科 2

組織運営（施設運営）（ポスター発表）ポスター会場（1F 展示ホール B） 【16:30 ～ 17:30】
座長：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　健診センター長）

P-1-34	 ドラッカーのマネジメント理論からみえてきた当健診センターの現状と問題点
○小口　　淳	 江嶋　　真	 西村　陽平	 小林由美子	 小松いづ美	 寺島　悠那　
　瀬口ちなみ	 寺澤　由紀	 今井　寿生	 川嶋　　彰
岡谷市民病院健診センター

P-1-35	 当健診センターの実績と取り組みの検証
○洲崎　　聡 1,2	 川崎　千都 1	 中條　卓也 1,3	 高見　史朗 4

市立大津市民病院　健診センター 1　　市立大津市民病院　外科・消化器外科・乳腺外科 2

市立大津市民病院　循環器内科 3　　市立大津市民病院　消化器内科 4

P-1-36	 当健診センターの新規受診者継続についての分析と今後の展望について
○北本　淳志	 坂本　晃代	 中田　　勉	 宇野　友康	 勝木　達夫
やわたメディカルセンター　健診センター　健康づくり支援課

P-1-37	 顧客体験に基づく人間ドック健診施設の評価とリピート要因の検討
○水垣　活也
公益財団法人河野臨牀医学研究所附属北品川クリニック

P-1-38	 当施設におけるインシデント・アクシデント報告を活用した改善事例
○野本　尚彦 1	 宮司　紗貴 1	 三輪一二三 1	 白岩隆太郎 1	 島内　勝紀 1	 竹元　豊志 2　
　辻　　泰喜 2	 森　　充子 1	 吉田　康之 3	 大草　敏史 1

一般社団法人　オリエンタル労働衛生協会　東京支部　オリエンタル上野健診センター 1

川口パークタワークリニック 2

昭和大学病院医療安全管理部門 3
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コンピュータシステム・ICT・その他（ポスター発表）ポスター会場（1F 展示ホールB） 【16:30～17:30】
座長：工藤雄一朗（医療法人社団せいおう会　鶯谷健診センター　理事長）

P-1-39	 PDF ファイルを用いた超音波画像閲覧システムの構築
○金原　美子	 平山　幸子	 川村　孝代	 松木　富美	 岡田美智子	 佐久本千絵　
　師岡　雄二	 一矢　有一
一般財団法人船員保険会　船員保険福岡健康管理センター

P-1-40	 事務職員による所見入力ワードパレット作成
○佐生　義貴	 宇田川正勝	 吉野江里子	 高橋佳代子	 新井　祥子	 山本　弥生　
　栗原　智子	 米澤　真頼	 小野　克弘	 吉田　秀夫
医療法人社団普照会　井上記念病院健康管理センター

P-1-41	 健診システムの更新に合わせた業務改善への取り組み
○鈴木真由美	 寺田　尚弘	 引地　　学
済生会松阪総合病院　健診センターあさひ

P-1-42	 健診システムにおけるタブレットの効用と未来
○玉谷　青史	 佐藤　　成
医療法人社団玉栄会　東京天使病院

P-1-43	 新健診システム導入に伴う業務改善とその効果
○岡　　崇彰 1	 宮澤　朋子 2	 佐治　智之 1	 山田　孝二 1	 朝生　里未 1	 野田久美子 1　
　平島　俊至 1

社会医療法人社団さつき会袖ケ浦さつき台病院 1　　社会医療法人社団さつき会かずさアカデミアクリニック 2
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一 般 演 題

プログラム

２日目　８月 31日（金）

（ポスター発表）

例：P-2-01

演題番号

ポスター
期　日
1：1日目
2：2日目



２日目（8月31日（金））

プレナリーセッション（ポスター発表）ポスター会場（1F 展示ホール B） 【11:30 ～ 12:30】
座長：鏑木　淳一（医療法人社団三友会　あけぼの病院健診部　部長）

P-2-01	 25 年間の日本人男性の PSA基礎値の変化
○大木　　亮 1	 伊藤　一人 1	 関口　雄一 1	 古谷　洋介 1	 曲　　友弘 1	 小倉　治之 1　
　黒沢　　功 1	 鈴木　和浩 2	 鈴木　理恵 2

医療法人社団美心会　黒沢病院 1　　群馬大学泌尿器科 2

P-2-02	 MRI 全身拡散強調像（DWIBS）の有用性
○北　　雄介	 野木村　宏	 小林　　亮	 平松　毅幸
焼津市立総合病院

P-2-03	 「喫煙者」「非喫煙者」「禁煙者」の動脈硬化疾患関連データについて
	 −禁煙により冠動脈疾患のリスク因子が非喫煙者に近づく−

○雅楽川英樹	 古畑総一郎	 秋元　和子	 野地　秀一	 西田　久実
東京逓信病院　人間ドックセンター

P-2-04	 緑内障に特徴的な所見採用前後の精査結果および意識の変化に関する検討
○窪田　健一 1	 町原美希子 2	 田尻　牧子 2	 塚田　紀子 2	 前田　麻衣 2	 山田　愛美 2　
　尾上あゆみ 3	 大森　久光 3	 野波　善郎 1	 緒方　康博 1

日本赤十字社熊本健康管理センター　診療部 1　　日本赤十字社熊本健康管理センター　第一検査課 2

熊本大学大学院　生命科学研究部　生体情報解析学 3

P-2-05	 生活習慣病における血液中微量金属元素の変動
○本田　克也	 村松　尚範	 海野　啓志	 菅野　幸子
筑波大学　医学医療系　保健医療学域

P-2-06	 健診発見の小細胞肺癌の臨床的検討
○栗島　浩一
筑波メディカルセンター病院　呼吸器内科

がんその他（ポスター発表）ポスター会場（1F 展示ホール B） 【11:30 ～ 12:30】
座長：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　副院長）

P-2-07	 前立腺がん検診における PSA値の季節性変動についての研究
○関口　雄一 1	 大木　　亮 1	 古谷　洋介 1	 曲　　友弘 1	 小倉　治之 1	 伊藤　一人 1　
　黒澤　　功 1	 藤塚　雄司 2	 鈴木　和浩 2

医療法人社団美心会　黒沢病院　泌尿器科 1　　群馬大学医学部付属病院　泌尿器科 2

P-2-08	 協会けんぽにおける職域がん検診結果の地域差についての分析と考察
○長谷川　郷
全国健康保険協会　本部　企画部　研究室

P-2-09	 人間ドックのCA19-9 上昇を契機として偶然に診断された十二指腸原発濾胞性リンパ腫の 1例
○谷水　将邦 1	 懸樋　英一 2	 小林　計太 3	 柴垣広太郎 4	 吉野　　正 5

鳥取市立病院　血液内科 1　　鳥取市立病院　総合診療科 2　　鳥取市立病院　病理診断科 3

島根大学第二内科　光学医療診療部 4　　岡山大学大学院医歯薬学総合研究科　病理学（第二 / 腫瘍病理）5
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P-2-10	 当院ドックにおける乳癌検診と発見乳癌症例の検討
○吉田　　誠	 浜中大三郎	 西川　邦寿
福井赤十字病院　健診部

P-2-11	 人間ドックで発見されたガーゼオーマの一例
○籠島　　智 1	 寺田総一郎 1,2	 高木　昭房 1	 高橋　定雄 3	 遠藤　久子 4	 高階　経幸 5　
　北川　幸子 1	 山﨑　知子 1	 鈴木　俊雄 1

江戸川病院　総合健診センター 1　　内視鏡センター 2　　外科 3　　病理検査科 4　　放射線科 5

肥満、メタボリックシンドローム（ポスター発表）ポスター会場（1F 展示ホールB） 【11:30～12:30】
座長：新　　智文（JA 北海道厚生連　帯広厚生病院健診センター長）

P-2-12	 腹囲と内臓脂肪面積の相関
○花岡　淑子	 辻村　貴弘	 中村　光利	 田岡眞由美	 土田　千晴	 富阪　直人
グランソール奈良

P-2-13	 ドック受診者における労働負荷と肥満度との関連
○杉浦　彩香	 池井　　肇
JA 長野厚生連　佐久総合病院　人間ドック科

P-2-14	 特定健康診査からみた当健診センター受診者の実態と特性
○佐藤真由美 1	 清水　磨依 1	 泉田　祐子 1	 川口　理恵 1	 宮津　克幸 2	 仙田　聡子 1

富山赤十字病院　健診センター 1　　富山赤十字病院　心臓血管・呼吸器外科 2

肝、胆、膵（ポスター発表）ポスター会場（1F 展示ホール B） 【11:30 ～ 12:30】
座長：伊藤美奈子（横浜市立みなと赤十字病院　健診センター長）

P-2-15	 当院健診受診者における脂肪肝のリスク因子の検討
○坪内　啓正 1	 野ツ俣和夫 2	 北野　陽一 1	 加藤　素子 4	 真田　　拓 2	 久田あずさ 3　
　藤澤　克憲 3	 岡藤　和博 3

福井県済生会病院　放射線技術部 1　　福井県済生会病院　内科 2　　福井県済生会病院　健診科 3

福井県済生会病院　検査部 4

P-2-16	 当人間ドック・健診センターにおける平成 28年度腹部超音波検査結果と特性別分析
○日置　文良 1,2	 日置　敦巳 1,2	 番家　砂織 2	 南　　芳子 2	 佐伯　正人 2　
　細川　寿子 1,2	 河合　壽一 1,2	 林　　　慎 1,2

松波総合病院　内科 1　　まつなみ健康増進クリニック　人間ドック・健診センター 2

P-2-17	 CA19-9 高値を契機として偶然発見された早期胆嚢がんの１例
○中嶋　俊彰	 山岡　純子	 小林　恭子	 山鳥　紀子	 内堀　康恵	 幡　　弘枝　
　知念のり子	 奥岨　有代	 河村　香里
済生会京都府病院　健診センター

P-2-18	 健診・併設病院・大学病院の連携で治療された非機能性 PNETの 1例
○田伏　洋治 1	 花井　佑子 1	 西川亜友美 1	 川崎　百代 2	 山本　裕子 2	 穴澤　貴行 3　
　武田　隆男 4	 武田　隆久 4	 武田　道子 4	 武田　隆司 4

宇治武田病院健診センター 1　　宇治武田病院検査科 2　　京都大学医学部附属病院・肝胆膵・移植外科 3

宇治武田病院グループ 4
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眼・認知症（ポスター発表）ポスター会場（1F 展示ホール B） 【11:30 ～ 12:30】
座長：吉田　泰行（医療法人社団威風会　栗山中央病院　耳鼻咽喉科・健康管理課　耳鼻咽喉科部長）

P-2-19	 	当院人間ドックと物忘れドックとの連携により診断機会を得た若年性アルツハイマー型認知症
の一例
○島貫　由理 1	 船曳　和彦 1	 笠貫　浩史 1	 鈴木　　賢 1	 井関　栄三 2

順天堂大学医学部付属順天堂東京江東高齢者医療センター 1　　シニアメンタルクリニック日本橋人形町 2

P-2-20	 ヘッドマウント型視野計 imo®での黄斑部疾患スクリーニングプログラムの使用経験
○駒形　友紀	 奥出　祥代	 谷澤　芙実	 高田有希子	 伊藤　朝美	 古市　真与　
　江田　愛夢	 大平　　亮	 伊藤　義徳	 中野　　匡
東京慈恵会医科大学附属病院　眼科学講座

特定保健指導（ポスター発表）ポスター会場（1F 展示ホール B） 【11:30 ～ 12:30】
座長：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）

P-2-21	 特定保健指導「脱落者ゼロ」を目指した取り組み
○明後　祐子	 松本　泳子	 平野　理恵	 中村　昭光	 山鳥　紀子	 田中　香織
医療法人社団蘇生会　蘇生会総合病院　健康増進センター

P-2-22	 特定保健指導における体験型指導法の検討−３kgの体脂肪モデルを用いて−
○仙崎　佳子	 加藤奈津子	 向　　紗知	 多田真奈美	 樫本　南乃	 佐藤　陽子　
　堀口　　優
地域医療機能推進機構　金沢病院　健康管理センター

P-2-23	 特定保健指導対象者の当日指導未利用の理由
	 −協会けんぽ特定保健指導対象者に焦点をあてて−

○山崎　　円 1	 山本　和美 1	 山田　昇司 1	 竹澤　二郎 1	 小野田房子 1	 橋爪　直紀 1　
　坪井　りえ 2	 塩ノ谷朱美 2

原町赤十字病院 1　　群馬県立健康科学大学 2

P-2-24	 特定保健指導の当日実施と後日実施の比較検討
	 −当施設の特定保健指導を導入したＡ社を対象として−

○清川　拓馬	 飯塚　富子	 井上　洋子	 佐藤　寧子	 佐藤　佳世	 佐々木明美　
　勝木美佐子	 野本　一臣	 富岡　照彦	 大坪　　修
一般財団法人健康医学協会　東都クリニック

P-2-25	 当院における特定保健指導の取り組み　～実施率向上を可能とした方策～
○武内　里恵	 石川　順子	 高間実可子	 片桐　美穂	 坂口　紀代	 大島　　章　
　泉　　千明	 中澤　三郎	 片山　　信	 服部　昌志
医療法人　山下病院　健診センター

P-2-26	 特定保健指導における健康教室での活動報告～運動指導での理学療法士の関わり～
○山下　範恭 1	 松尾　晃次 2	 桑畑　浩子 2	 森本　信三 1	 間野　多絵 1

白浜はまゆう病院　南紀白浜温泉リハビリテーションセンター 1　　白浜はまゆう病院　人間ドック・健診センター 2

P-2-27	 	質問票記入時、保健指導希望有無によりＨ 28年度特定保健指導結果とＨ 29年度特定健診結果
を比較、また改善がみられた１症例を紹介
○増田真由美	 中村　有美
静岡済生会総合病院　健康管理センター
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P-2-28	 	青森県における特定健診受診者のメタボリックシンドローム階層化および腎機能別の推定食塩
摂取量について
○熊谷　貴子 1	 山田　真司 2	 福島　郁子 3	 磯島美穂子 3	 伊藤　治幸 4

公立大学法人青森県立保健大学　健康科学部　栄養学科 1　　公立大学法人青森県立保健大学　健康科学部　看護学科 2

公益財団法人　八戸市総合健診センター 3　　天使大学　看護栄養学部　看護学科 4

P-2-29	 積極的支援と動機付け支援者に対する特定保健指導の 1年後の検査値への効果について
○福島　郁子 1	 磯島美穂子 1	 山田　真司 2	 熊谷　貴子 3	 伊藤　治幸 4

公益財団法人　八戸市総合健診センター 1　　公立大学法人青森県立保健大学　健康科学部　看護学科 2

公立大学法人青森県立保健大学　健康科学部　栄養学科 3　　天使大学　看護栄養学部　看護学科 4

P-2-30	 特定保健指導の検査値改善効果と保険者種別との関連について
○山田　真司 1	 熊谷　貴子 2	 伊藤　治幸 3

青森県立保健大学　健康科学部　看護学科 1　　青森県立保健大学　健康科学部　栄養学科 2

天使大学　看護栄養学部　看護学科 3

P-2-31	 実践可能で減量に繋がる行動計画を立案するための取り組み
	 −指導のプロセス評価・分析を行い、効果的な特定保健指導を提供する−

○加藤麻衣子	 松平真美子	 渡辺　恭代	 坂上　恵美	 吉永　理恵	 草刈　彰子
JA 北海道厚生連　札幌厚生病院　健診センター

栄養・食生活・喫煙（ポスター発表）ポスター会場（1F 展示ホール B） 【11:30 ～ 12:30】
座長：畠山　雅行（東京都結核予防会　顧問）

P-2-32	 満腹まで食べる食習慣と健診データとの関連について
○大嶋　有一 1,2	 石田　　芳 3	 内田　輝美 3	 高見　　宏 4	 斎藤　　博 2	 和泉　匡洋 1

公立学校共済組合近畿中央病院　循環器内科 1　　公立学校共済組合近畿中央病院　健康管理センター 2

公立学校共済組合近畿中央病院　看護部 3　　公立学校共済組合近畿中央病院　総合診療科 4

P-2-33	 職員の健康管理　～自己管理意識を高める取り組み　減塩・禁煙指導から～
○吉川　貴子	 桑畑　浩子	 間野　多絵	 森本　信三	 松尾　晃次	 尾崎　公子　
　古井　啓詞	 崎下　　舞
公益財団法人　白浜医療福祉財団　白浜はまゆう病院　食養科

P-2-34	 当院における禁煙指導と肺癌検診への導入
○北　　雄介	 野木村　宏	 小林　　亮	 平松　毅幸
焼津市立総合病院　外科

P-2-35	 パターンプロセス理論から見た喫煙毒性
	 異常パターン別寿命短縮効果および性差について

○平井　　学
公益財団法人　高知県総合保健協会

P-2-36	 禁煙外来終了後の継続支援
○柳原　園子	 宮下　辰也	 笠原　　寛	 渡邊　秀彦
諏訪赤十字病院　健診センター
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受診者サービス・外国人（健診ツーリズム）（ポスター発表）ポスター会場（1F 展示ホール B） 【11:30 ～ 12:30】
座長：小田夏奈江（社会医療法人財団 仁医会 牧田総合病院 人間ドック健診センター）

P-2-37	 外国人健診受診者受入れ体制の整備
○林　千津子 1	 小池　秀夫 2	 平林　和子 2	 高木　健治 2	 牛山　俊樹 2	 熊崎　博司 3

社会医療法人財団　慈泉会　相澤健康センター　健康管理部 1

社会医療法人財団　慈泉会　相澤健康センター　診療部 2

社会医療法人財団　慈泉会　相澤病院　　経営戦略部国際課 3

P-2-38	 マンモグラフィ撮影時における、撮影環境についての取り組み
○市原　綾子	 金森　　誠	 山内　貴裕	 山内　雅裕	 山内　裕子	 木田　　恆　
　山内　英通
社団医療法人かなめ会　山内ホスピタル　人間ドック健診センター

P-2-39	 当施設での安全、安楽な採血の取り組みの現状と分析−情報管理共有化による受診者負担軽減
○照屋　幸子	 浅沼　葉子	 猪井真奈美	 坂井　春男	 木村　政人
医療法人財団　立川中央病院付属健康クリニック

P-2-40	 人間ドック受診者満足度調査からの改善と今後の課題
○林　由加子	 羽原美喜子	 桑本　美雪	 下岡　徳子	 野瀬　淳子
日本鋼管福山病院　人間ドック室

P-2-41	 受診者アンケート結果に基づいた満足度向上への取り組み～待ち時間の質向上を目指して～
○西藤扶美子	 橋倉　泰彦	 民谷さきえ	 小林美貴子	 清水　美香
特定医療法人　丸山会　丸子中央病院　健康管理部

P-2-42	 聴覚障害者受診支援における携帯情報端末の活用について
○林　美菜子	 舛本　未来	 有村　美雪	 小島　和彦	 高下　浩之	 吉田　早苗　
　橋本　郁美	 藤堂　義郎	 鈴木　　暸
社会医療法人誠光会　草津総合病院　健康管理センター　

P-2-43	 人間ドック受診者における運動療法の専門家による運動指導の必要性
○森本　信三 1	 中本佳代子 1	 野村　卓生 2	 松本　大輔 3	 野崎　展史 4	 桑畑　浩子 5　
　小口　　健 1	 松尾　晃次 5

公益財団法人　白浜医療福祉財団　白浜はまゆう病院　南紀白浜温泉リハビリテーションセンター 1

関西福祉科学大学　保健医療学部　リハビリテーション学科 2　　畿央大学　健康科学部　理学療法学科 3

日本理学療法士協会　職能課 4　　公益財団法人　白浜医療福祉財団　白浜はまゆう病院　人間ドック・健診センター 5
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8月30日(木)　9：00～9：30　第1会場（2F　メインホール）
	 座長：井上　和彦（一般財団法人淳風会　淳風会健康管理センター　センター長）

プロフィール

1988年 新潟大学医学部医学科卒業
1988年 新潟大学医学部第一内科入局
1995年 新潟大学大学院医学研究科内科系専攻博士課程修了
1995年  カナダ、マニトバ大学セント・ボニフェス病院付属心血管研

究所留学
1998年 新潟大学医療短期大学部衛生技術学科助手
1999年 新潟大学医学部附属病院第一内科助手
2008年 新潟県労働衛生医医学協会
2014年  新潟大学大学院医歯学総合研究科生活習慣病予防検査医学

（健診・人間ドック学）講座特任教授

免許・資格
日本内科学会認定医、総合内科専門医、日本循環器学会専門医、社会医
学系指導医・専門医、日本医師会認定産業医、日本医師会認定健康スポー
ツ医、独立行政法人 国立健康・栄養研究所　客員研究員、日本人間ドッ
ク学会理事、生物試料分析科学会理事、日本臨床化学会新潟支部・地区
代表幹事、新潟県国民健康保険・診療報酬審査委員会専任審査委員

　私が、日本人間ドック学会で発表した演題を列挙する。
第 46 回	「メタボリックシンドロームにおける脈波伝播速度と small	dense	LDL の変化」。
第 49 回		「人間ドック利用者 51,359 名のデータからみたメタボリックシンドロームにおける日本人の至適腹囲ついて

の検討」、「メタボリックシンドロームに対するアルコール摂取量の影響」。
第 50 回		「特定健診におけるメタボリックシンドローム該当者の分析：質問票や健診様式から見えてくること」。
第 51 回		「人間ドックの５年間の追跡調査によるカットオフ値である空腹時血糖 100㎎ /dl、HbA1c5.2％の妥当性の検

討」、「人間ドック受診者におけるNT-proBNP 測定の意義（1）健診データとの比較」、「人間ドック受診者に
おけるNT-proBNP 測定の意義（2）心電図所見との関連性について」。

第 52 回		「人間ドック連続受診者における慢性閉塞性肺疾患（COPD）発症に関わる因子についての解析」、「人間ドッ
ク受診者における糖尿病コントロール不可者（HbA1c ≧ 8.0%-JDS 値）の 1年後の経過に対する検討」。

第 53 回		「低アルブミン血症は慢性腎臓病（CKD）発症の強い予測因子である」、「脂肪肝は肥満より強い糖尿病発症
の危険因子である」。

第 54 回		「随時尿より測定した推定塩分摂取量と血圧の関連について月別変化に着目して」、「体力測定における閉眼
片足立ち時間と立位前屈は、5年後の糖尿病発症を予測できる」。

第 55 回		「随時尿より測定した推定塩分摂取量と血圧の関連について―経年変化に着目して―」、「ブルガダ型心電図
診断に対する取り組みについて」。

第 56 回		「魚沼地方で展開する健診 Project	8 の効果と新潟県全体への影響について－Niigata	Wellness	Study －（学
術大会優秀口頭発表賞受賞）」、「随時尿から得られた推定カリウム摂取量と血圧の関係について－Niigata	
Wellness	Study －」。

第 57 回		「新指標「握力体重比」は糖尿病発症を予測できる－Niigata	Wellness	Study －（学術大会最優秀口頭発表
賞受賞）」。

第 58 回		「骨粗鬆症検診と体力測定の関係についての横断的解析－Niigata	Wellness	Study －」、「骨粗鬆症検診と体
力測定の関係についての縦断的解析－Niigata	Wellness	Study －」。

　これらの発表をまとめると、最初は多くのドック受診者や職域健診受診者のデータから見た横断的研究を中心とし
て発表し、後に縦断的研究を加味してきた。そして、単なるデータの解析から、研究の対象を健診現場への介入試験
に軸足を移してきている。
　医学の臨床現場は、まさしく患者それぞれを救うことに主眼があるが、健診の現場においては、受診者個人を救う
ことも重要であるが、社会全体への取り組みも大切になってくる。社会全体の健康は、当然ながら個人の健康へと連
なり、今回のテーマである、「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－」の
思いへと重なってくる。本講演にて、私の人間ドック学への思いをお伝えしたいと、考えている。

加
か と う

藤　公
きみのり

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

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－

学術大会長講演
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篠
しのはら

原　幸
ゆ き と

人

岐路に立つ人間ドック健診
―人間ドック学会はどう対応するか―

公益社団法人日本人間ドック学会　理事長
東海大学　名誉教授

国家公務員共済組合連合会立川病院　名誉院長

　昨年、第 58 回日本人間ドック学会学術大会に於ける当学会初めての理事長講演で、「新理事長の素朴な疑問」として、
人間ドックないしは学会に対する幾つかの疑問を提言した。その中で、人間ドック健診の定義と考え方、会員諸施設
現況の再調査、会員に役立つ健団協の設立、公益法人としての近代化の問題などはほぼ解決ないしは改善出来た。
　本講演では政府・厚労省が力を入れ始めた特定健診或いはがん検診などに対し、任意型人間ドックの充実に力を注
いでこられた会員施設は今後どう対応すべきか、学会として何ができるか、人間ドックの国際化、そして今後の人間
ドック健診および日本人間ドック学会の在り方などについて述べ、会員諸氏の御批判を仰ぎたい。
　特定健診やがん検診などのいわゆる法定検診を日本国民のために充実させる必要性は言を俟たない。当学会として
も会員施設がますますこれらの法定検診に積極的に参加されることを強く願うものである。更に希望する施設にはそ
の施行のノウハウを教育し、非会員施設には当学会に加入して頂いて、法定検診の施行を学会として認定する制度を
確立したいと考えている。しかし、これらの新しい施設が更に増加すれば、任意型健診のみを従来重視してきた施設
にとっては脅威になる可能性もある。しかし、残念ながら、所謂任意型ドックと特定健診＋がん検診の明確な効果の
違いや Cost-effectiveness の相違を科学的に大集団で示したエビデンスはほとんどない。今後、これらの面での学会
主導型研究の発展が急務である。また、その結果が法定検診の更なる充実につながることも期待したい。
　本邦は今まで世界が経験した事もない高齢社会に移行しつつある。一方、高齢の方々の健康志向は強い。しかし、
高齢者と 30－50 歳の受診者の健診内容が全く同じで良いとは考え難い。高齢者用の健診プログラムの作成も急務で
ある。
　日本で産声をあげた人間ドックの普及が、依然として日本と一部アジア諸国に留まり、国際発展を遂げられない理
由の一つは、上記した「その効果を十分に示す国際的エビデンスがない」ためもある。また死亡率ばかりでなく、健
康寿命延長やＡＤＬをターゲットとした研究の発展が急務である。
　更に、人間ドックの生き残りのためには、法定検診が手を出せない新しい有用な検査法を取り入れる努力も必要で
ある。遺伝子診断、マイクロＲＮＡや線虫などを利用した “ がん ” の早期発見なども、人間ドック学会が今後手を伸
ばすべき領域の一つと考える。
　人間ドック学会が類似の他学会と合併ないしはゆるやかな連合体を作り、予防医学の面で日本医学会の一翼を担い、
専門医を育てることは、国民にとっても、両学会会員にとっても望ましいことであるが、その実現にはいろいろなバ
リアがある。新年度は是非この点での前進も期待している。

プロフィール

1963年 慶應義塾大学医学部卒業
同　年 聖路加国際病院インターン
1964年 慶應義塾大学内科大学院入学
1967－69年  米国デトロイト・ウェイン州立大学およびヒューストン・ベ

イラー大学留学
1974年 慶應義塾大学病院内科医長
1976年 東海大学医学部神経内科科長
1983年 東海大学医学部内科（神経内科）主任教授
2006－13年 国家公務員共済組合連合会立川病院院長
2016年－ 日本人間ドック学会理事長
 現在に至る。

日本脳卒中学会元理事長、アジア大洋州脳卒中学会元理事長、日本内科学
会功労会員、日本神経学会・脳ドック学会・日本神経治療学会・日本成人病
生活習慣病学会その他の名誉会員など。

理事長講演
8月30日(木)　9：30～10:00　第1会場（2F　メインホール）
	 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）
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8月30日(木)　10:00～11:00　第1会場（2F　メインホール）
	 座長：宮下　正弘（秋田赤十字病院　名誉院長／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）

プロフィール

1990年 筑波大学医学群卒業
1990年 筑波大学付属病院内科　研修医
1997年 米国ミシガン大学代謝内分泌内科　研究員
1999年 筑波大学臨床医学系代謝内分泌内科　講師
2006年 お茶の水女子大学生活科学部食物栄養学科　准教授
2009年 筑波大学水戸地域医療教育センター内分泌代謝・糖尿病内科　教授
2012年 現職

受賞
2010年 日本糖尿病学会賞（リリー賞）
2012年 日本医師会医学研究奨励賞

　大規模臨床研究のエビデンスに基づく医療、すなわちEvidence-based	medicine（EBM）が一般的になって久しい。
近年の急速な情報技術の進歩により、従来の患者登録型の大規模臨床研究に加え、診療報酬請求や電子カルテ、膨大
な先行研究論文データベースなどに蓄積されたデータ、すなわち医療ビッグデータも、臨床エビデンスが生み出すた
めの研究に利用可能となってきた。そしてもちろん、検診・人間ドックのデータベースもその重要な一角を占める。
これらの医療ビッグデータベースは研究を意図して収集されたものではなく、通常業務で日夜蓄積されるものであり、
リアルワールドの状況をリアルタイムに反映している。
　この検診・人間ドックを含む医療ビッグデータベースは、特に糖尿病、高血圧や脂質異常症などの生活習慣病診療
において、さまざま臨床エビデンスを生み出す可能性を秘めている。これらの疾患では、患者が症状や転帰の改善を
短期間で、症状として実感できないことがほとんどである。そのため、さまざまなサロゲート（代替）エンドポイン
トの改善をもって、遠い将来の健康寿命延伸や生活の質向上を、予測・期待することにより診療が成立している。し
たがって、医療サービスの受け手である患者や保険者側が、その予測に科学的裏付けを求めるのは当然である。また、
これらの分野の診療には生活習慣に対する介入が不可欠であるが、患者にとって生活習慣を変えることは相応の努力
や犠牲を伴う。そのため医療者としては、その努力効果比をできるだけ具体的に説明する必要もある。
　さらに生活習慣病の発症と進行には多因子遺伝と生活習慣 /環境の両方が深く関与するため、人種や民族、地域の
影響を強く受ける。このため日本人を含む東アジア人に、欧米の人のデータをそのまま流用、外挿することは難しく、
わが国独自の日本人データベースの作成と解析によるエビデンス構築が必要となる。
　また、標準化（ガイドライン化、教科書化）と個別化が同時に求められる現代の診療において、専門医の「流儀」や「コ
ツ」の有効性を証明できるかは、専門医自身の存在意義に関わる死活問題である。したがって現場臨床医自らが、治
療成績を含む患者データを集め、説得力をもった解析結果を示していくことが求められる。
　このような観点から、人間ドック・検診ビッグデータを活用した研究が、診療現場から生まれるリサーチクエスチョ
ンをどのように解決し、標準化と同時に個別化も求められている今後の診療や研究をどのように変え得るかについて、
共に考えてみたい。

曽
そ ね

根　博
ひろひと

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

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

特別講演 1
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プロフィール

1976 年 2 月 15 日長崎県佐世保市生まれ、福岡県北九州市育ち、1998 年筑波大学第三学群国際関係学類卒業、2004 年 3 月東海大学医学部医学科卒業、
2006 年大田区池上総合病院内科後期研修、2007 年 4 月東京大学医学部小児科入局・同附属病院小児科勤務、2008 年 4 月東京都青梅市立総合病院小児科、
2009 年 4 月虎の門病院小児科～現在（非常勤）、2016 年参議院議員選挙比例区（全国区）初当選、東海大学医学部医学科客員准教授。参議院自民党国
会対策委員、自民党厚生労働部会副部会長、厚生関係団体委員会副委員長、女性局次長、青年局次長（学生部副部長等）

　平成 20 年の特定健診制度の導入やレセプトの電子化により、健康医療情報の電子的管理が進んでいる。このため、
電子的に保有された健康医療情報を活用した分析は、従来は困難とされてきたが、近年では可能となってきており、
保険者がこうした分析によって、加入者の健康状態に即したより効果的・効率的な保健事業を行う、いわゆるデータ
ヘルス改革が進められている。厚生労働省は、被保険者番号のオンライン資格確認や医療記録・救急医療情報共有、
健康スコアリングなど８項目を柱としたデータヘルス改革の平成 32 年度からの本格稼働を目指しているので、その
動向や課題について紹介をする。
　また、健康寿命の延伸を考えるときに、今最も検討すべき課題の一つは、望まぬ受動喫煙の防止である。喫煙は本
人に多大な健康被害をもたらすのみならず、受動喫煙によっても生命の危機にさらされる人数は年に１万５千人とも
推計される。本人のみでなく、受動喫煙を防ぐことで、タバコを吸わない人々の健康を守ることの大切さが求められる。
社会全体で望まない受動喫煙防止対策を進め、如何に健康を増進していくかということが大切だ。
　受動喫煙防止は健康増進法の中に掲げられており、健康被害に遭っているけれども、なかなかNOと言えない境遇
の人々のためにこそ、その果たすべき役割がある。そのような中、第 196 回通常国会に提出されようとしている健康
増進法改正案は、飲食店に関して、禁煙、喫煙、分煙の表示義務や、喫煙を有する職場では雇用前の契約書の明示な
ど複数の具体的な規制が入り、公共の施設類型毎に喫煙場所などなどの整理もされた。ただ、オーナーなどが、これ
らの項目に違反した際、一部は罰則規定から外れており、子供たちを受動喫煙から守るという点で非常に不十分であ
る。今回の法改正をきっかけに改めて社会全体で健康をどう増進してくかという世論を巻き起こしていく必要がある。
　妊娠期から、人格形成の基盤となる愛着形成期、その後の成長過程に応じて、子どもたちが健やかに育っていくこ
とができるよう、これらの時期をシームレスに、社会全体で見守っていけるよう、成育医療等基本法の成立が待たれる。
同法を早期に成立させるため、これまでの自民党の議員連盟が解散し、超党派による「成育医療等基本法の成立に向
けた議員連盟」を５月 22 日に設立できた。法案成立により、子どもたちが健康に育っていってくれることはもちろん、
健康に関する施策も一貫性を持って進め、生涯を歩んでもらう一人の人間の将来を支える基盤をしっかりと築いてい
くためにも大変重要である。
　健康寿命の延伸は、社会保障財源を圧迫するとも言われ、医療政策についても、抑制的な論調で語られることもあ
るが、このような地道なひとつひとつの取り組みの積み重ね、そして長期的投資によって柔軟で持続可能な社会保障
制度を築いていくという視点も忘れてはならない。

自
じ み

見はなこ
参議院議員

健康寿命の延伸と医療政策を取り巻く今日的課題

8月30日(木)　15:30～16:30　第1会場（2F　メインホール）
	 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）

特別講演 2
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8月30日(木)　14:00～15:00　第2会場（2F　中会議室201）	
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）

プロフィール

1988年 千葉大学医学部卒業
　同年 千葉大学医学部第二内科入局
1989年 東京都老人医療センター 医員
1992年 ルードウィック癌研究所 客員研究員
1996年 スウェーデン国立ウプサラ大学大学院博士課程修了（PhD）
1998年 千葉大学大学院博士課程修了（医学博士）
2009年～ 千葉大学大学院医学研究院 細胞治療内科学（旧第二内科）教授
2011年～ 千葉大学医学部附属病院 副病院長併任
2014年～ 千葉大学大学院医学研究院 副研究院長併任

　糖尿病や高血圧に比べ、「脂質異常症は評価のしかたがよく分からない」とか「本当に治療しなければいけないの？」
と思っていらっしゃる方は案外多いのではないでしょうか？本教育講演では、ご聴講下さった皆さんが、何となく「脂
質異常症の専門家」になったような気持ちで会場を後にできるような内容をご提供したいと考えます。
　脂質異常症を見つけ出して治療することの目的は、主として動脈硬化の予防、そして、頻度は低いですが膵炎を防
ぐことにあります。感染症に抗菌薬治療を行い、がんが見つかったら切除することには誰も疑問を持たないでしょう。
これに対して脂質異常症の場合、それ自体はほぼ無症状であり、もっぱら “ 将来起きるかもしれない ” 動脈硬化性疾
患を防ぐため管理を行うところに難しさがあります。一生放っておいても心筋梗塞を生じない人が、特に女性の場合
は少なくない一方、同じ人が何度も虚血発作を繰り返すことだってあるからです。
　脂質異常症を構成する高 LDLコレステロール（LDL-C）血症と高トリグリセライド（TG）血症、低HDLコレス
テロール（低HDL-C）血症の中で、LDL-C は最も重要な動脈硬化の危険因子と考えられています。したがって、家
族性高コレステロール血症のように「LDL-C が著しく高い」場合は、それだけで管理の対象となります。これに対し、
LDL-C がそこそこの値でも、糖尿病や高血圧があったり、喫煙していたりすると動脈硬化リスクが高まります。この
ように「危険性」の程度に応じて、望ましい LDL-C の値が変わってくることを健診に携わる者は知っておく必要が
あります。
　でも、コレステロールは身体にとって大事な物質と言われているのに、なぜ動脈硬化では問題になるのでしょうか？
また、特定健診の対象となるメタボリックシンドロームや近年増加している２型糖尿病は、しばしば高TG血症を合
併します。内臓脂肪が貯まり、インスリン抵抗性を示す状態では、どうしてTGの重要性が増すのでしょうか？	ご一
緒に考えてみたいと思います。
　本来、人間ドックに求められるのは、異常値を呈する対象者の抽出と適切な医療機関への紹介でしょう。しかし、
その一歩先、つまり、異常所見がもたらされる機序や診断の後にどのような治療選択があるのかを知ることで、とも
すると単調になりがちな日常の判定・診療に彩を加えて頂ければ幸いです。

横
よ こ て

手幸
こ う た ろ う

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

健診が楽しくなる脂質異常症の基本と応用

教育講演 1



講
演
抄
録

主
要
プ
ロ
グ
ラ
ム

人間ドック　Vol.33　No.2　2018 年 107（219）

8月30日(木)　15:00～16:00　第2会場（2F　中会議室201）
	 座長：杉森　裕樹（大東文化大学　スポーツ・健康科学部看護学科　学科長）

プロフィール

1985年　慶應義塾大学医学部卒業。慶應義塾大学医学部内科学教室助手（内分泌代謝学）を経て、1992年　慶應義塾大学スポーツ医学研究センター・助手、
2001年　同・専任講師、2005年　同・助教授、2011年　同・教授、2016年　同・所長（兼任）

［専門］内分泌代謝学、スポーツ医学
［現在の関心領域］エネルギー代謝、健診・医療費レセプト突合分析
［所属学会］ 日本内科学会、日本糖尿病学会、日本肥満学会（評議員）、日本肥満症治療学会（理事）、日本体力医学会（評議員）、日本臨床スポーツ医学会（理

事）、日本臨床栄養学会（理事）、日本臨床運動療法学会（理事）、日本総合健診医学会（審議員）ほか
［委員歴］厚生労働省「日本人の食事摂取基準2020」策定検討会委員ほか

　若年～中年成人の生活習慣病の予防・治療、高齢者の虚弱予防に、食事と並んで運動・身体活動の実践は重要である。
本講演では、人間ドックや健診における運動・身体活動のすすめ方を概説する。
　まず運動開始に先立ち、運動中の心イベントに対するメディカルチェックを考慮する。運動中の心イベントは、運
動不足で体力レベルの低い者が急に運動を開始した場合に起きやすい。運動習慣がなく、心疾患、腎疾患、糖尿病を
有する者が中強度運動（速足のウォーキング相当）を開始する場合、たとえ心血管病を疑わせる症候がなくても、多
段階運動負荷試験等のスクリーニングが必要となる。一方、定期的な運動習慣がある者では、心イベントのリスクは
低いことから、無症候であれば中強度運動の継続を指示してかまわない。あらかじめ問診で運動習慣を把握し、必要
なスクリーニングを盛り込んだシステムを構築すると良いかもしれない。
　一般的な健康目的では、中強度運動を１日合計 30 分以上、週５日以上行なうことを指示する。この運動の主目標は、
身体活動によるエネルギー消費量の増加にある。さらに、高血圧、脂質異常症、糖尿病など各疾患を対象とした介入
試験からは、個々の疾患の改善に有効な運動の条件が明らかにされており、対象者に応じた追加の指示も可能である。
体重コントロール目的の運動では、一般に上記の２倍の運動量を指示する。また、高齢者の虚弱予防には、レジスタ
ンス運動（自重を用いるものを含む）を合わせて指示する。
　一方、予防段階にある若年成人では、十分な身体活動量が確保されれば、運動の頻度、１回の持続時間の条件は緩
くても良い可能性がある。また、高強度運動（ジョギング相当）は、若年者ではリスクなく行なえ、短時間で多くの
エネルギー消費が可能であり、さらにはエネルギー消費以外の効果も観察される。時間に余裕のない若年者には、こ
うした柔軟な運動条件の呈示が有効である。
　運動・身体活動を長期に継続させるには、運動の目的として健康や疾患の予防・治療を強調せず、むしろ運動が楽
しくそれ自体が目的となるよう導くことが望ましい。具体的には、運動の種類や条件を自主的に選択させ（自律性）、
運動により自己の有能感が向上し、運動を通じて周囲との関わりができるよう配慮する。
　近年では、運動量の多寡とは別に、座位行動時間が長いと生活習慣病や死亡のリスクとなり、座位行動の中断がこ
うしたリスクを低下させることが明らかにされている。座位行動や、座位行動と相補的な関係にある低強度身体活動
（仕事中の歩行など）は、環境に依存し無意識に行われるので、職場のデザイン、個人レベルではウェアラブル端末
の利用などの方策を勧める。
　食事と異なり、習慣的な身体活動の状況は、種々のデバイスで比較的容易に評価可能となっている。対象者の身体
活動の状況に合わせたオーダーメイドの指示を、今後は検討すべきかもしれない。

勝
かつかわ

川　史
ふみのり

憲
慶應義塾大学スポーツ医学研究センター　教授

人間ドック・健診における運動・身体活動の
すすめ方
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8月31日(金)　8:30～9:30　第2会場（2F　中会議室201）
	 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）

プロフィール

略歴： 昭和61年 3月 兵庫医科大学医学部卒業
 昭和61年 5月 新潟大学医学部内科研修
 平成 5年 3月 新潟大学大学院医学博士課程修了
 平成 8年 5月 ニューヨークVA medical center留学
 平成10年 6月 新潟大学医学部第一内科助手
 平成11年11月 新潟大学医学部第一内科講師
 平成14年 4月 新潟大学医学部保健学科准教授
 平成26年 4月 新潟大学医学部保健学科教授

 日本内科学会総合内科専門医
 日本循環器学会循環器専門医
 日本不整脈心電学会不整脈専門医
 日本医師会産業医

　心電図は人間ドック・健診の主要検査として幅広く普及している。本講演では心血管病の早期発見、健康寿命の延
伸に貢献するための心電図読影のknow-howについて以下の項目を中心に述べる。１．波形の成り立ち：単なるパター
ン認識による診断ではなく、それぞれの波形の成り立ちを考えながら心電図を観ることは重要で理解が深まる。心臓
内の電気現象が体表心電図にどのように反映されているかについて、心臓電気生理検査の所見とともに確認する。２．
自動診断機能の利便性と弱点：自動診断機能を搭載した装置が普及したことで、多くの症例の心電図を一様に診断す
ることが出来るようになった。しかし現状の自動診断プログラムでは正確な診断が難しく、目視確認が必要な所見も
残されている（房室ブロック、意味ある小さな波形、ペースメーカー心電図など）。自動診断された心電図を目視確
認する際のポイントについて実例を供覧して確認する。３．改訂ガイドラインから学ぶ：本年春に改訂された日本循
環器学会ガイドラインの中から、人間ドック・健診での心電図検査に関わりが深い事項を取り上げ（QT間隔の異常、
Brugada 症候群、早期再分極症候群など）、改訂の背景、リスクの層別化等について確認する。

池
ち ぬ し

主　雅
まさおみ

臣
新潟大学医学部保健学科

人間ドック・健診で使える心電図の know-how

教育講演 3



講
演
抄
録

主
要
プ
ロ
グ
ラ
ム

人間ドック　Vol.33　No.2　2018 年 109（221）

８月31日（金）　9:30～10:30　第２会場（2F　中会議室201）
	 座長：武藤　繁貴（聖隷健康診断センター　所長）

プロフィール

2006年３月 産業医科大学医学部　卒業
2006年４月 横浜市立みなと赤十字病院　臨床研修医
2008年４月 厚生労働省老健局老人保健課　主査

以降、労働基準局安全衛生部、健康局、保険局医療課等を経て、2018年４月より現職

廣
ひ ろ せ

瀬　佳
よ し え

恵
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

レセプト・特定健診等情報データベースの
活用について
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8月31日(金)　10:30～11:30　第2会場（2F　中会議室201）
	 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）

プロフィール

学歴：
平成元年  千葉大学医学部卒業
平成 9年  医学博士号取得（東京大学）

職歴：
平成 6年－ 9年 東京大学医学部研究生
平成 9年－12年 ハーバード大学医学部リサーチフェロー
平成12年－13年 帝京大学医学部第３内科助手
平成13年－21年 千葉大学大学院医学研究院循環病態医科学助教
平成19年－22年 科学技術振興機構さきがけ研究者（兼任）
平成22年－24年 千葉大学大学院医学研究院循環病態医科学講師
平成23年－26年 科学技術振興機構さきがけ研究者（兼任）

平成23年－25年 文部科学省学術調査官（兼任）
平成24年  新潟大学大学院医歯学総合研究科循環器内科教授
平成27年  北里大学大学院客員教授
平成30年   日本学術振興会学術システム研究センター研究員

（兼任）

　加齢に伴って、糖尿病や動脈硬化、高血圧などの生活習慣病の罹患率が増加し、その結果、虚血性心疾患や脳卒中
の発症の基盤病態となっている。健康寿命を短縮しているこれらの疾患は、多くの高齢者において共通に認められる
ことから、老化の形質の一部として捉えることができる。すなわち、これらの疾患の究極的な治療のターゲットは、
寿命を調節する仕組みそのものかもしれない。しかし、これまで加齢に伴って個々の病態がどのように変化するかと
いう観点からの研究は行われてきたが、老化・寿命という側面からみた包括的な研究は行われていない。このような
現状で、老化・寿命のメカニズムの解明に関する研究は、最近 10 年間で飛躍的な進歩を遂げている。老化のメカニ
ズムについては諸説あるが、そのひとつが「細胞老化仮説」である。近年、動物モデルにより老化の分子メカニズム
が明らかになり、老化や加齢に伴う疾患において、細胞老化シグナルの重要性が示唆されている。そこで今回は、老
化シグナルによって制御される心血管代謝ネットワークを標的とした先制医療による健康寿命延長の可能性について
議論してみたいと思う。

参考文献：	1.	 Yokoyama	M,	Minamino	T.	Cell	Rep	2014;	7:	1691-1703.
	 2.	 Shimizu	I,	Yoshida	Y,	Suda	M,	Minamino	T.	Cell	Metab	2014;	20:	967-977.
	 3.	 Shimizu	I,	Minamino	T.	Cell	Metab	2013;	18:	491-504.
	 4.	 Shimizu	I,	Minamino	T.	Cell	Metab	2012;	15:	51-64.
	 5.	Minamino	T,	Komuro	I.	Nat	Med	2009;	15:	1082-1087.
	 6.	 Sano	M,	Minamino	T.	Nature	2007	446:	444-448.

南
みなみの

野　　徹
とおる

新潟大学大学院医歯学総合研究科　循環器内科学　教授

老化制御研究からみた健康寿命延伸の展望
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プロフィール

聖路加看護大学卒業
聖路加看護大学大学院修士課程修了

厚生労働省
　健康局総務課保健指導室　主査
　社会援護局障害保健福祉部精神・障害福祉課　精神・障害保健課　障害保健専門官
　老健局老人保健課　介護予防対策専門官　
　医政局看護課　課長補佐
　大臣官房厚生科学課　科学技術調整官
　医政局看護課看護サービス推進室　室長
　現在に至る

厚生労働省健康局健康課　保健指導室長

加
か と う

藤　典
の り こ

子
　高齢者の医療の確保に関する法律に基づく特定健康診査・特定保健指導（以下「特定健診等」という）が平成 20
年に開始され 10 年が経過した。特定健診等の効果については、厚生労働省保険局の「保険者による健診・保健指導
等に関する検討会」の下に設置されている「特定健診・特定保健指導の医療費適正化効果等の検証のためのワーキン
ググループ」で分析が行われている。同ワーキングループが平成 27 年度に実施した分析では、積極的支援参加者は
不参加者と比較すると、男女ともに、概ね全ての検査値（腹囲、体重、血糖（HbA1c）、血圧（収縮期血圧）、脂質（中
性脂肪））において、特定保健指導後の５年間という長期にわたり、検査値の改善効果が継続していた。また、動機
付け支援参加者についても、改善幅は小さかったが同様の傾向が認められた。一方、直近の実施状況をみると、平成
27 年度の特定健康診査の実施率は 50.1％、特定保健指導の実施率は 17.5％と、第２期特定健診等実施計画の目標値（特
定健康診査は 70％、特定保健指導は 45％）に届いていない状況であり、今後、更なる実施率の向上に向けた取組が
必要である。
　厚生労働省では、平成 30 年度からはじまる第３期特定健康診査等実施計画期間に向けて、健康局の「特定健康診
査・特定保健指導の在り方に関する検討会」と保険局の検討会において、実施方法等について検討し、「標準的な健診・
保健指導プログラム」（以下「標準プログラム」という。）を改訂した。
　今般改訂した「標準プログラム」では、制度改正にあわせた内容の修正に加え、厚生労働科学研究等による新たな
科学的知見の蓄積や検討会での議論を踏まえ、①特定保健指導の際に活用することが期待される詳細な質問項目と解
説、②年齢層を考慮した保健指導の重要性、特に 40 歳未満の者に対する保健指導、③特定保健指導の対象とならな
い非肥満の脳・心血管疾患危険因子保有者に対する生活習慣の改善指導の要点、④従来の保健指導では十分に効果が
得られなかった者や健康への関心が低い者に対する保健指導の新たな選択肢として宿泊型新保健指導（スマート・ラ
イフ・ステイ）プログラムの提示、⑤受動喫煙対策も含めた禁煙指導、⑥健診・保健指導の研修ガイドライン、等に
ついて、内容を新たに追加ないし充実させた。
　特定健診等は着実に成果をあげてきており、今後は、特に、保健指導を受ける必要がある者への着実な保健指導の
実施が求められる。特定健診等に従事するすべての者が、標準プログラムの内容を踏まえ様々な工夫をして、国民全
体の健康意識を高め、すべての世代で健康づくりに取り組むことができる保健指導の具体的な展開や環境整備が行わ
れることが期待される。

特定保健指導 10 年間の総括とあらたな展開

8月30日(木)　11:00～12:30　第1会場（2F　メインホール）
	 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）

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
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8月30日(木)　11:00～12:30　第1会場（2F　メインホール）
	 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）

プロフィール

1989年 山形県立高等保健看護学院　卒業
1989年 公益財団法人やまがた健康推進機構
1995年 上山市役所
2014年 上山市役所　市政戦略課　クアオルト推進室　副主幹
 現在に至る

　上山市は全国に先駆け、自然環境や温泉、食などの地域資源を活かし、健康・観光・環境の三つを柱に、市民の健
康増進と交流人口の拡大による地域活性化を目指し、住む人訪れる人、そして地域を元気にするまちづくり施策とし
て “上山型温泉クアオルト（ドイツ語で健康保養地の意味）事業 ”を展開している。
　現在、里山や準高地のコースを活用し、年間を通して専任ガイドが付いての医科学的根拠に基づくウォーキングを
実施し、楽しく健康づくりに取り組める環境を整えており、地域住民をはじめ、市内外から多くの企業・事業所が参
画している。また、特に近年は、健康経営が注目される中、首都圏大手企業３社と「クアオルト活用包括的連携協定」
を締結し、“ 健康への気づきの旅 ” となる社員等の福利厚生旅行や、東北地方で唯一、特定保健指導該当者や糖尿病
予備群等を対象とした「宿泊型新保健指導（スマート・ライフ・ステイ：SLS）」を実施するなど、社員の健康と企業
の健康経営を、地域を挙げて応援している。
　SLS は、多職種・多機関が連携して行う体験型プログラムで、旅の楽しみ、グループダイナミクスの要素を加える
ことで、従来の保健指導より高い効果を狙うものであり、国では、平成 27 年度に実施した全国 23 機関における施行
事業の実証結果を踏まえ、第三期特定保健指導の重点的な保健指導プログラムの新たな選択肢として位置づけている。
上山市で提供している SLS は、健康づくりに大切な三大要素である医科学的根拠に基づくウォーキング（運動）、歴
史ある温泉（休養）、地域の食材をふんだんに活かし栄養バランスに配慮された食事（栄養）と旅を組み合わせ、上
山市でしか体験できない “保健指導×観光 ”を融合した新しいスタイルでの保健指導である。
　本市の SLS 取組の特徴は２点である。１点目は、継続性・実現性を見据え上山市を中心に、検診機関、上山市医師
会、学術機関、上山市観光物産協会、かみのやま温泉旅館組合からなる地域内連携によるコンソーシアム体制を構築
し、地域全体でノウハウを共有し、健康を切り口とした新たな誘客促進・地域活性化を図っていること。２点目は、“上
山らしさ ” に旅の持つ “ 楽しさ ” をエッセンスに加えた体験学習を通して健康の大切さに気付き、行動変容につなが
るプログラムを提供していることである。通常の保健指導とは違い、寝食を共にすることで仲間意識が醸成されたこ
とや、保健指導者と信頼関係が構築されたことによって、宿泊後の効果の継続性が図られ、生活習慣改善や行動変容
に一定の効果を上げている。
　平成 27 年度から継続的に本事業を実施しており、現在、県内外の企業・事業所、市民を対象に年間９ツアーを開
催する中で、今回、これまでの実績を振り返り、地域資源を活用した保健指導の取組の効果と今後の課題について報
告する。
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地域資源を活用した新たな保健指導
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8月30日(木)　11:00～12:30　第1会場（2F　メインホール）
	 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）

プロフィール

1977年10月23日生まれ
2002年 3月 和歌山県立医科大学医学部卒業
2002年 4月 東京女子医科大学付属病院内科初期研修医
2004年 4月 東京女子医科大学付属病院糖尿病・代謝内科後期研修医
2008年 4月 新宿石川病院内科
2009年11月 東京女子医科大学付属病院糖尿病・代謝内科　助教
2012年 4月 コロンビア大学内科学講座（Domenico Accili教授） 
 Postdoctoral Research Scientist
2014年 4月  東京医科歯科大学医学部附属病院糖尿病・内分泌・代謝内

科　助教

2017年 4月  国立国際医療研究センター糖尿病・内分泌・代謝科医員/
糖尿病研究センター糖尿病情報センター臨床情報研究室
長

所属学会
日本内科学会（認定内科医）、糖尿病学会（専門医、指導医、評議員）、内分泌
学会、高血圧学会、動脈硬化学会

　本邦の糖尿病患者数は増加の一途をたどっており、糖尿病と糖尿病予備群の合計は 2,000 万人、全人口に対する割
合は男性 16.3%、女性 9.3% と漸増している（平成 28 年国民健康・栄養調査）。糖尿病は網膜症や腎症などの細小血管
症、心筋梗塞や脳梗塞などの大血管症に加え、悪性腫瘍、認知症の発症リスクを高めるため、糖尿病の重症化予防は
患者の予後やQOLの改善のみならず、医療経済的な観点からも重要である。しかしながら、特定健診の未受診者は
約 50%（2,790 万人）にものぼり（平成 25 年度特定健診・保健指導実施状況	厚生労働省）、自覚症状の乏しさから患
者が通院を中断するなど治療アドヒアランスが低いことが課題であり、糖尿病の早期発見・早期介入が十分に実施で
きていない。結果として糖尿病の重症化・合併症の進展につながることがある。糖尿病に代表される生活習慣病の改
善には、患者個人の食行動や運動習慣などをいかに効果的に変容させられるかが重要であるが、患者に対し個別的な
生活習慣管理指導を行うことは容易ではない。
　上記のような糖尿病患者の種々の問題を解決できる手法として、IoT が近年注目されており、食事量に応じたイン
スリン投与量の調整に関する IoT の有用性の報告などが散見される。津下一代先生は、経済産業省平成 27 年度補正
予算「IoT 推進のための新産業モデル創出基盤整備事業（企業保険者等が有する個人の健康・医療情報を活用した行
動変容促進事業）」で「七福神アプリ」を開発、IoT 対応機器から得られた日常の体重・血圧・活動量等の生活情報
の保健指導への活用、さらには種々のガイドラインに準拠したフィーバックメッセージにより、耐糖能が改善するこ
とを報告された。そこでさらに質の高いエビデンスを創出するため、我々は本研究（PRISM-J）を立案した。
　本研究は日本糖尿病学会の全面的な支援を受けた、2型糖尿病患者対象とした多施設共同無作為化非盲群間比較試
験で、2000 例の登録を目指すものである。介入群、対照群へ 1：1 の割付後 52 週は介入期間、53 週以降は対象群も
IoT 活用を可能とする観察期間を設ける。IoT 対応機器から活動量・体重・血圧等を日々取得し、保健指導・療養指
導に活用、「七福神アプリ」からのフィードバックメッセージを受け取ることで、患者の行動変容やHbA1c 等の改善
効果が得られるかについて検討する。主要評価項目は 52 週の HbA1c の変化とした。体組成、脂質代謝、血圧、食習
慣や糖尿病治療関連QOLについての評価も行う。IoT 活用により患者の日常の生活情報を把握できれば、保健指導
や療養指導の質の向上につながり、血糖コントロールの改善のみならず、受診中断率および未受診率の低減、将来的
な糖尿病重症化予防にも寄与できる可能性がある。
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国立国際医療研究センター　糖尿病内分泌代謝科
国立国際医療研究センター　糖尿病情報センター　臨床情報研究室長

2 型糖尿病における IoT 活用の行動変容を
介する血糖改善効果の検証：多施設共同無作為化
非盲群間比較試験（PRISM-J）
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8月30日(木)　11:00～12:30　第1会場（2F　メインホール）
	 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）

プロフィール

京都大学理学部（生物物理学）卒業後、京都府立医科大学卒業。
京都中央病院、北病院内科を経て、1996 年近畿健康管理センター医局。
1998 所長代理、2005 年所長。所長定年退職後現職。
医大卒業後、幅広く研修し、健診センターで人間ドック、特定健診の指導や癌の早期発見、糖尿病予備群などに対する一次予防教室、禁煙講演指導を
毎年多数行うなどの産業医学、健康教育に携わり、予防医学、医学情報の平易な普及のため、講演会なども、多数行っている。
2006 年糖尿病学会誌、2008 年人間ドック学会誌に糖尿病予防のためのスクリーニング法に関する原著論文、2017 年日本禁煙学会で短時間禁煙サポー
ト法の発表。
所属学会は、糖尿病学会、人間ドック学会、公衆衛生学会、産業衛生学会、総合健診学会、日本禁煙学会。
禁煙専門指導医、人間ドック健診専門医指導医、総合健診学会審議委員、人間ドック学会論文審査委員等

　特定保健指導も 10 年間の節目を迎え、新たな展開が期待されています。
　運動、食事指導に加えて禁煙指導の重要性が指摘されています。そのため実際の指導現場で限られた時間の中で、
いかに効果的に禁煙指導するかという、そのスキル向上が今求められています。
　さらに、禁煙、卒煙した方の、血圧や脂質、血糖値の改善効果についても、指導する側の理解だけでなく、指導を
受ける方たちにも、わかりやすく伝えていくことが必要です。禁煙にトライすることで、いままであきらめていた生
活習慣の改善に前向きに取り組めるようになる例を多く見受けます。禁煙、卒煙が、前向きの生活態度に反映されて
いくことが期待できるのです。
　タバコによる一過性の血圧上昇が、加齢、運動不足等と相まって慢性の高血圧に移行することや、食後高血糖に加
えてタバコが循環器疾患、特に急性心疾患の発症に大きく関わっていることは、よく知られています。喫煙による直
接的血糖値上昇も示されています。今回、脂質とくに　ＨＤＬ -ch（いわゆる「善玉」コレステロール）とタバコの
関係を、飲酒習慣別にお示するとともに、禁煙指導における効果的な短時間介入法の実際とその効果を具体的なデー
タでお示ししたいと考えています。
　長年、生活習慣病予防教室、禁煙講演、食後高血糖予防教室等を多数行ってきますと、共通して効果判定で役立つ
指標、血液検査の項目があります。効果的な介入を行うと、かなり多くの方にＨＤＬ -ch の改善傾向が認められます。
その指摘によって、その後の長期的、継続的な生活改善が見込まれ指導効果の持続が期待できます。
　今回、喫煙者 2120 人に対して積極的短時間禁煙指導と従来法による指導を行って大きな効果を上げた研究結果を
お示ししたいと思います。積極的短時間禁煙指導で、1年間に 133 人（達成率 16.7 パーセント）の禁煙達成者を生む
ことができました。禁煙外来に比べ比率としては低いですが、実数としては短時間で驚く数字でした。このセッショ
ンで、その積極的短時間指導方法を具体的に紹介したいと考えています。さらに、その後の解析で、禁煙、卒煙を達
成された方の内その 65 パーセントの方のＨＤＬ -ch が改善していました。
　私は滋賀県において食後高血糖改善教室や禁煙講演等、労災二次健診を 20 年以上前から毎年約千人前後の方に対
して精力的に行ってきました。結果的に事業所に所属する方が多かったため、40 歳代を中心とした男性が圧倒的に多
い現状でした。その方たちが今 60 歳 70 歳代になることで結果的に最新の滋賀県の男性の健康寿命が長野県を抜いて
1位になったことに微力ながら貢献していると自負しています。
　課題は多くありますが、特定保健指導がより効果的に行われることで、日本全体の健康寿命を伸ばすことに貢献で
きればと思います。そのために禁煙指導が最も重要な要素のひとつであると考えています。
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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
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8月30日(木)　11:00～12:30　第1会場（2F　メインホール）
	 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）

プロフィール

平成 8年 3月群馬大学医学部卒業。同年 5月沖縄県立中部病院卒後臨床研修課程、平成 10 年 4 月琉球大学医学部精神科入職。平成 15 年 4 月、国立久
里浜病院（現、久里浜医療センター）赴任し、平成 24 年 7 月、教育情報部長。平成 29 年より依存症対策全国センター事務局長。アルコール関連問題
の中でも、アルコール政策や減酒指導、女性アルコール等を専門としている。主な所属学会等としては、日本アルコール関連問題学会（評議員・編集
委員）、日本アルコール・アディクション医学会（評議員）、日本総合病院精神医学会、日本公衆衛生学会、日本精神神経学会等。

　お酒は一般的な嗜好品というだけでなく、社交儀礼、冠婚葬祭などに欠かせない社会的存在でもある。一方WHO
によると、アルコールは 60 もの疾患に関与しており、死亡や有病、障害などを併せた疾病負荷を表す障害調整生命
年（Disability	Adjusted	Life	Year	（DALY））でも、アルコールは 3番目の健康リスクとなっている。また健康面だ
けでなく、飲酒運転や仕事への悪影響などの社会問題にも関係している。飲酒問題の多くは過量飲酒に起因してお
り、飲酒指導は保健指導上も重要であるが、苦手意識を持たれやすい分野でもある。特定保健指導では、標準的な質
問票の中で、日本酒換算で 1～ 2合以上のアルコールを、毎日または時々飲酒する者を対象にアルコール問題を評価
し、適切な指導を行うことが勧められている。アルコール問題の評価には通常、WHOが開発したスクリーニングテ
ストの “アルコール使用障害同定テスト（AUDIT）” が用いられ、40 点満点のうち一定点数の者（通常 8点～ 14 点）
に対し減酒指導を行っていく。また健康日本 21（第二次）で “生活習慣病のリスクを高める飲酒量 ”である 1日平均
40g 以上（男性）、20g 以上（女性）の飲酒者にも減酒指導を検討する。減酒指導は、①飲酒目標設定、②飲酒記録が
二つの柱であり、アルコール専門家でない一般の保健師や栄養士による指導（簡易介入）で十分な効果が得られる。
飲酒量と全死亡率との関係が一定量までは低下する Jカーブの関係ということもあり、飲酒目標は、基本的に禁酒で
はなく過量飲酒の改善が目標となる。また理想的な目標よりも、対象者が達成可能な目標とする。飲酒記録は、対象
者が飲酒の有無や飲酒量、目標達成などを日記形式で記録するものであり、紙ベースや表計算ソフト、スマートフォ
ンアプリなど様々な形式がある。簡易介入の効果は一回のみの場合、通常 3か月程度であるが、複数回行うことで効
果の延長が期待でき、1年後でも 1週間の飲酒量が 33.8 ドリンクから 17.4 ドリンクに減少したと報告されている。当
日はアルコールの一般的な知識に加え、実際に減酒指導を行う際のコツや注意点を中心とした内容を予定している。
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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

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
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プロフィール

1974年 新潟大学　医学部　卒業
1982年 新潟大学　医学部　産婦人科　助手
1984年 香川医科大学　母子科学講座　講師
1987年 新潟県立中央病院 産婦人科　医長  
1988年 新潟大学　医学部　産婦人科　助手
1990年 新潟大学　医学部　産婦人科　講師
1994年 新潟大学　医学部　産婦人科　助教授
1998年 長岡赤十字病院　 産婦人科　部長
2001年 新潟県立がんセンター新潟病院　産婦人科　部長
2003年 新潟県立がんセンター新潟病院・臨床部長
2014年 恒仁会　新潟南病院　産婦人科　部長
現在に至る

8月30日(木)　14:00～15:30　第1会場（2F　メインホール）
	 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／東京慈恵医科大学　客員教授）
	 	 児玉　省二（医療法人恒仁会　新潟南病院　産婦人科　部長）

Lynch 症候群について :
①子宮体がんについて

医療法人恒仁会　新潟南病院	1

新潟県立がんセンター新潟病院	2
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二 1　菊池　　朗 2

　リンチ症候群は、患者および家系内に大腸がん、子宮体がん、胃がん、卵巣がん、尿路系のがん、小腸がんなど
様々な「がん」が集積する遺伝性腫瘍症候群であり、常染色体優性遺伝形式が知られ、その原因遺伝子として 4つの
DNAミスマッチ修復（MMR）遺伝子が同定されている。Lynch 症候群の特徴は、若年発症、同時性・異時性多発がん、
重複癌の傾向を示し、１次スクリーニングは個人・家族歴を問診し、改定アムステルダム基準、改定ベセスダガイド
ラインで絞り込まれる。2スクリーニングは、MSI（マイクロサテライト不安定）検査や IHC（免疫組織化学的）検
査が推奨され、確定診断はダイレクトシークエンス法でミスマッチ修復遺伝子の生殖細胞系列変異の有無を確認する。
わが国の婦人科がんの 2016 年の治療総数は、子宮体がんは 11,085 例で、子宮頸がん 7,784 例や卵巣がん 6,761 例より
頻度が高く（2016 年日本産科婦人科学会調査）、増加傾向が続いている疾患です。組織発生は、Ⅰ型は女性ホルモン
のエストロゲンの長期的な刺激と関連する場合で約 8割を占め、Ⅱ型はエストロゲンと関係しない場合です。リンチ
症候群は、Ⅰ型に含まれ、比較的初期のがんが多く、全体の約 2%が関連していることが知られている。体がん検診
の対象者は、問診の結果、最近６月以内に、1）不正性器出血（一過性の少量の出血、閉経後出血等）、2）月経異常（過
多月経、不規則月経等）、3）褐色帯下のいずれかの症状を有していたことが判明した者（厚労省 : 平成２８年２月４日）
とされ、子宮内膜細胞診や子宮内膜組織診で診断される。人間ドック等では、体癌のスクリーニング検査には経腟超
音波など画像検査が行われ、1）子宮内膜肥厚が閉経後 5mm、閉経前 20mmが異常とする報告が多く、2）子宮内膜
の不規則性も指摘されている（産婦人科診療ガイドライン　婦人科外来編 2017）。新潟県立がんセンター新潟病院で
2001 年 4 月から 2014 年 3 月まで経験した子宮体癌 585 例では、平均年齢は 59.2 歳で、同時・異時性の合併がんは 33
例（大腸 6例、乳房 8例、卵巣 19 例、GIST1 例）であった。大腸がん合併の平均年齢 64.0 歳で、全例が類内膜腺癌であっ
たが、必ずしも初期がんではなかった。問診歴の調査が不十分で、このうち Lynch 症候群と確定できた症例はなかっ
た。現在、当院では人間ドック健診・市がん検診を行っているが、婦人科では子宮頸部細胞診と経腟エコーが行われ、
子宮内膜の肥厚・不規則性を観察している。エコー異常例では細胞診・組織診を行い、子宮鏡で異常病変を確認した
場合には積極的に内視鏡下手術を行い初期がんの発見に努めている。過去 3年間の 4,811 例の健診・検診で 2例の無
症状の初期体がん癌を発見し治療した。子宮体がん例では、問診歴を更に詳しく調査し Lynch 症候群が疑われる場合
には、遺伝子検査の説明と今後の関連がんのスクリーニングを行うことが勧められる。
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8月30日(木)　14:00～15:30　第1会場（2F　メインホール）
	 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／東京慈恵医科大学　客員教授）
	 	 児玉　省二（医療法人恒仁会　新潟南病院　産婦人科　部長）

プロフィール

昭和59年 3月 兵庫医科大学卒業
昭和60年 1月 大阪大学第二内科　研修医
昭和60年 1月 市立泉大津病院内科　医師
昭和61年 7月 大阪府立成人病センター　レジデント
昭和62年 7月 大阪府立成人病センター第3内科　医師
平成 9年 4月 大阪府立成人病センター研究所第10部　主任研究員
平成13年 4月  大阪府立成人病センター　参事　兼　検診部消化器

検診　医長
平成14年 4月 兵庫医科大学医学部消化器内科　学内講師
平成17年10月 健康保険組合連合会大阪中央病院消化器科　部長
平成20年 4月  医療法人いちょう会　石川消化器内科　理事長→現

在に至る

平成20年 8月  京都府立医科大学分子標的癌予防医学　特任教授→
現在に至る

平成29年 1月 日本がん予防学会理事長→現在に至る

　Lynch 症候群は、主にミスマッチ修復遺伝子の生殖細胞系列の病的変異を原因とする常染色体優性遺伝性疾患であ
る。本疾患は、本邦において 20 万人以上いることが推定され、全大腸癌の 2から 4%が Lynch 症候群によると考え
られている。
　Lynch 症候群では、一般の大腸癌に比して、若年発症、多発性で、右側大腸に好発し、大腸癌以外にも子宮
内膜癌、卵巣案、胃癌、小腸癌、胆道癌、膵癌、腎盂・尿管癌などの発生頻度が高い。主な原因遺伝子として
MLH1,MSH2,MSH6,PMS2 がある。Lynch 症候群により発生した癌組織では、マイクロサテライト不安定性が高頻度
に陽性となる。
　大腸癌を診断し Lynch 症候群が疑われた場合、アムステルダム基準Ⅱや改訂ベセスダガイドラインを満たすかどう
かを確認し、癌組織のマイクロサテライト不安定性検査を行う。または、免疫染色でミスマッチ修復蛋白の消失を確
認する。これら検査を行う際には、患者の家系が遺伝性腫瘍である可能性について、十分な説明と同意が必要である。
　人間ドックなどの受検者に対しては、家族歴を十分に聴取し、血縁者に若年で大腸癌や子宮内膜癌、胃癌など
Lynch 症候群関連癌に罹患した人の有無を把握すること、本人の既往聴取にて 50 歳未満で Lynch 症候群関連癌の既
往がないか否かの確認をすることが必要である。もしも、それらの所見があった場合には、希望に応じて家族性腫瘍
の遺伝カウンセリングができる施設の紹介や、胃、大腸、子宮内膜についての検査、特に大腸内視鏡検査を実施する
ことを検討すべきである。
　Lynch 症候群で認める大腸腺腫や大腸癌は、通常検査では散発性のものとほぼ差は無いが、右側に認めることが多
いこと、多発することが多いこと、若年で認めることが多い傾向があり、組織学的にも腫瘍内リンパ球浸潤や髄様増
殖などの特徴を認めることがある。大腸腺腫に関しては、短期間での大腸内視鏡検査でも比較的大きな腺腫や癌を認
めることがあり、間隔を短くした定期的な大腸内視鏡検査が必要である。
　Lynch 症候群の診療ガイドラインは、大腸癌研究会より遺伝性大腸がん診療ガイドライン 2016 年版が出版されて
いる。Lynch 症候群の診療を行う際には、本診療ガイドラインを熟読するようにしてほしい。
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京都府立医科大学　分子標的癌予防医学　大阪研究室

Lynch 症候群について：
②家族性大腸がんについて
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8月30日(木)　14:00～15:30　第1会場（2F　メインホール）
	 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／東京慈恵医科大学　客員教授）
	 	 児玉　省二（医療法人恒仁会　新潟南病院　産婦人科　部長）

プロフィール

【学歴・職歴等】
1982年 慶應義塾大学医学部卒業
1982年 慶應義塾大学医学部産婦人科学教室
1988年  米国La Jolla Cancer Research Foundation（現 Sanford 

Burnham Prebys Medical Discovery Institute）Postdoctoral 
fellow

1989年 医学博士
1990年  国立東京第二病院（現 独立行政法人国立病院機構東京医療

センター）医員
1991年 慶應義塾大学助手（医学部産婦人科学）
1996年 慶應義塾大学専任講師（医学部産婦人科学）
2005年 慶應義塾大学教授（医学部産婦人科学）

【所属学会】日本臨床細胞学会（理事長）、日本婦人科腫瘍学会（副理事
長）、日本産科婦人科学会（常務理事）、婦人科悪性腫瘍研究機構（副理
事長）、日本癌治療学会（理事）、日本家族性腫瘍学会（理事）等

【専門医等】日本産科婦人科学会産婦人科専門医、日本臨床細胞学会細
胞診専門医、日本婦人科腫瘍学会婦人科腫瘍専門医、日本がん治療認定
医機構がん治療認定医

　代表的な遺伝性腫瘍である遺伝性乳癌卵巣癌（hereditary	breast	and	ovarian	cancer:	HBOC）は、BRCA1 また
は BRCA2 遺伝子（BRCA1/2）の生殖細胞系列変異が原因の遺伝性腫瘍のひとつであり、わが国では卵巣癌の 10 －
15%に BRCA1/2 変異が確認されている。卵巣癌に対しては有効なスクリーニング法が確立されておらず、未発症者
の変異保持者に対しては、リスク低減卵管卵巣摘出術（risk	reducing	salpingo-oophorectomy:	RRSO）が最も効果が
高い卵巣癌一次予防法となる。RRSOは卵巣癌や乳癌発症リスクの低減効果のみならず全死亡も低下させると報告さ
れている。
　RRSOの有用性を評価するためには、オカルト癌陽性率や浸透率を考慮したBRCA1/2 変異保持者の発癌リスクの
定量化、さらにはゲノム疫学的検討などの様々なパラメーターが必要となるが、これらのエビデンスはすべて海外発
であるものの、本邦においてもこれらの知見に基づいて発症リスクのアセスメントから遺伝カウンセリング、そして
遺伝学的検査の実施、結果の解釈とそれに応じた対応など一連の臨床的取扱いの正しい認識が浸透しつつある。加え
て、BRCA1/2 変異を有する未発症者、RRSOを受けた者またBRCA1/2 変異を有する卵巣癌患者とそれらの家系員
を統合して臨床腫瘍 ･病理学的、臨床遺伝学的な診療ができる包括的な環境が求められている。
　一方、BRCA1/2 変異を有する卵巣癌の多くは高異型度漿液性癌であり化学療法に感受性で変異の無い卵巣癌患者
より予後が良いことから、予後因子とも認識されている。また、BRCA1/2 の変異や他の関連遺伝子の変異による相
同組み換え修復不全（homologous	recombination	repair	deficiency:	HRD）が生じた場合に、より効果が期待される
PARP 阻害薬がわが国でも使用可能となる。今回承認された PARP 阻害薬 olaparib はプラチナ感受性の卵巣癌再発
のうちプラチナ製剤を含む化学療法の奏効が確認されている患者が対象となっている。Olaparib の維持療法を行うと
有意に無増悪生存期間が延長することが最近のランダム化比較試験によって検証された。Olaparib は経口薬であるこ
と、長期にわたって投与が可能である場合が少なくないこと、などが特徴であり、有害事象として悪心、嘔吐、貧血
などに留意する必要がある。適応としてBRCA1/2 変異の有無は問わないが、薬物選択の観点からもBRCA1/2 に関
わる遺伝学的検査の重要性は高いと考えられる。
　（1）家系員の腫瘍歴聴取が遺伝性腫瘍診断の契機になること、（2）遺伝学的検査の実施には遺伝カウンセリングが
必要であること、（3）遺伝子変異陽性の未発症者に対するRRSOなどのリスク低減対策、（4）プラチナ感受性再発卵
巣癌に対する PARP阻害薬による維持療法、（5）遺伝子変異と表現型の関連をより明確化するために登録事業に参画
すること、これらの点について、婦人科腫瘍を取り扱う者は知識の整理をしておく必要がある。
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遺伝性腫瘍　－卵巣がんを中心に－
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8月30日(木)　14:00～15:30　第1会場（2F　メインホール）
	 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／東京慈恵医科大学　客員教授）
	 	 児玉　省二（医療法人恒仁会　新潟南病院　産婦人科　部長）

プロフィール

平成 5年 東京慈恵会医科大学　卒業
平成 5年 東京都立駒込病院　外科研修
平成 7年 東京慈恵会医科大学　放射線科助手
平成10年 東京都立駒込病院　病理科　国内留学
平成11年 東京慈恵会医科大学　放射線科助手
平成17年 ドイツ イエナ大学　放射線科　留学
平成18年 4月 亀田総合病院　乳腺科　部長（診断担当）
平成25年 7月 亀田京橋クリニック診療部部長（画像センター長）　兼務
平成25年11月  亀田京橋クリニック診療部部長（画像センター長、健康管

理センター長）兼務
平成27年 9月  相良病院附属ブレストセンター　放射線科部長、さがら

ブレストピアヘルスケアグループ　乳腺科部長　

平成18年 4月から東京慈恵会医科大学　放射線科　非常勤講師　兼務
平成27年10月から昭和大学　乳腺外科　非常勤講師　兼務

　国内における乳癌ハイリスク女性に対する乳房MRI	サーベイランスについては、2012 年日本乳癌検診学会から「乳
がん発症ハイリスクグループに対する乳房MRI スクリーニングに関するガイドライン」が発表された。これから増
える乳房MRI の精度管理を念頭にいれたものである。乳癌診療ガイドライン（日本乳癌学会）でも、BRCA1 ある
いは BRCA2 遺伝子変異をもつ女性に対する乳房MRI スクリーニングはグレードBとして推奨されている。しかし、
すべては海外のデータであり、国内でのデータ蓄積が必要と考えられてきた。
　平成 26 年度より厚生労働科学研究（がん対策推進総合研究事業）として、遺伝性乳がん卵巣がんのわが国の実態
の解明と遺伝子情報を用いた診療の有用性を検討するための班研究が立ち上がり、国内初の乳房MRI に関する前向
き試験が組まれてきた。以下がその概要と結果である。
　（対象）BRCA1/2 変異陽性の未発症者。（方法）年 1回、乳房MRI をマンモグラフィおよび乳房超音波とセット
で施行する。すべてが自費診療であるため同日に検査を施行する。乳房MRI を導入することで、乳癌発見率を既存
の検診法（マンモグラフィおよび乳房超音波）と比較検討すること。（結果）平成 26 年度から 28 年度の 3年間で、
BRCA変異陽性者 22 名が登録。22 名中 11 名は 2 回、1名は 3回のMRI 検査を施行し、合計 35 件のMRI 検査を実
施した。平均年齢は 42 歳（28 歳 66 歳）。22 名中 4例（18％）でMRI だけで描出される疑わしい病変が認められた。
そのうち 1例（4.5%）は非浸潤性乳管癌と確定診断され手術を施行したが、他の 3例は経過観察中で良性が疑われる。
また、35 件中 9例はカテゴリー 3（良性疑いの判定）であったため厳重な経過観察を施行した。（今後の展望）平成
29 年度より、先行研究を受け継ぐ形で厚生労働科学研究「ゲノム情報を活用した遺伝性乳癌卵巣癌診療の標準化と先
制医療実装にむけたエビデンス構築に関する研究」がスタートした。先行研究から発足した一般社団法人「日本遺伝
性乳癌卵巣癌総合診療制度機構（JOHBOC）」（2016 年設立）との連携のもとデータベースを構築し、その中にMRI
を含めた乳腺画像診結果の登録も行うこととし、それを随時解析することが決定した。今後、国内でのMRI サーベ
イランスの必要性やその間隔などを検証する予定である。
　また、2018 年 4 月から、MRI ガイド下生検が 8210 点で保険収載された。MRI	サーベイランスはそもそもMRI だ
けで発見されるような早期の乳癌を検出する目的で行われるため、MRI	サーベイランスとMRI ガイド下生検は両輪
の関係にある。MRIガイド下生検を立ち上げて普及活動を行って10年が経つが、この手技に保険点数がついたことは、
わが国のMRI	サーベイランスにとって非常に意義深いことである。
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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
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8月30日(木)　14:00～15:30　第1会場（2F　メインホール）
	 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／東京慈恵医科大学　客員教授）
	 	 児玉　省二（医療法人恒仁会　新潟南病院　産婦人科　部長）

プロフィール

最終学歴
平成12年 3月 新潟大学医学部卒業

職歴
平成12年 5月 新潟大学医学部付属病院　
平成13年 2月 県立六日町病院
平成14年 4月 県立がんセンター新潟病院
平成15年 4月 新潟大学医歯学総合病院 医員
平成18年11月 同 助教
平成21年 1月 新潟大学博士号（医学）
平成28年11月  新潟大学大学院医歯学総合研究科　家族性・遺伝性腫

瘍学講座　特任准教授

所属学会・専門医・資格・役職等
日本産婦人科学会  産婦人科専門医・産婦人科指導医
日本婦人科腫瘍学会   婦人科腫瘍専門医・婦人科腫瘍指導医・評議員
日本臨床細胞学会  細胞診専門医・評議員
日本がん治療認定医機構 がん治療認定医
日本産科婦人科内視鏡学会 腹腔鏡技術認定医
日本内視鏡外科学会  技術認定医（産科婦人科）
日本遺伝カウンセリング学会 臨床遺伝専門医
日本人類遺伝学会
日本HBOCコンソーシアム
日本癌治療学会
日本産婦人科手術学会

　遺伝性乳がん卵巣がん（HBOC；Hereditary	Brest	and	Ovarian	Cancer）は、BRCA1/2 遺伝子の生殖細胞系列変
異により、乳がん・卵巣がんなどの悪性腫瘍に易罹患性を示す遺伝性腫瘍症候群である。2013 年、ある米国ハリウッ
ド女優が、自身がBRCA1 遺伝子の変異キャリアであること、そして予防的乳房切除・卵巣卵管切除を受けたことを
公表し、世界に大きなインパクトを与えたことは記憶に新しい。
　BRCA遺伝子変異キャリアであることが判明した場合には、彼女のような予防的切除という選択肢が生まれ、また
適切なサーベイランスによる早期発見が可能となる場合がある。乳がん・卵巣がん患者のおしなべて約 1割はHBOC
であり、その家系員も含めると多くの at	risk 者が存在する。我々は、その集団から適切な拾い上げ・リスク評価を行い、
遺伝学的検査を提供することで、キャリアの健康維持に大きく貢献できる可能性がある。
　新潟県は、全長約330kmにおよぶ広大な県で、人口約230万人（うち女性人口118万人）である。年間乳がん約1300例、
卵巣がん約 100 例の新規罹患があるため、年間約 100 例弱の HBOC新規発症があると推測されるが、新潟県ではこ
れまで県下で十分なHBOC拾い上げは行われてこなかった。
　2016 年 11 月、新潟大学内に新潟県からの寄付講座として家族性・遺伝性腫瘍学講座が開講したことをきっかけに、
HBOC診療について県と大学とが協力体制を構築する方向性を打ち出した。新潟県立がんセンター新潟病院・新潟大
学医歯学総合病院を県内の 2拠点として、両院の乳腺外科・婦人科・遺伝子診療部・カウンセラー・看護師等のメン
バーによるHBOC	niigata	meeting を結成し、包括的なHBOC診療を目指した取り組みを始めている。両院にはそれ
ぞれに臨床遺伝専門医・認定遺伝カウンセラー・乳腺外科専門医・婦人科腫瘍専門医が在籍し、拾い上げ～カウンセ
リング～ BRCA遺伝学的検査を行いながら、両施設でのサーベイランス、そして新潟大学での予防的乳房切除・卵
巣卵管切除の実施体制を整えた。しかし、拾い上げの基準、カウンセリング体制、検査後のフォローアップ体制など、
まだまだ検討・改善すべき点は多い。また、両院ともすでに県内他施設から症例紹介等を受けている一方で、県全体
としてのHBOC診療体制の連携構築には至っていない。
　本シンポジウムでは、新潟県として効率的なHBOC診療体制の確立を目指す我々の取り組みを紹介するとともに、
多くの医療関係者にHBOCという疾患、その特徴、そして変異キャリアに対する有効な対策が存在することを広く
認識していただき、新潟県全体でハイリスク患者を拾い上げ、適切な情報や診療を提供できる体制づくりのきっかけ
としたい。

○ 西
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治 1 須田　一暁 1 安達　聡介 2 吉原　弘祐 2

　関根　正幸 2 榎本　隆之 2 五十嵐真由子 3 土田　純子 3

　中島　真人 3 永橋　昌幸 3 田澤　立之 4 栗山　洋子 5

　藤田沙織里 5 小山　　諭 6 菊池　　朗 7 佐藤　信昭 8

　金子　耕司 8 田村恵美子 9 三富　亜希 9 後藤　清恵 10 

新潟大学大学院医歯学総合研究科　家族性・遺伝性腫瘍学講座	1	
新潟大学大学院医歯学総合研究科　産婦人科学講座	2
新潟大学大学院医歯学総合研究科　消化器一般外科学講座	3
新潟大学医歯学総合病院遺伝子診療部	4
新潟大学医歯学総合病院看護部	5　新潟大学保健学科	6
新潟県立がんセンター新潟病院　婦人科	7　新潟県立がんセンター新潟病院　乳腺外科	8
新潟県立がんセンター新潟病院　看護部	9　国立病院機構新潟病院	10

新潟県における HBOC 診療体制の確立に向けての取り組み

シンポジウム 2
女性の家族性がん
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プロフィール

昭和 55 年：熊本大学医学部医学科卒業、長野県厚生連・佐久総合病院外科（臨床研修）、昭和 58 年：日本赤十字社熊本健康管理センター（診療部長・
健診部長・副所長）、平成 23 年：みはらライフケアクリニック開設、中国ハルビン医科大学客員教授、熊本大学医学部講師（非常勤）、＜学会＞ 日本
人間ドック学会理事（指導医）、日本超音波医学会代議員（指導医）、日本消化器がん検診学会評議員（指導医）、日本がん検診診断学会評議員（専門医）、
日本東洋医学会（漢方専門医）

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！～
8月31日(金)　8:30～10:30　第1会場（2F　メインホール）
	 座長：三原　修一（みはらライフケアクリニック　院長）

　我が国における死因の第一位はがんであり、罹患・死亡ともに増加している。人間ドック受診者もがんの早期発見
を期待して訪れるが、がん検診の手法は各施設によって異なり、その精度も施設間格差が大きいのが現状である。さ
らに、人間ドックにおけるがん検診のデータが存在せず、その実態すら把握されていない状況であった。そこで、本
学会では、がん登録小委員会を設立し、2009 年度からがん登録事業を開始した。今回、2012 年度の成績をもとに、
がん登録の現状と課題、今後のがん検診の在り方について述べてみたい。【がん登録の成績】１）2012 年度のがん登
録施設数は 178 施設、登録されたがん症例は 4,367 例（男性：2,652 例、女性：1,715 例）であった。男性では、胃が
ん、大腸がん、前立腺がん、肺がん、腎がんの順に多く、女性では乳がん、大腸がん、胃がん、子宮頸がん、甲状腺
がんの順に多かった。２）胃がん発見率・早期がん比率は、Ｘ線検査 0.047％・59.5％、内視鏡検査 0.180%・86.6％
で、内視鏡検査のほうが極めて良好であった。内視鏡的切除 (ESD)　は 43.7％に施行された。X線検査における精検
受診率は 44.7％であった。３）大腸がん発見率・早期がん比率は、便潜血検査 0.059％・67.0％、内視鏡検査 0.114％・
68.5％で、がん発見率は内視鏡検査が 2倍高率であった。内視鏡的切除は 49.4％に施行された。便潜血検査における
精検受診率は 44.1％であった。４）肺がん発見率・0期および 1期の比率 ( 術後 ) は、単純X線検査 0.024％・63.1％、
胸部 CT検査 0.103％・79.2％で、CT検査のほうが極めて良好であった。精検受診率はX線 57.1％、CT55.7% であっ
た。５）乳がん発見率・0期および 1期の比率 ( 術後 ) は、視触診 0.041％・68.2％、マンモグラフィ（MMG）0.175％・
76.1％、超音波検査（US）0.201％・82.8％で、視触診に比してMMG、USが極めて良好であった。精検受診率は視触
診 46.8％、MMG60.0%、US:63.6% であった。６）擦過細胞診による子宮頸がん発見率は 0.039％で、ほとんどの症例
が 0期・1期の早期がんであった。精検受診率は 54.3％であった。７）PSAによる前立腺がん発見率は、0.136％で、
ほとんどの症例が 1期・2期であった。精検受診率は 42.2％であった。８）超音波検査による甲状腺がん発見率は、
0.172％で、精検受診率は 54.9％であった。９）腹部超音波検査によるがん発見率は 0.031％で、腎がん、膵がん、肝
がん、膀胱がん、胆嚢がんの順に多かった。精検受診率は38.7％であった。10）PET/CTによるがん発見率は0.532％で、
甲状腺がん、乳がん、肺がんの順に多かった。精検受診率は 39.0％であった。【まとめ】１）人間ドック発見がんは
早期がん比率が高く、検診の成果が期待できる。２）精検受診率（精検結果把握率）が極めて低く、これを高めるこ
とが最大の課題である。３）がん検診の効率を高めるためには、ハイリスクを踏まえた検診手法を検討する必要がある。
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人間ドックにおけるがん登録の現状と課題
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8月31日(金)　8:30～10:30　第1会場（2F　メインホール）
	 座長：三原　修一（みはらライフケアクリニック　院長）

プロフィール

昭和58年 3月 広島大学医学部卒業
昭和60年 4月 広島大学医学部第１内科学教室入局
平成 5年 4月 松江赤十字病院消化器内科副部長
平成19年 5月 松江赤十字病院総合診療科部長
平成21年 7月 川崎医科大学総合臨床医学准教授
平成28年 4月 淳風会健康管理センター副センター長 
平成30年 1月 淳風会健康管理センターセンター長

所属学会：日本人間ドック学会（理事、社員、指導医、人間ドック健診
専門医）、日本消化器がん検診学会（理事、指導医、認定医）、日本消化
器内視鏡学会（社団評議員、指導医、専門医）、日本消化器病学会（評議員、
指導医、専門医）、日本消化管学会（代議員、指導医、専門医）、日本ヘ
リコバクター学会（代議員、ピロリ菌感染症認定医）、日本がん検診・
診断学会（評議員、認定医）、日本内科学会（認定医）、日本プライマリ・
ケア連合学会（代議員、指導医、認定医）、日本病院総合診療医学会（評
議員、認定医）

　「がん予防重点健康教育及びがん検診実施のための指針（厚生労働省健康局長通知：平成 28 年 2 月 4 日一部改正）」
により、対策型胃がん検診の方法として、従来の胃X線検査に加え上部消化管内視鏡検査（内視鏡）が認められ、今
後、任意型検診である人間ドックにおいても画像検査の中心は内視鏡に移行するであろう。人間ドックでの内視鏡ス
クリーングの検討（胃と腸 44：1367-1373、2009）では、胃がん発見率（0.30％）、早期胃がん率（89.6％）、粘膜内が
ん率（67.6％）、内視鏡治療率（40.9％）は高かった。しかしながら、発見胃がんの内視鏡受診歴を検討すると約半数
が前年度も内視鏡を受けており、前年度内視鏡写真の見直しでは、そのうち約半数は 1年前の偽陰性（見落とし）の
可能性も示唆された。すなわち、1回の内視鏡がすべてではなく、リスクの高い受診者には逐年検査が望まれ、内視
鏡スクリーニングでは、検査の標準化とともに対象の集約が重要と考えられた。胃がん発生にヘリコバクターピロリ
（Hp）感染は必要条件と位置づけられ、その中で進展した胃粘膜萎縮が高リスクであることは明らかになっている。
ABC分類は、血清Hp抗体でHp感染状況を、血清 PG法で胃粘膜萎縮状況を把握し、胃の健康度、換言すれば、胃
がんリスクを層別化する方法である。人間ドックで同じ日の内視鏡検査で発見した胃がんの頻度は、PG法（＋）の
C群で 1.87％（39/2089）、Hp抗体（＋）PG法（－）の B群で 0.21％（7/3395）、Hp抗体（－）PG法（－）のA群
で 0％（0/2802）であり、各群間で有意差があった（Helicobacter	research	15,422-427,2011）。すなわち、C群は胃が
ん高リスク、A群は胃がん低リスクと判断できる。そして、これは簡便な血液検査であり、一度に多数の検査が可能
であり、客観的に評価可能である。しかし、A群へのHp未感染者以外の混入を極力避ける注意が求められ、また、
胃がんそのものの診断は決してできないことを忘れてはならない。また、血清 PG値は胃粘膜の萎縮のみならず炎症
も反映しており、PG実測値によりHp感染の有無を含めて胃粘膜状態が評価できることを理解すべきであろう。胃
がんリスクを把握した上で精度の高い画像検査である内視鏡を行い、また、Hp感染胃炎に対する除菌治療で胃がん
リスクを低下させたうえで、適切なサーベイランスを行うことは、わが国の胃がん対策の基盤になると思われる。
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彦
一般財団法人淳風会　淳風会健康管理センター　センター長

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

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！～
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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！～
8月31日(金)　8:30～10:30　第1会場（2F　メインホール）
	 座長：三原　修一（みはらライフケアクリニック　院長）

　CTコロノグラフィー（CTC）は 2012 年に診療報酬の対象となり、一般臨床における大腸検査法となった。自動炭
酸ガス注入器や前処置用バリウム製剤も薬事承認され、CTC普及のためのインフラは整った。人間ドックのみならず
外来診療にCTCを用いる施設は着実に増加し、ガス注入チューブの使用頻度から推定される検査数は年間 10 万件に
達した。一方、大腸内視鏡検査（CF）は年間 500 万件程で推移し、ほぼ横ばいで状態である。過去、年間 100 万件を
超えていた注腸X線検査は CFの普及に伴い減少し、この 10 年間に年間 30 万件から 10 万件程度へ激減した。対照
的に胃検査は内視鏡検査が年間 1200 万件、X検査はやや減少傾向にあるが 1600 万件あり、総計で 2800 万件程度が
毎年行われ、大腸との検査件数の差は極めて大きい。胃がん罹患率は減少傾向にあるが、胃検査による早期発見が死
亡率低減に貢献していることは明らかである。大腸がん検診は主に便潜血反応検査（FOBT）で年間2000万件が行われ、
要精検率は 7－8％、がん発見率は 3－5％である。しかし精検受診率が 60％程度と低く、精検未受信が最大の問題で
ある。検査の苦痛や前処置負担が大きいCFに対する嫌悪感が原因と考えられ、検査数自体の伸び悩みと伴に精密検
査法として限界に達していると考えられる。CTCは安全かつ簡便な大腸検査法であり、診断画像には客観性と再現
性があり検査の標準化が可能である。検査精度が術者の技量に依存し、前処置負担の大きいCFと比較し、受容性の
高い CTCの前処置、安全な検査や診断の効率化は、FOBT後の精密検査法として優れている。現在の CTC普及に
おける大きな課題は診断医の育成である。従来の消化管診断は内視鏡検査を中心に、X線検査を含めて消化器科医に
より行われており、放射線科医が不得意とする分野である。さらに欧米と比較し、放射線科医不足は深刻で、他の画
像診断業務に追われ、新たな診断学に取り組む余裕がない。既存の環境下で CTCがスムーズに行われ、前処置を含
めて診断効率を向上させるは、関連する医療スタッフの協力が必須である。被検者への前処置指導、撮像から診断画
像作成の過程が円滑に進むことで、放射線科医は効率的に正確な診断が可能になる。このチーム医療が CTC検査体
系では必要であり、放射線科医のみならず放射線技師の CTC診断画像作成を含む教育システムを構築する意義は大
きい。デジタル画像の利点を生かした新たな表示法や、AI化されるコンピュータ支援検出の画像アルゴリズムの開発、
遠隔診断の導入も重要である。最近、ゲノム医療における微量の血液等の遺伝子検査で、悪性腫瘍を含む各種疾患の
発生を予測する可能性が注目されている。精密検査を受けても 95％が偽陽性となる逐年 FOBTに比べ、遺伝子検査
で大腸がん高リスク群を精度高く特定できれば、受容性の高い CTCで効率的に精密検査を行うことで、既存の大腸
がん検診の問題点は一気に解決されるだろう。がん疾患の罹患率・死亡率とも日本人の第一になると予想される大腸
の画像診断において、放射線科医にとってもCTCは不可避な診断領域になると予想される。
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国立研究開発法人　国立がん研究センター中央病院　放射線診断科　医長

CT コロノグラフィーによる大腸がん検診の現状
と課題

プロフィール

1986年 3月 岐阜大学医学部卒業
1986年 7月 岐阜大学医学部付属病院放射線科入局
1990年 6月 岐阜大学医学部付属病院放射線科 助手
1992年 6月 秋田赤十字病院胃腸センター 常勤嘱託医
1994年 4月 国立がんセンター中央病院放射線診断部 医師
1995年 2月 岐阜大学にて学位(医学博士)を習得
2004年 1月 国立がんセンター がん予防・検診研究センター検診部 総合検診室長
2007年 4月 国立がんセンター中央病院　放射線診断部　医長
2010年 4月 独立行政法人　国立がん研究センター中央病院　放射線診断科　医長
2016年 4月 国立研究開発法人　国立がん研究センター中央病院　放射線診断科　医長
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プロフィール

昭和48年 3月 新潟県立新潟高等学校卒業
昭和54年 3月 新潟大学医学部卒業 同附属病院にて内科研修
昭和55年 5月 京都桂病院にて内科研修
昭和56年 5月 新潟市民病院消化器内科勤務
昭和57年 5月 新潟大学第３内科勤務
昭和60年 6月 　 同　 第３内科助手
平成 7年11月 　 同　 第３内科講師
平成13年 5月 　 同　 附属病院光学医療診療部助教授（副部長）
平成22年 9月 　 同　 医歯学総合病院光学医療診療部特任教授
平成25年 4月 新潟県立がんセンター新潟病院臨床部長
平成27年 4月 　 同　  がん予防総合センター長（兼任）

専門分野：消化器病の診断と内視鏡的治療
学会活動：日本消化器内視鏡学会　評議員、指導医
　　　　　日本消化器病学会　評議員、指導医
　　　　　日本消化管学会　代議員、胃腸科専門医、胃腸科指導医
　　　　　日本消化器がん検診学会　代議員、認定医
　　　　　日本内科学会　認定医、指導医　ほか

　人間ドック学会ではあるが、対策型の胃がん内視鏡検診に絞って述べさせていただく。
　2015 年 3 月の胃がん検診ガイドラインの改訂、同年 9月の厚生労働省の「がん検診のあり方に関する検討会」中間
報告書、ならびにその後の「がん検診実施のための指針の改定（2016 年 2 月 4 日付）」を経て、2016 年 4 月から内視
鏡による対策型胃がん検診が実施可能になった。X線検診では今まで同様、対象を 40 歳以上とし、1年に 1回の実施
となっているが、内視鏡検診では対象を 50 歳以上とし、2年に 1回の実施となった。
　2016 年 4 月以前から対策型内視鏡検診を行っている市区町村の検診成績では、胃がん発見率に地域差はあるものの、
各地域とも内視鏡検診の胃がん発見率はX線検診のそれのほぼ 3倍である。これらの市区町村はX線検診同様、逐
年で内視鏡検診を行ってきているが、厚生労働省の指針に合わせ、いつから隔年検診に移行するかが今後の最大の課
題である。
　2016 年 4 月以降、新規に内視鏡検診を導入する際の課題は、新潟市の経験ならびに県内外の他の市区町村から寄せ
られる質問や問い合わせなどから、以下のようなものと考えられる。1）集団検診から個別検診への移行、2）マンパワー
の確保（内視鏡施行医ならびにダブルチェック医の確保が難しい地域が存在）、3）内視鏡施行医のレベル向上ならび
にその維持、4）精度管理の担保（検診実施機関の体制作り、標準的撮影法などの実施手順の確立・普及、ダブルチェッ
ク医のレベルの均一化、ダブルチェック結果のフィードバックの仕方、プロセス指標の継続的なモニタリングなど）、5）
X線（集団検診）に比べ高い検診料、6）内視鏡機器の洗浄消毒、7）内視鏡検査時の鎮静剤、などである。
　一方、新潟県内の導入状況に目を向けると、県内 30 市町村のうち 2018 年度時点で内視鏡検診を実施しているのは
新潟市を含め 2市だけである。県内に内視鏡検診が普及しない主たる理由は、1）マンパワーの不足（医師不足の地
域では特に内視鏡医ならびにダブルチェック医の確保の難しい）、2）集団検診から個別検診への移行の困難さ、3）
精度管理の担保、4）高い検診料、などが考えられる。その中でも、マンパワー（特に内視鏡施行医）の不足は最大
の障壁である。
　最後に、将来に目を向けてみる。2017 年 4 月から日本医療研究開発機構の科学研究費補助金で『個別リスクに基づ
く適切な胃がん検診提供体制構築に関する研究（深尾班）』が始まった。新潟市もその研究に参加しているが、それ
は採血によるリスク層別化（いわゆるABC検診）と画像（内視鏡検査ないしはX線検査）を組み合わせることにより、
確かな低リスク群（真のA群）を同定し、その群の住民の検診間隔を延長できないかというのが主目的の研究である。
若年者にピロリ菌陰性者が急増する中、この研究成果は大きな意味を持ち、将来の胃がん検診方法を決める重要な指
標の一つになると考えている。
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新潟県立がんセンター新潟病院　がん予防総合センター	1

新潟県立がんセンター新潟病院　がん登録室	2

新潟縣健康管理協会	3

新潟市医師会	4

上部消化管内視鏡検診

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！～
8月31日(金)　8:30～10:30　第1会場（2F　メインホール）
	 座長：三原　修一（みはらライフケアクリニック　院長）
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8月31日(金)　8:30～10:30　第1会場（2F　メインホール）
	 座長：三原　修一（みはらライフケアクリニック　院長）

プロフィール

1988 年、新潟大学医学部医学科卒業、新潟大学医学部附属病院第三内科医員。1989 年、秋田赤十字病院研修医。1995 年、新潟大学大学院医学研究科
博士課程修了、新潟大学医学部附属病院医員を経て南カリフォルニア大学研究員。1998 年に帰国し、新潟大学医学部第三内科。2001 年、昭和大学横
浜市北部病院開設とともに消化器センター助手。以後、講師、助教授を経て 2007 年准教授。2012 年、東京医科歯科大学にうつり医学部附属病院光学
医療診療部准教授。2014 年、同光学医療診療部教授・部長。現在に至る。
所属学会は、日本内科学会総合内科専門医・指導医、日本消化器病学会専門医・指導医、日本消化器内視鏡学会認定専門医・指導医・学術評議員、日
本カプセル内視鏡学会専門医・指導医・理事、日本小腸学会理事。
研究テーマは、炎症性腸疾患の診断と治療、小腸疾患の診断と治療、カプセル内視鏡やバルーン内視鏡の開発とその応用。

　近年、大腸癌は、悪性新生物の中では大きな比重を占めるようになってきた。罹患数は胃癌につぐ第二位で、死亡
数では肺癌に次ぐ第二位となっており、国民保健の重要な課題となっている。一方、大腸癌は粘膜上皮から発生する
ため、大腸を内視鏡で観察することにより早期に発見して根治できる疾患である。すでに、内視鏡治療できる早期の
大腸癌が 3年毎の大腸内視鏡検査でほぼ検出できることが明らかにされている。しかし、国民全員に内視鏡を施行す
ることは困難である。スクリーニングとして本邦で開発された免疫学的便潜血検査が実用化されており、対策型検診
および任意型検診に推奨されている。有効な大腸癌への対策はあるが、残念ながら便潜血検査受診率は高くない。さ
らに、便潜血陽性であっても 2次検査である内視鏡の受診率が低いのが実情である。内視鏡検査を受けない理由とし
て、痛いのではないかとか、恥ずかしいからということがいわれる。一方、21 世紀にはいりカプセル内視鏡が実用化
され、小腸疾患の検査に広く活用されている。大腸用カプセル内視鏡も 2014 年から使用されている。大腸用カプセ
ルは、31.5㎜× 11.6㎜の大きさで両端にカメラが搭載され毎秒 4ないし 35 枚を撮像する。撮影画像は内視鏡カプセル
から体表に張り付けたセンサーを通してレコーダーに記録される。被検者は、検査前日に下剤を飲み、当日は 1.5L の
腸管洗浄液を服用してカプセルを嚥下する。カプセルは蠕動運動によって腸管内を移動して撮像していく。カプセル
が排泄されたらレコーダーを回収し、撮像されたデータをワークステーションにダウンロードして動画で読影する。
大腸ポリープ検出率は 90％を超えており、通常内視鏡に匹敵する。さらにカプセル内視鏡検査は、苦痛や恥ずかしさ
といった懸念は大幅に軽減されるため、便潜血検査と通常内視鏡検査の橋渡しの検査としての役割が期待される。便
潜血陽性者で通常内視鏡検査を受けたくない場合は、まずカプセル内視鏡を施行する。ここで病変がなければ終了で
あり、病変が検出された場合は通常内視鏡を行って治療する。単に潜血陽性というのと比べ、内視鏡画像をみて実際
に大腸に病変が存在することを認識するのとでは、精密検査や治療への動機づけが大きく異なってくる。このように、
1次検診である便潜血検査と 2次検診である内視鏡検査との間をつなぐ、1.5 次検診としての大腸カプセル内視鏡検査
の意義は大きい。課題としては、カプセルが使い捨てであるため高額な検査であること、前処置の負担が小さくない
ことがある。また、読影の負担があるが、日本カプセル内視鏡学会は読影支援技師制度を立ち上げ、より効率的な読
影をはかっている。理論的には大腸がん死はほぼ 0にできるにもかかわらず、現実には癌死の第 2位を占めている状
況を、大腸カプセル内視鏡は大きく変える可能性がある。
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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

大腸癌検診におけるカプセル内視鏡の可能性

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！～
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8月31日(金)　10:30～12:30　第1会場（2F　メインホール）
	 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）

プロフィール

東京大学大学院医学系研究科修了、医学博士（2000 年）。専門は予防医学、保健医療政策。2004 年東京大学医学部附属病院助教就任。その後、自治医
科大学客員教授等を経て、2018 年東京大学政策ビジョン研究センターデータヘルス研究ユニット特任教授就任。30 代で過疎地の出前医療に魅せられ、
基礎医学から予防医学に転向。産官学連携のもと予防医学研究を進める。主な書籍は「社員の健康が経営に効く」労働調査会（2015）、「健康経営アド
バイザー研修初級」東京商工会議所編・監修（2016）、「データヘルス計画作成の手引き・改訂版」厚生労働省・健康保険組合連合会編・総監修（2017）。
内閣府経済財政諮問会議専門員等を務める。

　日本社会は、少子高齢化に伴う人口減少に直面しています。このことは、企業や地域社会を支える労働力が少なく
なることを意味しており、特に地域社会を支える中小企業における人材不足は深刻です。しかも平均年齢が上昇する
にしたがって職場の健康リスクは上昇し、病気が増えるだけでなく、体調不良に伴って労働生産性が低下する構造で
す。
　このような背景のもと、重要な経営資源である社員や地域社会の担い手である住民の健康に投資をし、国民の健康
増進と同時に、地域社会の維持を図る政策が、「経済財政運営と改革の基本方針（骨太方針）2016」に掲げられました。
骨太方針 2016 では、“ 健康投資 ” を進める際に、「企業による健康経営の取組とデータヘルスとの更なる連携を図る」
とし、健康保険によるテータヘルスは企業の取組を支えるインフラに位置づけられました。自治体については、国保
データヘルスの活用が健康なまちづくりにつながるとされています。
　企業としては、加入している健康保険が進めるデータヘルスを活用することで、健診結果等に基づく自社の健康課
題が可視化され、対策を進めやすくなります。また、自社に資源がない中小事業所でも、医療保険者が提供する特定
健診や特定保健指導といった保健事業を活用することが可能です。健康保険法第 150 条に位置付けられた保健事業の
核となるのが健診・人間ドックなのです。2018 年度から本格稼働した第２期データヘルス計画では、職場の健康課題
の解決策として選択された保健事業のトップは健診となっており、健診後のフォローでもある保健指導・受診勧奨が
それに続いています。
　個々にとって、健診を受け、自身の健康状況を知ることが、生活習慣改善や医療機関への受診といった行動の起点
となります。そして、健康に対するモチベーションや行動が継続するようフォローし、次の健診で一年間の生活習慣・
働き方が反映される自身の健康状況をチェックするという年間を通じた健康づくりの Plan-Do-Check-Act をまわす支
援が出来るのは健診・人間ドック機関の強みです。実際、健診受診者に簡便なフォロープログラムを付与した先行研
究では、フォローしない群に比較してフォロー群では翌年度の健診受診率が高く、健康状況の悪化も小さいことがわ
かっています。一方、社員の健康状況は会社の業態や職場の環境によって特徴があり、取組むコツがあります。自社
で一から考え、実施するのではなく、専門家からアドバイスを受けたり、同業他社の事例を聞き、対策や活用できる
資源を知ることが大切です。各社の状況を捉え、経年で寄り添うことができる健診・人間ドック機関は、健康投資の
実効性を高める有用な資源です。
　次世代の健診・人間ドック機関には、国民皆保険制度下で進めるデータヘルスの最大の実行部隊として、受診者個々
への働きかけにとどまらず、企業、職場というコミュニティの健康課題の解決に関わることが求められます。
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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

少子高齢社会で活躍が期待される健診機関
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人間ドック健診の新しい展開
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プロフィール

昭和52年7月 1日 一般社団法人新潟県労働衛生医学協会　入職
平成14年3月21日 健康づくり推進部　部長
平成22年2月21日 業務部　部長
平成25年5月24日 常務理事

　新潟県魚沼地域で行われている Project	8	（全ての人のHbA1c を 8%以下にするプロジェクト）	が、平成 20 年より
開始されている。我々は、検診機関として、本プロジェクトに参加し、「健診 project	8」を平成 24 年度より開始した。
この対象者は、魚沼地域事業所在席者（魚沼市、南魚沼市、十日町市、小千谷市、湯沢町、津南町）にて、HbA1c8.0%	（JDS）
以上、空腹時血糖値	160mg/dL 以上、または随時血糖値	220mg/dL 以上の基準値を満たす非薬物治療者である。対
象者が在席する事業所の健康診断担当者（衛生管理者等）へ電話にて、対象となった方が定期健康診断後に医療機関
へ受診しているか確認し、受診していない場合は、受診を促し希望する方へ紹介状を発行するというものである。こ
のプロジェクト成功の為には、地域の医師会の協力も必要であることより、医師会へも本計画を説明し、地域を巻き
込んで健診とその事後指導を行った。結果、H24の魚沼健診Project	8の対象者が195人よりH25には65人に激減した。
魚沼地域における 8%以上の全体の比率は、県全体より比率よりも低かった。以上の結果を踏まえ、平成 29 年度より
NEXT10 を開始した。これは、10 年後の健康を守るプロジェクトとして、AMED（国立研究開発法人日本医療研究
開発機構）からの研究費を元に新潟大学曽根博仁教授と当会が共同で行うプロジェクトである。健診 project	8 は糖
尿病対策であったが、NEXT10 は、さらに大きく循環器病対策を目的とした取組みで、健診結果から、10 年以内に
脳心血管疾患などを発症する危険性が高い人、すぐに専門医への受診が必要な方へ、健診結果に紹介状を添付し、健
診 project	8 と同様に医療機関の受診を促すものある。このプロジェクト成功の鍵は、紹介状を受ける医師の協力が
得られるかにもかかっているため、協力をいただく医療機関全てに本プロジェクトの説明も行っている。今年度、こ
のNEXT10 の介入群と非介入群の比較により、NEXT	10 の成果を本学会にて、紹介する予定である。
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プロフィール

足利大学看護学部学部長、三井記念病院総合健診センター特任顧問。
医学博士、人間ドック健診指導医・専門医・認定医、総合内科専門医・認定医、高血圧指導医・専門医。
1972 年群馬大学医学部医学科卒業。同年三井記念病院内科研修医、74 年同内科、78 年東京大学第二内科、81 年オハイオ医科大学内科、83 年三井記
念病院腎センター科長、91 年同健康管理科部長、94 年同総合健診センター所長、2012 年同特任顧問、2014 年 4 月足利大学看護学部学部長。
日本人間ドック学会社員、日本抗加齢学会評議員、脳心血管抗加齢研究会評議員、日本高血圧学会功労会員、日本腎臓学会功労会員、日本内分泌学会
功労会員、日本肥満学会功労会員、日本動脈硬化学会功労会員。米国高血圧学会会員、国際腎臓学会会員。

　現行の人間ドック健診はがんの早期発見・早期治療とともに脳卒中・心疾患の罹患率・死亡率の減少を目的に、定
められた基準検査を性、年齢、受診間隔を考慮せずに画一的、経年的に行われていることから、これまでの人間ドッ
ク全国調査報告が示すように人間ドック健診の有用性が示されていない。したがって今後の人間ドック健診の方向性
としては、人間ドック健診が法的な対策型検診である健康増進法に基づくがん検診、高齢者の医療の確保に関する法
律に基づく特定健康診査、労働安全法に基づく定期健康診断とは異なる受診者の任意に基づく任意型健診であること
から、本来は受診者の診療情報に基づいた、受診者にそれぞれに個別な健診内容である必要があるとともに、その経
年的なデータベースを基準範囲に基づいた解析から将来の生活習慣病発症の予知・予防である先制医療への架け橋と
なる必要がある。あるいは健診の概念を変革し、新規的にがんをはじめとする生活習慣病の発症リスクをスクリーニ
ングし、それぞれの疾患に対しての精密検査を必要とする対象者を抽出する、リスクスクリーニング健診となるべき
と考える。
　われわれは特に、この後者に該当する新規的な健診と位置づけられる生活習慣病リスクスクリーニングについて、
アミノインデックス技術を用いての血漿中遊離アミノ酸濃度のプロフィール解析から、すでに臨床で活用されている
アミノインデックスがんリスクスクリーニング（AICS）とともに、生活習慣病の発症リスクを推定するアミノインデッ
クス生活習慣病リスクスクスクリーンング（AILS）について、糖尿病の発症リスクを評価するAILS（糖尿病リスク）
を開発するとともに、サルコペニア・ロコモーティブシンドローム、されには認知症の発症リスクを評価するAILS（ア
ミノ酸レベル）を開発中である。そして、その有用性の検証に、ことにAILS	を用いての足利市民を対象とした横断的、
縦断的研究「足利長寿研究」を立案したのでその内容を概説する。
１．横断的研究（「足利長寿研究 1」）
　足利市民の 100 歳以上の 98 名（男 14、女 84 名、平均年齢 102 歳）を対象とした。これらの対象者がなぜ長寿かの
要因分析について、問診表を用いた半構造的面接調査、MMSEならびにAILS の結果からその一部を明確にすること
を目的にしたものである。
２．縦断的研究（「足利長寿研究 2」）
　足利市民の 65 歳以上の高齢者で、現時点では介護を必要としない 80 名を対象とした。これらの対象者を無作為に、
無介入群 20 名、運動介入群 20 名、アミノ酸補充群 20 名、ならびに運動＋アミノ酸補充群 20 名に群別し、まず 3か
月にわたるそれらの介入効果について調査し、さらには、AILS の結果に基づく生活習慣の修正による各群での生活
習慣病の発症抑制効果について長期的に追跡調査する。
　以上の研究成果に基づく生活習慣の修正介入により、足利市民の健康寿命の延伸を目指すものとする（足工大倫理
委第 39 号）。
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足利長寿研究で取り組む近未来の健康診断
－アミノインデックス技術の臨床応用－

シンポジウム 4
人間ドック健診の新しい展開



講
演
抄
録

主
要
プ
ロ
グ
ラ
ム

人間ドック　Vol.33　No.2　2018 年 129（241）

8月31日(金)　10:30～12:30　第1会場（2F　メインホール）
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プロフィール

平成 7年 3月 順天堂大学医学部卒業
平成 7年 4月 虎の門病院　内科研修医
平成14年 3月 順天堂大学循環器内科学大学院修了
平成16年 1月 米国ワシントン大学留学 上級研究員
平成20年 3月 順天堂大学循環器内科准教授
平成22年 6月 医療法人社団同友会　理事長

役　職　等
医学博士
順天堂大学医学部循環器内科　非常勤講師
武蔵丘短期大学　客員教授
日本人間ドック健診協会　理事
がん対策推進企業アクション　アドバイザリーボード
日本内科学会認定内科医
日本循環器学会認定循環器専門医
日本医師会認定産業医
人間ドック健診専門医・指導医
検診マンモグラフィ認定読影医

　1959 年に日本病院協会と健康保険組合連合会が「短期人間ドック」の契約を交わして以来、人間ドック健診は保険
者の健康増進活動の一環として成長してきました。福利厚生的に運用されてきた要素もありますが、特定健診・特定
保健指導の導入、データヘルス計画の開始などを契機に、より一層職域における健康管理や疾病予防に資する効果が
期待されています。また、企業側においても健康経営の考え方が広がりを見せています。経済産業省が実施する健康
経営銘柄や健康経営優良法人認定への応募も増加し、2018 年には健康経営銘柄 26 社、健康経営優良法人認定大企業
部門（ホワイト 500）541 法人、中小企業部門 776 法人が認定されています。
　人間ドック健診が今後も支持されていくためには、このような環境への適応が重要になると考えられます。例えば、
2018 年度から各健保における特定保健指導実施率が公表され、実施率は後期高齢者支援金の加算、減算にも影響を与
える制度設計になりました。これまでも、人間ドック健診と同時に特定保健指導を行う試みはなされてきましたが、
現場における運用上の制約もありその広がりは十分ではありませんでした。今期から保健指導の分割実施も可能とな
るなど、実施のハードルが下がってきているので、施設における指導体制の強化が期待されています。
　企業の健康経営は、医師や保健師などの医療スタッフがかかわっていくことでより充実したものになります。同友
会では 2013 年より、「健康と経営を考える会」のコーディネートを通じ、会社と健康保険組合が課題を検討し、医師
や行政などの専門家を交えた人的交流を図り、それぞれの視点における課題や解決策について検討を深めるお手伝い
をしています。人的インフラを活用し、それぞれの地域で健康経営に貢献して行くことも、これからの人間ドック健
診機関に期待されている役割です。そして、健康経営を支える人間ドック健診機関自身が健康経営を実践することも
大切です。2018 年の健康経営優良法人認定では、前年に比較して人間ドック健診機関も含めた医療機関の認定が増加
しています。
　また、人間ドック健診の重要な役割の一つに、がん検診としての機能があります。がん検診という枠組みは市町村
が実施主体ですが、統計上は人間ドック健診等を利用し職域で受診している割合も多いのが実情です。厚生労働省は
「がん対策推進企業アクション」等を通じて職域におけるがん検診を推進してきましたが、今回はさらに「職域にお
けるがん検診に関するマニュアル」を作成し、受診勧奨のみならず精度管理や教育についても健診機関で実施するこ
とを求めています。
　この様な視点で、検査の実施だけではなく、職域における健康管理を総合的にサポートし、将来の疾病予防や健康
寿命の延伸につなげることが、今後の人間ドック健診機関にとって重要な取組になることが考えられます。
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プロフィール

1996年 3月 立正大学卒業
1997年 5月 トッパングループ健康保険組合　入職
2008年 4月 トッパングループ健康保険組合　保健事業推進課　主任
2012年 4月 トッパングループ健康保険組合　保健事業推進課　係長
2014年 4月 トッパングループ健康保険組合　保健事業推進課　課長代理
2016年 4月 トッパングループ健康保険組合　健康・医療兼ヘルスケアチーム　課長代理
2018年 4月 トッパングループ健康保険組合　ヘルスケアチーム　課長
 現在に至る

　トッパングループ健康保険組合は、1926 年の健康保険法の施行とともに設立し、大正・昭和・平成の時代を通して、
凸版印刷㈱をはじめとした母体事業所の発展にともない、保健事業の充実をはかってきた。その時々の国の施策やニー
ズに合わせた健診項目の見直しを実施しており、最近では保険者に義務付けている 2008 年のメタボリックシンドロー
ムに着目した特定健診・特定保健指導の実施や、2015 年のレセプト・健診情報等のデータ分析に基づき、保健事業を
効果的・効率的に実施するためのデータヘルス計画の実施等で、糖尿病性腎症予防やがん検診に関連した健診項目の
追加を行ってきている。
　当健保組合では、特に配偶者を中心とした被扶養者の特定健診に力を入れており、「家族が元気」であれば「従業
員も元気」ひいては「会社が元気」と良好なスパイラルにすべく、最終目標を 100％受診として、事業所と連携し、
受診促進活動を行っている。
　主な促進策としては、他の事業所との比較ができるよう事業所毎の受診率一覧を作成して、見える化を実施。また、
従業員宛に健保組合理事長と経営層トップの連名で受診申込み案内を作成するなど一体となって活動を行った。さら
に、母体企業の特性を活かし、受診対象者の健診実績や年代別にセグメント化した受診勧奨通知の作成、締切日告知
案内や過去一度も受診していない方へ「からだ健診ギフトカード」※を使用した促進策などを行った。こういった取
り組みの効果もあり、2016 年は 74％、2017 年度（見込）は 77％の受診率を達成し 80％台が見えてきている。
　早期に受診すると通院や服薬の開始により一時的に医療費は増加するが、年齢が上がった時に重症化を防ぐことが
でき、結果的に医療費の抑制につながる。当健保組合では健診後の事業所や直営診療所による早期からの受診勧奨を
実施し重症化予防対策を実施している。
　本講演では、これまでの取り組みや事例を紹介するとともに、今後の保険者としての役割を述べさせていただけれ
ばと考えている。

※凸版印刷㈱運営、日本人間ドック健診協会推薦
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プロフィール

1977年 大阪市立大学医学部卒業
1982年 大阪市立大学大学院医学研究科修了
  大阪ガス株式会社本社産業医、同健康開発センター健康管理医

長
2006年 同人事部健康開発センター統括産業医
　この間、大阪経済大学客員教授、大阪市立大学医学部客員教授を歴任
2006年 特定非営利活動法人　健康経営研究会理事長
2014年 プール学院大学教育学部教授、同健康スポーツ科学センター長
2017年 女子栄養大学大学院客員教授

　厚生労働省「職場におけるメンタルヘルス対策検討会」、「ストレス
チェック制度に関る情報管理及び不利益取扱い等に関する検討会」委員、
文部科学省「教職員のメンタルヘルス対策推進委員会」委員など歴任
主な著書
　安全配慮義務（産業医学振興財団）、健康経営のすすめ（NPO健康経
営研究会）、「健康経営推進ガイドブック」（経団連出版）、ストレスチェッ
ク‐導入・運用サクセスガイド（メディカ出版）等

　はじめに　労働者の健康問題として、長時間労働に基づく健康障害やメンタルヘルス不調等が大きな課題である。
しかし、これらは労働者固有の健康問題ではなく、その解決は経営課題であると考えられる。一方、働き方の変革は、
副業、兼業が許容される可能性もあり、従来の経営者の健康管理義務についても、変革がもたらされる可能性は否定
できない。ここでは、健康診断や人間ドックの今後のあり方について述べてみたい。労働者から一人経営者への変貌　
従来の労働契約から、業務提供者が一人経営者（業務提供経営者）となり、業務契約になることで、健康管理はすべ
て個人の責任となることが想定される。
　つまり、複業として業務を遂行する業務提供経営者は、自分の健康を自己資本の一つとして自立した健康管理が必
要となる。一方、企業経営者は、業務提供経営者として認識し、経営の自立性を確立することが求められるようになる。
　健康問題については、業務提供経営者は、健康診断は自分自身で受診し、自己健康管理に基づく健康行動をとる必
要がある。その支援策として、健康予測等の情報、健康確保のための支援をも含めた健康サービス等の提供が求めら
れる。一方、経営者に対しては、従来の労働契約を締結した労働者の健康の保持増進のための健康管理対応や、組織
診断（企業診断）が必要となる。あわせて、EAP機能やコンサルティング機能をも併せもつことでワンストップサー
ビスを提供することができる。
　一方、50 人以上雇用する経営者に対しては、NCD（Non	Communicable	Disease）のほかに、ストレスチェック対
策も必要となり、経営者ならびに従業員の心身の健康についての総合的な判断とその助言も必要となる。
　また、多種多様な働き方が進むことで、健康の自己意識を高め、自立をもたらすことになり、将来の健康予測にも
とづく健康の継続価値（企業ではGCV:	Going	Concern	Value: 継続価値）が必要となってくる。個人の健康を通して、
企業全体の健康の予測をもすることが人間ドックにも求められる。健康経営の視点からみた人間ドックへの期待　経
営者が定期的に健康診断を受診していない事業場では、「健康づくりが必要とは思わない」との考えと相関があるこ
とが「小規模事業場における自主的な健康保持増進対策の促進事業報告書」（平成 9年 3 月）において明らかになっ
ている。経営者の健康は、企業の健康にも直結する問題であり、健康診断に基づく健康状況の把握から、疾病の早期
発見、疾病治療、事後措置などもまた、必要であると考えられる。企業価値創造には、「労働環境病」対策についても、
その機能が求められる。
　少子高齢社会における経営においては、労働生産年齢対象者に対する健康管理は、予防に重点を置いた対策がより
重要となり、遺伝子診断、がん、認知症等を含めた広範な健康課題を解決するためのサービス提供が求められること
になる可能性を秘めている。

岡
お か だ

田　邦
く に お

夫
特定非営利活動法人健康経営研究会　理事長

働き方の改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

シンポジウム 4
人間ドック健診の新しい展開
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プロフィール

昭和63年 5月 第82回医師国家試験合格
昭和63年 6月 日本大学医学部第三内科学教室所属
平成 1年 6月 駿河台日本大学病院内科勤務
途中
　平成 3年 3月～平成 4年 2月 東部地域病院内科医員
　平成 6年 7月～平成 7年 6月 公立阿伎留病院内科医長　
　平成 9年12月～平成10年 5月  駿河台日本大学病院救急救命科　勤務
平成10年11月 駿河台日本大学病院　超音波室室長　就任
平成16年 6月 日本大学医学部消化器肝臓内科　講師　就任　
平成20年 6月  日本大学医学部内化学系消化器肝臓分野　診療准教授　

就任
平成26年10月 日本大学病院 消化器科科長、超音波室室長　就任

平成27年 2月  日本大学医学部内化学系消化器肝臓分野　研究所　准
教授　就任

 現在に至る。

日本大学病院　超音波検査室室長

小
お が わ

川　眞
まさひろ

広
　我々の施設では 2014 年から肝臓、胆嚢、膵臓、脾臓、腎臓、腹部大動脈を対象とし、腹部スクリーニング検査に
おいては、腹部スクリーニング判定マニュアルの推奨断面を含む 25 断面の記録保存の義務化を行っている。基準断
面の統一化は客観性を飛躍的に向上しさらには教育効果への有用性も確認されている。今回ここでは、基準断面を中
心とした肝臓と腎臓の撮影のポイントを実演と共にお話をする。腹部の超音波検査を我々は触診替わりといっている。
つまり、腹部の走査法のポイントはプローブの先端が指先感覚で扱えるか否かにかかっているといえる。つまり手の
全てを用いて微調整を行いながら綺麗な画像を描出することが重要となる。つまり持ち方が重要なポイントでありさ
らにこれに加えたプローブの圧迫・回転であり均等に力が伝わるように常にプローブの中心を意識することが重要と
なる。特にライブではプローブの持ち方・振り方・リズムを見て頂ければと考えている。
●肝臓
　肝臓は最も大きな臓器であり分割撮影を行うため保存枚数は 12 枚としている。各分割した断面がつながるように
のりしろを取るように一部分は重複するようにして保存画面を作製している。また、各 2方向以上の角度からの観察
がされるようにしている。主な走査断面は、正中縦走査、正中横走査、右肋骨弓下走査、右肋間走査となる。各部位
で広い範囲の観察が可能となるようにプローブの大きな振り子用運動が重要でありこの角度を広くするためには肋骨
弓下走査では右の手の抜き方が point で、肋間走査ではプローブをあてる角度（適正な肋間の角度）が point となる。
前者はプローブの後ろ、後者はプロ―ブの接着面が弧の中心となり振り方が異なる。呼吸調整も重要な point である。
肝臓は肋骨に囲まれており、吸気時に肝臓を尾側に下げることで肋骨弓下走査は操作しやすく多くは胸式呼吸で行っ
ている。肋間走査では、肝臓の頭側にある肺が邪魔にならないように呼気時に撮影を行っている。
●腎臓
　腎臓は、短軸で観察⇒長軸像を観察し 1枚の保存画像としている。腎臓は後腹膜臓器であり背部からの観察を行う
場合も多い。しかし、広背筋の発達している場合、筋線維が描出の邪魔をすることが多々あり、側腹部からの観察を
取り入れているのが point となる。また腎がんは腎表面から突出した腫瘍も多いため、腎の輪郭を意識して観察をす
ることが重要である。腎臓は血流に富む臓器でもありドプラを用いた血流評価も有効に使うことも大切である。当日
は、肝・腎の描出の point について実際に scan しながら解説を行う予定である。

腹部超音波検査肝臓・腎臓の描出の point

8月31日（金）　8:30～10:30　第9会場（4F　国際会議室）

特別企画 3
超音波検査 ライブセミナー　腹部
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8月31日（金）　8:30～10:30　第9会場（4F　国際会議室）

プロフィール

1986年 3月 金沢大学医学部医学科　卒業
1986年 5月 ＪＡ長野厚生連佐久総合病院　研修医
1988年 4月 ＪＡ長野厚生連佐久総合病院　内科医員
1995年 4月 仙台市医療センター仙台オープン病院　研修員（1年間）
1997年 4月 ＪＡ長野厚生連佐久総合病院　内科医長
2000年 4月 飯田市立病院　消化器科医長

2004年 4月 飯田市立病院　消化器科科長
2008年 1月 飯田市立病院　消化器内科部長　現在に至る
2016年 2月 東京女子医科大学　非常勤講師　兼任
2016年 4月 飯田市立病院　内視鏡センター長　兼任
2018年 4月 東邦大学医学部医学科　客員教授　兼任

　超音波検査は簡易で低侵襲なことから、人間ドックや集団検診といったスクリーニングにも広く用いられている。
しかし、膵胆道領域は解剖学的な位置関係が複雑であるだけでなく、肥満や消化管ガスにも影響を受けやすいことか
ら超音波による描出が困難な領域である。
膵臓の描出
　膵臓の描出は、仰臥位あるいは軽くギャッジアップした仰臥位での心窩部縦横走査と左肋間走査を基本走査として
おり、頭体部の描出不良例では座位や左側臥位での走査、体尾部の描出不良例には右側臥位の斜め横走査を追加して
いる。鉤状突起と groove 領域は主膵管や肝外胆管と離れており間接所見である拡張所見が出現しにくいため、横走
査ではプローブを十二指腸の水平部まで移動させて観察することが重要である。
　描出のポイントは、消化管ガスによる遮蔽を減じるためにスクリーニング開始時と終了時の 2回膵臓を描出する、
鉤状突起の見落としを避けるために心窩部縦走査で上腸間膜静脈の背側にある鉤状突起部を描出する、高危険群に対
しては膵頭体部を拡大表示し高周波プローブを用いて主膵管を可能な限り追跡描出することである。
胆嚢の描出
　仰臥位から左側臥位にすると肝臓が正中側に移動するため、屈曲を認める胆嚢では屈曲部が伸びて胆嚢壁の観察が
容易となることが多い。さらに、胆嚢頸部は肋間走査で観察しやすくなることがあるため、仰臥位の右肋間走査も併
用する。胆嚢頸部のハルトマン嚢から胆嚢管移行部はサイドローブが生じやすく、デブリ様エコーを呈することがあ
る。また、胆嚢底部では胆嚢内に現れる多重反射により病変が隠蔽されることがあるため注意が必要である。
　描出のポイントは、1画面の拡大表示とし、胆嚢頸部～ハルトマン嚢と底部を別々に描出し、適時高周波プローブ
を併用して観察する。
肝外胆管の描出
　仰臥位で肝外胆管の描出を行う施設が多いが、左側臥位にすると膵頭部が腹壁側に移動し、肝外胆管がやや直線化
するため、思いのほか容易に遠位胆管まで描出できることが多い。左右肝管の病変は縦走査のみでは見落としやすい
ため、必ず心窩部横走査で左右門脈本管の腹側に位置する左右肝管を描出する必要がある。さらに、胆管拡張例に併
存する病変は縦走査のみでは見落としやすいため、必ず短軸像で評価することが重要である。
　描出のポイントは、肝外胆管は肝門部から膵の上縁レベルまでは門脈の腹側を走行しているが、その後門脈と離れ
右外側に向かい十二指腸に流入する逆 “ く ” の字の走行をしていることと、左側臥位では肝門部から十二指腸乳頭部
にかけて腹側方向に肝外胆管が走行するイメージを持つことである。
　当日は様々な体位変換に加え飲水法などの描出法も供覧し、膵胆道領域の画像の変化や各走査のポイントにつき解
説する予定である。

岡
おかにわ

庭　信
し ん じ

司
飯田市立病院　消化器内科部長・内視鏡センター長

膵胆道領域の超音波解剖と描出法を極める

特別企画 3
超音波検査 ライブセミナー　腹部
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8月31日（金）　10:30～11:30　第9会場（4F　国際会議室）
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）

プロフィール

1986年 東京慈恵会医科大学卒業
1986年 東京慈恵会医科大学付属病院　産婦人科
1990年 東京都がん検診センター
2002年 東京顕微鏡院　女性のための生涯医療センター
2006年～ こころとからだの元氣プラザ　婦人科

東京慈恵会医科大学　産婦人科　講師
日本臨床細胞学会　理事
日本婦人科がん検診学会　理事

　がん対策推進基本計画では、「がん予防」を計画の大きな柱として位置付けている。具体的には、がんの早期発見・
早期治療のために、「がん検診の受診率を 50％」及び「精密検査受診率を 90％」を目標値として、住民検診を推進し
ている。
　国民生活基礎調査によると、がん検診をうけた者の 30 ～ 60％が職域のがん検診を受けているとされ、がん対策に
おいて人間ドック等のはたす役割は重要である。ところが、職域のがん検診は法的根拠がなく事業者が福利厚生とし
て実施しているので、検診方法・検診対象や検診間隔は様々で、がん検診の精度管理も行われていないのが実態である。
2018 年 3 月に厚労省健康局より、有効ながん検診を実施するための参考となる「職域におけるがん検診に関するマニュ
アル」が示され、各がん検診の検査項目・対象年齢・受診間隔や精度管理の実施について明記された。
　子宮頸がん検診の検査項目は、問診 ･視診 ･子宮頸部の細胞診および内診である。また、検診を実施する医師には
確実な細胞採取、細胞診のベセスダ報告の理解、受診者に結果報告と要精検者が確実に精検を受診するよう指導する
ことが求められる。特に細胞採取は「検診の質」を決定する最も重要な項目のひとつである。外陰部・子宮を中心と
した骨盤臓器の解剖や生理学的変化を理解し、採取器具の特性を考慮し受診者に適した器具を選んで、扁平上皮－円
柱上皮境界から細胞を採取することが肝要である。従来法の標本作成にあたっては細胞採取後直ちにスライドグラス
に塗布し固定を行う。不適正標本の原因は細胞採取量が少ない、もしくは標本作製に問題があることが多いので、細
胞採取した医師の責任は重大である。細胞採取→塗布→固定の過程は遅延なく円滑に行う必要がある。液状処理細胞
標本の場合は不訂正標本の割合は少なくなるが、住民検診や職域検診の現場では費用対効果などの観点から導入が遅
れている。また、細胞採取前に行う問診・視診による月経や不正出血の有無、帯下の状態、腟壁や子宮腟部の観察も
必要である。
　上述の内診や細胞採取を日常的に行っている産婦人科専門医と異なり、人間ドックの現場で他科の医師が子宮頸が
ん検診を行う場合は一定のトレーニングが必要と思われる。今回、産婦人科専門医以外の医師に理解していただきた
い子宮頸がん検診における細胞採取の実際について述べたい。

小
お だ

田　瑞
み ず え

惠

医療法人社団　こころとからだの元氣プラザ　婦人科　診療部長
東京慈恵会医科大学　産婦人科

子宮頸がん検診－細胞採取の実際－

特別企画 4
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プロフィール

平成元年 新潟大学医学部卒業
平成 9年 新潟大学大学院修了
平成10年 新潟大学第二外科助手
平成11年 新潟大学集中治療部助手
平成16年 新潟大学医歯学系呼吸循環外科助教
平成25年 新潟大学医歯学系呼吸循環外科講師
平成30年 新潟大学先進血管病・塞栓症治療・予防講座教授

榛
はんざわ

沢　和
かずひこ

彦
新潟大学先進血管病・塞栓症治療予防講座　特任教授

超音波検査ライブセミナー
血管エコーの人間ドックへの応用

　人間ドックにおいて有用性が期待される頸動脈エコー、下肢静脈エコー、頸動脈における微小栓子シグナル検出に
ついてライブデモンストレーションを行う。人間ドックはスクリーニング検査であることから時間をかけずに最も疾
患と関連性がある場所を的確に検査する必要がある。頸動脈エコーでは総頸動脈の最大中内膜厚（Max-IMT）が重
要である。Max-IMTはプラークを含む中内膜の厚さで、これを正確に測定するためにはプローブを総頚動脈と平行
にあて、さらに超音波ビームを頸動脈に対して垂直にあてる必要がある。Max-IMTは 0.1 ミリ単位の記載が必要なた
め、測定では拡大率を上げて 0.01 ミリの精度で測定する（0.01 ミリ単位で記載するか四捨五入して 0.1 ミリ単位で記
載する）。またプラークを認めた場合はプラークの辺縁性状、輝度、輝度の均一さなどを記載する。輝度は中内膜を
基本にして、中内膜の輝度よりも高ければ高輝度、同じであれば等輝度、低ければ低輝度である。プラークに陥入像
があれば潰瘍性病変である。潰瘍性病変は脳梗塞発症の危険性が高い。さらにプラークに可動性がある場合は危険性
が高いため脳神経外科受診が必要である。下肢静脈エコーは病院では鼠蹊部・大腿部と下腿を検査するが、人間ドッ
クでは膝窩静脈を含む下腿静脈のみでよい。なぜなら下肢深部静脈血栓（DVT）は一般住民では下腿のヒラメ筋静脈
から発生するのがほとんどだからである。特に院外発症の肺塞栓症の原因となるDVTは、ヒラメ筋静脈から発生し
中枢進展したものが 90%以上であることが判明している。我々の検討では 1498 人の一般住民に呼びかけて下腿静脈
エコー検査したところ 4.2% にヒラメ筋静脈血栓が見つかった。これらはほとんど無症状で治療は不要であるが、手
術を受ける際には注意が必要で、海外旅行や長時間の車移動、さらに災害後の車中泊などでは弾性ストッキング着
用が望ましい。微小栓子シグナル（HITS）はこれまで経頭蓋超音波検査（TCD）で行われてきたが、日本人では頭
蓋骨の超音波透過性が悪いため普及していなかった。そこで頸動脈でHITS 検出ができる装置が日本で開発された
（HDK-001BM、橋下電子工業）。頸動脈で検出されるHITS は、シグナルが頭蓋骨を透過しないため従来よりも小さ
な血中の栓子が検出できる可能性がある。実際に新潟県中越沖地震のDVT検診において希望者に検査したところ頸
動脈HITS 陽性者では脳・心血管病の罹患者が有意に多く、また心房細動（発作性を含む）が有意に多かった。特に
HITS 検出のため病院受診し精査したところ無症候性脳梗塞、大動脈瘤、冠動脈疾患、心房細動が新たに 7人で見つかっ
た。したがって頸動脈HITS 検査は脳・心血管疾患のスクリーニング法として有用な可能性があると考えられた。

8月30日(木)　15:30～16:30　第11会場（1F　展示ホールB　特設会場2）

特別企画 5
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佐
さ と う

藤　信
のぶあき

昭
新潟県立がんセンター新潟病院　院長

　超高齢社会を迎え、わが国では 1981 年以降「がん」が死因の第一位にあり、さらに増加しています。
　女性の罹患するがんの中で、乳がんは最も多いがんであり、増加の一途をたどっております。乳がんは 30 歳代後
半から増え始め、50 歳代から 60 歳代前半が最も多いと言われています。欧米では減少に転じた死亡数も、日本では
毎年増加しています。国立がん研究センターがん情報サービスによれば 2016 年に新たにがんと診断された人は約 101
万人で、このうち 7万 6千人が乳がんと診断され、1万 4千人が乳がんで亡くなっています。
　しかし、乳がんは早期発見・早期治療により極めて高い確率で治ります。2000 年に厚生省からの通達をうけ、乳が
んで亡くなる人を減らす効果があると確認されたマンモグラフィ検診が全国各自治体で住民検診として行われてきま
した。また、2016 年国民生活基礎調査によれば、がん検診を受けた者の約 30 ～ 60％が職域におけるがん検診を受け
ているとされています。職域におけるがん検診は、人間ドックなどの任意型検診とともに受診の機会を増やすという
意味でも、大切な役割を担っています。
　マンモグラフィも導入当初のアナログからデジタルへと機器は変わり、新しい技術も加わり、撮影技術や読影の能
力も改良されてきました。一方、高濃度乳房や過剰診断の問題も浮上してきました。乳腺が多く脂肪の少ない「高濃
度乳房」の人では、白い乳腺の陰に病変が隠れてがんが見つかりにくいという傾向があります。現在、住民検診の結
果は、「精密検査が必要かどうか」を伝えていますが、今後、高濃度乳房を含めた「乳房の構成」を受診者に伝える
かが検討課題の１つとなっています。
　医学の進歩は日進月歩で、さらに、乳がんを取巻く環境は変化しています。
　検診を受けるべきかどうか？精密検査になにをするべきか？乳がんと診断されたらどのような治療を選ぶべきか？
治療を開始する前に検査が必要なのか？乳がんの予防に効果的な生活習慣などについても一緒に考えてみませんか？

乳がん死亡の減少に向けての第一歩

8月31日(金)　14:00～15:30　第1会場（2F　メインホール）

市民公開講座
乳がんの事をもっと知りましょう

プロフィール

1979年新潟大学医学部卒業、同大学第一外科入局、01年4月より新潟県立がんセンター外科部長、2014年4月より現職。

（所属学会・資格等）
日本乳癌学会（乳腺専門医・指導医）
Japan Breast Cancer Research Group 理事
日本外科学会
日本癌治療学会、日本がん治療認定機構
アメリカ臨床腫瘍学会、日本臨床腫瘍学会

（ひと言）乳がんをはじめとするがんの治療の成績を向上させること、同じく、生活の質（Quality of Life）の維持・向上、平常心で暮らせることが大切と感
じています。







プレナリーセッション
（口頭発表）

１日目　8月 30日（木）

講 演 抄 録



1-2-10
職域健診において血清高分子量アディポネクチン濃度低値は
5 年後の耐糖能悪化と関連する
慶應義塾大学　保健管理センター1

慶應義塾大学病院　予防医療センター2

慶應義塾大学　医学部　内科3

○広
ひ ろ せ

瀬　　寛
ひろし

1,2,3　　高山美智代 2　　清水　良子 2,3　
　井上　　詠 2,3　　森　　正明 1　　岩男　　泰 2,3

【目的】2016 年の本学会で我々は、人間ドック健診のオプションで検
査した 418 名の男女において、血清中の高分子量（HMW）型アディ
ポネクチン（ADPN）濃度は肥満で減少し、多重回帰分析でHDL-C
や女性、年齢と正の、低線量 CTで測定した内臓脂肪面積やHOMA-
IR とは負の それぞれ独立して有意な関係を示すことを発表した。本
研究では、当施設の教職員健康診断でHMW-ADPN 濃度を測定した
日本人男女を対象に、5年後の耐糖能変化などに及ぼす影響を検討し
た。【対象と方法】2011 年に当施設の教職員健診で血清HMW-ADPN
濃度を測定した 40 ～ 60 歳の非糖尿病 日本人男性 760 名 , 女性 302
名を対象に、5年後の耐糖能などに及ぼす影響を検討した。DMスコ
アとして耐糖能正常を 0、IGT を 1、糖尿病を 3 と定義し、5 年間の
変化を△DMスコアとした。血清インスリン濃度は EIA で、HMW-
ADPN 濃度は（株）SRL に委託し CLEIA 法で測定した。【成績】男
性対象者 760 名で 5 年間における耐糖能状態の変化を検討したとこ
ろ、ベースラインのHMW-ADPN低値は BMI や年齢の高値とは独立
して悪影響を及ぼしていた。また、糖尿病発症を目的変数としたロジ
スティック回帰分析でも、ベースラインのHMW-ADPN 濃度低値は
寄与因子として採択された。女性の対象者は 302 名と少なかったせ
いか 耐糖能状態の変化との関連は認められなかったが、5年間にお
ける HbA1c の変化（△ HbA1c）で見ると、ベースラインの HMW-
ADPN低値はBMIや年齢とは独立して悪影響を及ぼしていた。【考察】
ADPNは脂肪細胞から分泌される善玉のホルモンで、細胞実験や動物
実験で糖尿病や動脈硬化・腫瘍などを抑制することが報告されている。
また、糖尿病マウスでは脂肪細胞内でのコハク酸結合によりHMW型
が低値を示す機序が報告された。今後 他の集団での検討や、生活習
慣への介入の影響などの解析が望まれる。【結論】中高年の男女とも
ベースラインのHMW-ADPN 濃度低値は 5年後の耐糖能悪化と関連
することが示唆された。

1-2-11
人間ドックにおける視野検査の有用性
東京慈恵会医科大学　大学院　健康科学1

東京慈恵会医科大学　眼科学2

東京慈恵会医科大学　総合健診・予防医学センター3

東海大学医学部　基盤診療学系衛生学公衆衛生学4

○和
わ だ

田　高
た か し

士 1　　寺内　　稜 2　　加藤　秀一 3　　加地　正伸 3　
　加藤　智弘 3　　立道　昌幸 4　　中野　　匡 2

【目的】緑内障の本態は視野障害である。人間ドックで視野検査を実
施した群としなかった 2群間で、緑内障発見に差異があるかを検証し
た。【方法】東京慈恵会医科大学附属晴海健診センターにおいて、緑
内障の既往が無く 2年連続人間ドックを受診した者を抽出した。眼
科系検査が、法人契約コースの視野検査なし群（視力・眼底撮影、
n=2665、男性 72.4％、平均年齢 41.3 ± 8.3 歳）、視野検査あり群（視
力・眼底撮影・視野検査、n=1483、男性 63.9％、平均年齢 47.1 ± 9.6
歳）の 2群にわけた。翌年の人間ドックでの医療面接で、人間ドック
受診後に新たに緑内障と診断された者（自己申告、医療機関からの返
信）について検討を行った。視野検査はカールツァイス社製 FDTを
用いた。当施設では眼圧検査による緑内障発見がほとんど無効な経験
から実施していない。【結果】視野検査なし群での新規緑内障発見は
0.45％（n=12）、視野検査あり群での新規緑内障発見は 1.0％（n=15）
であり、2群間の差異は有意であった（p=0.03）。15 名中初回受診時
に FDT異常を指摘されていたのは 13 名（感度 86.7%）、次年度時点
で緑内障が確定しえていない 1468 名のうち初年時にFDT異常を指摘
されたのは、80 名（5.4%）＝特異度 94.6% であった。眼底写真の感度・
特異度は、視野検査なし群で 53.3％・91.8％、視野検査あり群では
58.3％・97.4％であった。【考察】榎本らは、人間ドック受診者につい
て、最終診断で緑内障と診断された症例の異常検出率は FDT89.5%、
眼底検査 88.4%、眼圧検査 1.0% であったと報告している（人間ドック
31：22-7、2016）。川端らは緑内障群と非緑内障群での眼圧の差異を認
めないと報告している（総合健診 44:387-97、2017）。FDT視野検査は
非侵襲的に90秒で実施でき、人間ドックに適合する検査法である。【結
語】視野検査実施群は非実施群に比べ新規緑内障の発見率は2倍であっ
た。人間ドックでの眼科系検査として視野検査は有用であると考えら
れた。

1-2-12
‘ 正常者 ’ の “ 白質病変 ” に関する研究
− eGFR を中心にした検討−
静岡県立大学　看護学部1

静岡県立大学　経営情報学部2

山王メディカルセンター3

国際医療福祉大学　医学部4

○西
にしやま

山こころ 1　　荒井　孝子 1　　松浦　明美 1　　伊藤　　暖 1　
　東野　定律 2　　武田　英孝 3　　池田　俊也 4　　天野　隆弘 3,4

【目的】慢性腎臓病（CKD）では心血管疾患病の発症、死亡率が高く
なることが知られている。そこで、今回は腎機能とDSWMHの関係
を中心に検討した。
【方法】平成 21 年 10 月 13 日から平成 27 年 4 月 30 日の期間にA検
診施設で実施された人間ドックにおける脳ドッグ連続 10,812 例のう
ち連続 4,611 例を対象とした。1回目受診時にDSWMH グレード 0の
群、グレードが 1-4 である群の 2群間で検討した。糖尿病、慢性腎臓
病（CKD）、高血圧、脂質異常症、腎・尿路系疾患、HbA1c、空腹時
血糖、総コレステロール、LDLコレステロール、HDLコレステロール、
中性脂肪、non HDL コレステロール、eGFR、尿酸、尿蛋白、BMI 分類、
メタボリックシンドローム判定、喫煙歴の有無との関連を調べた。分
析には IBM SPSS Statistics version 22 を用い、独立サンプルの t検定、
Mann-Whitney の Uテスト、カイ 2乗検定、二項ロジスティック回帰
分析を行った。
【結果・考察】 DSWMH発生に影響する因子として、糖尿病、腎・尿
路系疾患、高血圧症、脂質異常、non-HDL コレステロール、eGFRが
選択された（モデルカイ 2 乗検定　p ＜ 0.01、Hosmer-Lemeshow 検
定　p=0.820、判別的中率 71.2％）。eGFRが 60mL/min/1.73m2 未満の
ものは、60 以上に比べてDSWMHの発生割合が高く、グレード 2,3,4
の割合も高かった。eGFR の低下に影響する因子を二項ロジスティッ
クで検討すると、60 歳未満では高血圧、高尿酸血症、BUN、尿酸が
選択され（モデルカイ 2 乗検定　p ＜ 0.01、Hosmer-Lemeshow 検定　
p=0.724、判別的中率93.5％）、60歳以上ではBUN、尿酸が選択された（モ
デルカイ 2 乗検定　p ＜ 0.01、Hosmer-Lemeshow 検定 p=0.987、判
別的中率 80.6％）。
【結語】今回の検討から、DSWMHに腎機能の低下が深く関わってい
ることが示された。eGFR を適切に管理することはDSWMHの発生
を防ぐ意味でも重要であると考えられる。

1-2-13
人間ドックにおける大腸 CT 検査−大腸がん一次検診としての
有用性−
済生会熊本病院予防医療センター

○満
みつざき

崎　克
かつひこ

彦　　野村美緒子　　福永　久美　　菅　　守隆
（目的）当センターでは人間ドックに大腸 CT検査（以下 CTC）を導
入し、CTCによる大腸がん一次検診を行っている。今回、CTCによ
る大腸がん一次検診の検診成績を全大腸内視鏡検査と比較しその有用
性を報告する。（対象）2010 年 4 月～ 2017 年 3 月までに CTCにて大
腸がん一次検診を受診した 5341 名（男性 3242 名、女性 2099 名）、年
齢 18 ～ 89 歳（平均年齢 55.8 ± 10.8 歳）を対象とし、要精検率、精
検受診率、腫瘍発見率、癌発見率、腸管外病変とその発見率に関して
算出した。また、全大腸内視鏡検査（TCS）による大腸がん一次検診
（2003 ～ 2016 年）の成績と比較検討した。（結果）CTC の要精査率
9.4%（500/5341）、精検受診率 74.6%（373/500）、大腸腫瘍発見率 5.4%
（291/5341）、癌発見率0.34%（18/5341）、陽性反応適中度78.0%（291/373）
であった。TCS の総受診者数 20458 名（平均年齢 57.1 ± 10.3 歳）で、
大腸腫瘍発見率 4.6%（934/20458）は、癌発見率 0.26%（53/20458）であっ
た。腸管外病変の要精査率 0.7%（40/5341）、精検受診率 75.0%（30/40）、
癌発見率 0.02％（2/5341）で、肺癌 1例、膵癌 1例、濾胞性リンパ腫
1例、膵 IPMN3 例、MCN1 例、腹部大動脈 2例などが発見された。（結
語）CTCによる大腸がん一次検診成績は、全大腸内視鏡検査と比較
しても良好で、任意型検診への導入には問題ないと考えられる。また、
腸管外病変の頻度は少ないものの重大な疾患も見つかるため、積極的
に評価すべきと考えられた。
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1-2-14
随時尿による推定塩分摂取量測定の導入は人間ドック受診者の
減塩と血圧低下に寄与する− Niigata Wellness Study −
（一社）新潟県労働衛生医学協会1

新潟大学大学院　生活習慣病予防検査医学講座2

○池
い け だ

田　澄
す み よ

代 1　　本間　尚江 1　　塚本　雅子 1　　松田　和博 1　
　齋藤　清美 1　　小林　篤子 1　　小林　隆司 1　　北川　　寛 1　
　佐藤　幸示 1　　加藤　公則 1,2

【背景】ドック受診者に対する減塩指導の目的は、現在の食習慣を振
り返り、適正な食習慣を通して健康的な生活習慣を身に付けてもらい、
高血圧の発症を予防することにある。日本人の塩分摂取量は徐々に低
下しているが、「日本人の食事摂取基準 2015 年版」で定めている塩分
摂取量の目標値を超えている割合は多い。【目的】2012 年より導入し
ている随時尿を用いた推定塩分摂取量（e-NaCl）の検査結果が、受診
者の減塩に対する意識に影響があったかを調査する。【方法】2012 年
より 3年間、当会の新潟市地区で人間ドックを受診されて同意が得ら
れ、高血圧治療中と e-NaCl に影響がある血清 Cre2.0mg/dL 以上の受
診者を除外したのべ 98,908 名（男性 58,130 名、女性 40,778 名）を対
象に e-NaCl を調査した。【結果】e-NaCl の目標値は男性 8g/ 日未満、
女性 7g/ 日未満と設定した。１年目から 3年目にかけて目標を達成し
た人の割合は、男性 27.1％、28.4％、29.8％と有意に上昇した。女性は
17.9％、18.0％、19.1％と１年目と 3年目に有意差を認めた。また、至
適血圧（129mmHg 以下かつ 84mmHg 以下）の割合は男性で 73.4％、
75.0％、77.2％と有意に上昇していたが、女性は 88.0％、88.3％、
88.4％と有意な変化は認められなかった。対象 5施設の施設別平均値
を比べたところ、ＣとＤ施設の平均値は他の 3施設に比べ有意に高値
を示していた。【考察】受診者全体で評価すると、e-NaCl 導入によっ
て受診者への意識付けに好影響があることが分かった。男性において
は血圧正常者の増加に寄与していることが判明し、経年の測定によっ
て減塩への意識が高まったのではないかと思われた。また、Ｃ、Ｄ施
設がある地域は、他の地域に比べ脳血管疾患の死亡率が高い地域でも
あることから e-NaCl の測定は地域の特性を把握できる可能性も示唆
された。４年目以降は当会全施設で e-NaCl の測定を導入しており継
続的な減塩指導に力を入れて行きたい。

1-2-15
肺がん外科治癒切除患者における AICS（肺）ランクと予後につ
いての検討
大阪国際がんセンター1

高知大学医学部外科学第２2

味の素株式会社3

○東
ひがしやま

山　聖
まさひこ

彦 1　　穴山　貴嗣 2　　岡見　次郎 1　　徳永　俊照 1　
　菊池　信矢 3　　山本　浩史 3　　池田　温子 3　　渡橋　和政 2　
　今村　文生 1

【背景と目的】我々はがん患者と健常者の血漿中アミノ酸濃度の違い
を「アミノインデックス技術」を用いて統計解析することにより、肺
がんを含む 7種のがんの早期スクリーニング検査として「アミノイ
ンデックスがんリスクスクリーニング（AICS）」を開発し、ランクA
（AICS 値 0.0 ～ 4.9）、ランクB（5.0 ～ 7.9）、ランクC（8.0 ～ 10.0）の
3群のうち、ランクCほど各がん罹患リスクが高いことを明らかにし、
現在実用化されている。我々は、前回の本学会で、AICS（肺）の術
前後変化と肺がん術後再発との関連性について報告した。今回、肺が
ん患者における外科治癒切除前のAICS（肺）の予後予測因子として
の意義について検討を行った。【対象と方法】対象は外科治癒切除を
行った肺がん患者72例（男性41例、女性31例、平均年齢63±10歳）で、
ステージは I 期 54 例、II 期 10 例、III 期 8 例であった。手術前１週
以内に午前中空腹時採血し、血漿分離後に LC/MS 法を用いてアミノ
酸濃度を測定し、AICS（肺）値は算出された。年齢（65 歳未満 /以
上）、性別（男性 /女性）、ステージ（I/II+III）、組織型（非扁平上皮
癌 /扁平上皮癌）、分化度（高分化 /中・低分化）、術前CEA値（cut-
off 値 5.0ng/mL）、術前AICS（肺）ランク（AB/C）に関し、無再発生
存期間をエンドポイントとして、Cox 比例ハザードモデルを用いて予
後解析を行った。【結果】対象の術前AICS（肺）ランクは、ランクA
が 28 例、ランク Bが 15 例、ランク Cが 29 例であった。15 例に再発
が認められたが、術前AICS（肺）ランクは 15 例中 12 例（80%）がラ
ンクCであり、3例がランクAであった。単変量解析では、ステージ
（p=0.018）、術前AICS（肺）ランク（p=0.003）が予後に寄与していた。
次いで、多変量解析を行った結果、術前AICS（肺）ランク Cが独立
した再発予測因子であった（ハザード比（HR）: 5.53, p=0.010）。【結論】
肺がん患者におけるAICS（肺）ランクは、外科治癒切除後の再発予
測因子の一つとして有用である可能性が示唆された。
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プレナリーセッション
（ポスター発表）

２日目　8月 31日（金）

講 演 抄 録



P-2-01
25 年間の日本人男性の PSA 基礎値の変化
医療法人社団美心会　黒沢病院1

群馬大学泌尿器科2

○大
お お き

木　　亮
りょう

1　　伊藤　一人 1　　関口　雄一 1　　古谷　洋介 1

　曲　　友弘 1　　小倉　治之 1　　黒沢　　功 1　　鈴木　和浩 2

　鈴木　理恵 2

【目的】疫学調査では 2015 年の前立腺癌罹患数は男性癌の第 1位とな
り、近年急激に増加している。しかし、本邦におけるがん登録システ
ムの整備の遅れなどの問題により、真の前立腺癌罹患リスクの傾向を
疫学データのみで把握するのは困難である。これまでの研究で、PSA
基礎値は信頼性の高い将来の前立腺癌進展予見因子であることが証明
され、また、PSA値から現時点での Prostate cancer Risk calculator
を用いて前立腺癌罹患リスク予測が可能である。今回我々は、検診初
回受診者における PSA基礎値分布は真の前立腺癌発症リスクの傾向
に密接に関連すると考え、その長期間の変化を解析した。【対象と方
法】群馬県内の前立腺がん検診に PSA検査が導入された 1992 ～ 2016
年の 25 年間に、はじめて検診を受診した 50 ～ 79 歳の 72,654 人を対
象とした。PSA基礎値の変化を 1年毎、5年毎、前期 10 年（1992 ～
2001 年）・中期 10 年（2002 ～ 2011 年）・後期 5 年（2012 ～ 2016 年）
に分けて、PSA中央値、カットオフ値（1.0、2.0、3.0、4.0、10.0 ng/
mL）を超える症例比率、線形回帰直線（y=log10PSA、x= 年齢）を
用いて、全年齢層、年齢階層別（5歳ごと）に検討した。また、検診
発見癌の年齢・PSA 値の変化について検討した。【結果】全年齢の
PSA基礎値（中央値）は 0.90 ～ 1.16 ng/mL で、25 年間にわたり上昇
傾向を認めなかった。5歳ごとの年齢階層別検討では、PSA値の各カッ
トオフ値を超える症例比率に、一定の変動傾向は認めなかった。年齢・
PSA値の線形回帰直線（y =ax-b）の傾き（a）は 1992 ～ 2016 年の間
に上昇傾向は無く、前期 10 年、中期 10、後期 5年での a値はそれぞ
れ 0.0114、0.0118、0.0099 であった。発見された前立腺癌の 5年毎の
年齢中央値は 70、70、70、69、68 歳と若干低年齢化し、同じく 5年
毎の PSA 中央値は 11.95、11.49、10.25、9.11、8.56 ng/mL と低値化
の傾向を認めた。

P-2-02
MRI 全身拡散強調像（DWIBS）の有用性
焼津市立総合病院

○北
きた

　　雄
ゆうすけ

介　　野木村　宏　　小林　　亮　　平松　毅幸
【背景】従来、悪性腫瘍の病期診断のための PET-CT 検査を他院に
依頼していたが、MRI 全身拡散強調像（Diffusion Weighted Whole 
Body Imaging with Background body signal Suppression：DWIBS）
が当院にて施行可能となり、癌検診におけるDWIBS を用いた全身ス
クリーニングが開始された。当科の肺癌診療においてもDWIBS 検診
に準じ、外来通院中の方々にDWIBS 検査を推奨し有用性について検
討した。【方法】肺癌にて外来通院中、精査加療中の方々にDWIBS
検査を推奨し、PET-CT 検査と比較。初期治療前の病期診断目的に
DWIBS を施行した肺癌症例と、治療効果の評価目的にDWIBS を施
行した肺癌症例を対象に、Retrospective に検討した。【結果】病期診
断目的に DWIBS 検査を施行した肺癌症例 22 例において、PET-CT
検査も施行した症例と比較した結果、原発巣の評価については双方に
明らかな差はみられなかったが、遠隔転移診断においては PETにて
指摘困難であった骨転移病巣がDWIBS にて診断できたケースが 3例
存在。治療後の経過観察DWIBS 検査によって大腸癌を指摘され手術
となった 1例を経験した。DWIBS は被爆がないため繰り返し検査が
可能で、治療効果判定や経過観察にも有用であり、早期の発見につな
がる可能性がある、特に骨転移の診断に有用であるが、撮影時間が 50
分と長く、安静が保てずに検査中止となったケースも 2例あった。食
事制限などの前処置は不要で検査費用も PETより安価であり、検査
機会が増えている。【結語】MRI DWIBS 検査は癌検診のツールとし
て利便性が高い一方、肺癌診療においても不可欠な検査となりつつあ
り、特に骨転移評価や肺以外の原発癌発見においても有用であった。

P-2-03
「喫煙者」「非喫煙者」「禁煙者」の動脈硬化疾患関連データにつ
いて　―禁煙により冠動脈疾患のリスク因子が非喫煙者に近づ
く―
東京逓信病院　人間ドックセンター

○雅
う た が わ

楽川英
ひ で き

樹　　古畑総一郎　　秋元　和子　　野地　秀一
　西田　久実
【目的】世界保健機関（WHO）はたばこ使用を非感染性疾患予防管
理の主要な危険因子の 1つとして位置づけている。しかし喫煙率が減
少してるものの約 4割が未だに喫煙している。そこで、当ドックにお
ける男性受診者の「喫煙者」「非喫煙者」の医学的なデータを把握し、
禁煙を推進する根拠として禁煙による冠動脈疾患発症リスクが改善す
るか否か調べた。【対象】当院ドックを 2005 年から 2016 年に受診し
た 28209 名（男 21894 名、女 6315 名）、のべ受診者数 114044 名（男
90226 名、女 23818 名）。【方法】ドック問診の喫煙の有無から、喫煙
者・禁煙者・非喫煙者を抽出する。12 年間の喫煙率の推移、喫煙者と
非喫煙者の動脈硬化疾患関連データの比較、喫煙者・禁煙者・非喫煙
者の冠動脈疾患発症リスク（NIPPONDATA80）が各々 6年後と 8年
後どう変化するか、を調べる。【結果】　1．基礎データ：喫煙指標の
年次推移　1）喫煙率－男（2005 年に 35.8％、2016 年 25.3％、徐々に
減少）、女（2005 年に 5.9％、2016 年 5.3％、ほぼ横ばいで推移）　2）
禁煙率（当日供覧）　　2．動脈硬化疾患関連データ平均値比較（「喫
煙者」/「非喫煙者」）　1）収縮期血圧（mmHg）：123/125、拡張期血
圧（mmHg）：77/77、2） 中性脂肪（mg/dl）：142/109、3）LDL-C（mg/
dl）：121/122、4） 血 糖（mg/dl）：102/109、6）BMI（kg/cm^2）：
23.7/23.8　　3．冠動脈疾患発症リスク：禁煙者はデータが少ないた
め男性のみとし、6 年間禁煙で 102 例、8 年間禁煙で 33 例のデータ
があった。喫煙者、禁煙者、非喫煙者の同スコアは、初年 /6 年後は
各々（1.48/1.97、1.37/1.67、1.25/1.75）、初年 /8 年後は各々（1.45/2.12、
1.65/1.93、1.12/1.82）となった。禁煙者のスコアは、初年では喫煙者
に近いが 6年後も 8年後も非喫煙者に近づく傾向がみられた。このこ
とから喫煙者が 6年間もしくは 8年間禁煙すると冠動脈疾患発症のリ
スクが非喫煙者に近くなることが示唆された。

P-2-04
緑内障に特徴的な所見採用前後の精査結果および意識の変化に
関する検討
日本赤十字社熊本健康管理センター　診療部1

日本赤十字社熊本健康管理センター　第一検査課2

熊本大学大学院　生命科学研究部　生体情報解析学3

○窪
く ぼ た

田　健
けんいち

一 1　　町原美希子 2　　田尻　牧子 2　　塚田　紀子 2

　前田　麻衣 2　　山田　愛美 2　　尾上あゆみ 3　　大森　久光 3

　野波　善郎 1　　緒方　康博 1

【目的】2015 年に人間ドック学会の眼底健診判定マニュアルが改定さ
れ、緑内障などの所見も重視されるようになり、我々は 2014 年度か
ら視神経乳頭陥凹拡大・緑内障の疑いおよび視神経乳頭周囲出血・緑
内障の疑いを追加採用した。追加所見採用前後の精査結果および医療
スタッフの意識の変化について検討した。【方法】追加所見採用前の
2013 年度受診者 32,266 人および採用後の 2014 年度受診者 31,891 人の
眼底精査結果について検討した。また、眼底検査判定を行う医師およ
び臨床検査技師に対してアンケート調査を行った。【成績】2013 年度
の要精査数は 345 人・精査率は 1.08％、緑内障発見数は 21 人・発見
率は 0.07％であり、2014 年度の要精査数は 495 人・精査率は 1.54％、
緑内障発見数は 39 人・発見率は 0.12％であった。2014 年度要精査
495 人中、緑内障と診断された 39 人のうち、緑内障追加所見にての発
見数は 12 人、その他従来からあった所見での発見数は 17 人であり両
者には有意差が認められた。（χ２検定ｐ＜ 0.01）また、意識調査では、
医師 14 人、臨床検査技師 9人中、緑内障追加所見採用を知っている
者はそれぞれ 13 人・9人であった。追加所見を取っている者は 9人・
9人であった。緑内障が途中失明原因の第一位であることを知ってい
る者は 14 人・7 人であった。緑内障の推定有病率５%を知っている
者は 8人・2人であった。眼底検査に関する勉強会参加希望者は、14
人・9人であった。【結論】緑内障追加所見後で緑内障発見数・発見率
とも増加していた。緑内障追加所見による精度も有意差が見られた。
意識調査では、医師は知識はあるが追加所見採用に消極的な者も見ら
れた。技師は勉強会参加や追加所見採用に積極的であった。今後は勉
強会の開催による精査状況のフィードバック、眼科医コンサルタント
の環境、FDTや OCTなど他のモダリティの整備も必要と考える。【結
語】緑内障追加所見採用は精査率向上およびスタッフの意識向上に有
効であった。
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P-2-05
生活習慣病における血液中微量金属元素の変動
筑波大学　医学医療系　保健医療学域

○本
ほ ん だ

田　克
か つ や

也　　村松　尚範　　海野　啓志　　菅野　幸子
生活習慣病の診断には生化学的検査としてタンパク質、脂質、糖質、
および各種酵素などの有機物の測定データをもとに行われているが、
無機物である微量金属元素との関連性については、定まった見解がな
い。しかし微量金属元素の測定は、高価な機器や設備を要するものが
多く、ルーチン検査には馴染み難いので一般的にはなり難い現状が
あった。そこで我々は、比較的簡便に微量元素を測定できる PSA法
を用いて、生活習慣病患者の血液から必須金属元素の測定を試みて、
疾患の診断への情報としての意義や予後について考察してみた。対象
は高血糖症、または高脂血症のいずれかを有する患者で合併症がな
く、薬物療法のみで治療されている患者を対象とし、程度により分類
した。男女はほぼ同数とし、年齢は４０- ６０歳とした。静脈採血後、
100 μ l の血清を用いて TEROGRASS の ION3 （アイネクス） を用い
て、金属のイオン化傾向の差異を利用した PSA法（Potentiometoric 
Stripping Analizer）法により、必須元素とされている血液中の銅と亜
鉛の濃度を測定し、疾患の重症度との関連性を検討した。銅と亜鉛で
は性差は認めなかったが、銅と亜鉛濃度の間には緩やかな負の相関が
あった。銅の濃度は血中脂質と正の相関が認められた。亜鉛濃度は高
脂血症において有意に減少しており、また高血糖群では上昇する傾向
があった。血清中の銅濃度の上昇と亜鉛濃度の減少は脂質異常症と関
連しており、これらは冠状動脈硬化症のリスクファクターとして評価
しうる可能性を示唆している。また亜鉛濃度の上昇と銅濃度の減少は
高血糖症と関連性が深かった。高カロリー食や高脂肪食と関連性があ
るとされる高脂血症と高血糖症では、銅と亜鉛に関わる微量金属元素
の濃度としては反対の傾向があったが、病態とどのように関連してい
るかについてはさらなる究明を要する。

P-2-06
健診発見の小細胞肺癌の臨床的検討
筑波メディカルセンター病院　呼吸器内科

○栗
くりしま

島　浩
こういち

一
【背景・目的】小細胞肺癌は極めて増大が早く診断時すでに進行癌で
あることが多いため、固形癌の中でも特に予後不良な癌種とされてい
る。今後の診療に資することを目的に健診発見の小細胞肺癌の臨床的
検討を行った。
【対象・方法】1999 年以降、当院にて診断・治療された小細胞肺癌を
対象とし、診療録より、発見動機、性別、年齢、Performance Status（PS）、
喫煙歴、臨床病期、初回治療、予後について後方視的に検討を行った。
【結果】対象症例は 314 例。健診発見は 39 例（12.4%）、偶然発見（他
疾患の精査・加療中に発見）は 30 例（9.6%）、症状発見は 245 例（78.0%）
と症状発見例が多かった。健診発見例は PS0-1（92.3%、70.0%、
51.0%、p＜ 0.001）、I-III 期（69.2%、50.0%、27.8%、p＜ 0.001）が多かっ
た。生存期間中央値は健診発見例が 27.7 ヶ月、偶然発見例が 18.1 ヶ
月、症状発見例が 9.7 ヶ月であり健診発見例が予後良好であった（p
＜ 0.001）。単変量解析では年齢（75 歳未満）、PS（0-1）、臨床病期（I-III
期）、初回治療（積極的治療）、発見動機（健診発見）が予後因子であっ
たが、これらの因子にて多変量解析を行うと臨床病期、初回治療とと
もに発見動機が予後因子であった（HR 0.60、95%CI 0.39-0.94）。
【結語】健診発見例は症状発見例と比べて予後良好であった。極めて
予後不良とされる小細胞肺癌においても健診にてより早期に発見する
ことで予後を改善させる可能性が考えられた。
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IS-02
Psychiatric	 stress	 can	be	associated	
with	hypertension
Preventive Health Care Center Akebono Hospital1
Shin-akasaka Clinic2

○	Junichi	Kaburaki1	 Takao	Matsuki2

IS-01
Ningen	Dock	 as	 a	 standard	model	
for	prevention	of	Non	Communicable	
Diseases	in	Bangladesh
Department of Pathology, Nihon University School of Medicine1
Directorate General of Health Services, Ministry of Health and Family 
Welfare, Bangladesh2
Medicare Japan Diagnostic Center, Gazipur, Bangladesh3
Healthcare Company, Konica Minolta Inc., Japan4
Medical Excellence JAPAN, Japan5

○	Aleemuzzaman	Sheikh1	 Noriko	Kinukawa1

	 A.H.M	Enayet	Hussain2	 Khaleda	Islam2
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【Objective】Subjective well-being has been reported 
to contribute to longevity in human beings, and 
psychiatric stress has negative effects against positive 
well-being. We reported previously possible association 
between psychiatric stress and hypertension in 
Ningen Dock, although the number of female persons 
was small. In this study, we reconfirm this association 
by adding more female subjects.

【Method】The subjects consisted of 800 persons 
(male: female=400:400, average age=47.5 ± 12.1 years) 
who had Ningen Dock. One physician (JK) conducted 
carefully questionnaire and interview to each person 
to decide if they had psychiatric stress or not. 
Hypertension was defined according to the definition 
of the Japanese Society of Hypertension or persons 
receiving medical treatment for hypertension. Health-
related life style information and laboratory data 
were compared between persons with psychiatric 
stress and those without psychiatric stress Statistical 
analysis was performed by Stat Mate. 

【Results】Psychiatric stress was found in 158 (39.5%) 
out of male persons and in 146 (36.5%) out of female 
persons. This result was not significant. Frequency 
of hypertension was significantly higher (p<0.001) in 
27 (17.1%) out of 158 male persons with psychiatric 
stress than in 5 (3.4%) female persons with psychiatric 
stress. Moreover, both systolic pressure and diastolic 
pressure values were significantly higher (p<0.001) 
in male persons with psychiatric stress than in those 
without psychiatric stress, 129.2 ± 11.6 versus 119.4
± 11.7 mmHg in systolic pressure　and 82.5 ± 9.5 
versus 74.1 ± 9.8 mmHg in diastolic pressure. Other 
laboratory data, including abdominal circumference, 
HbA1c, LDL-cholesterol, HDL-cholesterol, triglyceride 
and uric acid, were not significant among these 
groups. Male persons with psychiatric stress tended 
to have unique life-style such as sleep disturbance, 
compared to those without psychiatric stress.

【Conclusion】We reconfirm possible association 
between psychiatric stress and hypertension in male 
persons in this study. Further longitudinal study is 
necessary to establish this association.

[Background] Non Communicable Diseases (NCDs) 
account for more than 60% of total deaths in 
Bangladesh, a country situated in South Asia. 
Complying with the UN goal to reduce premature 
mortality from NCDs by 1/3rd within next 12 years, 
this Japan-Bangladesh collaborative study was 
undertaken to explore the feasibility of introducing 
Japanese style health screening (Ningen Dock) as a 
standard model for prevention of NCDs in Bangladesh.
[Subject and Methods] The subjects consisted of 
2307 persons (946 male and 1,361 female) at or 
above the age of 40 years, from 8 villages of Gazipur 
district of Bangladesh, who underwent Ningen 
Dock at Pubail union health and family welfare 
center, free of cost. Implementation of Ningen Dock 
comprised of a questionnaire, recording of vital signs, 
electrocardiogram, chest X-ray, abdominal ultrasound, 
blood-urine sample analysis and physical examination 
with advice by doctor. 
[Results] Response to questionnaire revealed that 39% 
of  males were smokers while 48% of both genders 
were tobacco chewers (with betel leaf). High blood 
pressure was recorded in 21% of males and 12% of 
females. High fasting blood sugar level suggestive of 
diabetes mellitus was noted in 14% of males and 8% 
of females. ECG findings suggestive of myocardial 
ischemia was noted in less than 3% of both genders, 
while X-ray findings suggestive of COPD was noted 
in 7% of males. Ultrasound findings suggestive of 
abdominal space occupying lesion was noted in less 
than 1% of the subjects. Approximately 10% of the 
subjects were advised to visit a hospital soon.
[Conclusion] Although some subjects had past 
experience of limited health investigations, Ningen 
Dock was a first-time experience for all subjects. More 
than 70% of the subjects expressed interest to repeat 
it on the following year, even with a cost. Ningen 
Dock can be an effective method in preventing NCDs 
in Bangladesh.
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Does	not	Affect	Carotid	 Intima	Media	
Thickness
Department of Health Care and Preventive Medicine Matsuyama Red 
Cross Hospital

○	Kazuo	Murakami

Nordesgaard et al. advocated that either fastened 
surum uric acid (FSUA) or non-FSUA (occasional 
blood uric acid) is useful to diagnose HU. His propasal 
enables to use occasional data in diagnosis. As for 
the increasing of metabolic syndrome and HU, 
complication rate of HU and dyslipidemia (DL) is 
more than 30 ％ , however, mechanism of interaction 
between them has not clarified clearly.   
The purpose is to elucidate the relationship between 
HU and DL in both check-up participants and 
outpatients.
Using the data of check-up participant (46 males and 
32 females) and  outpatients coming to hospital in 
metabology (40 males and 20 females), we analyzed 
the relationship between HU and DL. Participants 
under medication were excluded. We analyzed 1) 
Relationships between uric acid values and lipid 
profile, circumference (CF), Body Mass Index (BMI), 2) 
Complication rate of HU with DL, 3) Complication rate 
of DL with HU.
As for patients attending to metabology outpatient 
with IGT, DM or/and DL were studied. Whether 
medications for IGT, DM, DL and HU were given or 
not were not considered.  
BMI, CF, triglyceride (TG) showed positive collation, 
and negative collation in HDL. Participants with HU 
highly showed high-BMI, high-chol, high-LDL, low-
HDL, high-TG. On contrast, participants with DL 
were more complicated with HU. Male outpatients 
have shown normal range in lipid profile (LP) except 
TG. Check-up participants with HU have shown 
high merger rate of complication with DL. All male 
outpatients indicated DM and impaired glucose 
tolerance. Lipid and plasma glucose (PG) were under 
control by therapy intervention, however, uric acid 
levels were unstable. 
In conclusion, negative correlation between uric acid 
and PG in male outpatients, might suggest that HU 
indicates effectiveness of treatment for DM/impaired 
glucose tolerance.

Background
Generally, blood hemoglobin (Hb) is not considered 
as a risk factor for atherosclerosis. But excess 
oxygen and iron due to hyper-hemoglobinemia can 
increase oxidative stress and cause progression of 
atherosclerosis.  

Methods
We enrolled people who visited our department for 
the first medical check-up and underwent brachial 
ankle pulse wave velocity (PWV) test (844 cases) or 
carotid intima media thickness (IMT) ultrasound test 
(1,359 cases). Simple correlations of Hb, age, gender, 
BMI, fasting plasma glucose (FPG), triglyceride (TG), 
LDL-cholesterol (LDL-C), HDL-cholesterol (HDL-C), 
uric acid (UA), systolic blood pressure (SBP), diastolic 
blood pressure (DBP), smoking with PWV or IMT 
were estimated by Pearson’s correlation coefficient or 
t-test (gender and smoking). Then multiple regression 
analysis was studied with PWV or IMT as response 
variables. Factors that showed significant correlation 
with PWV or IMT were adopted as explanatory 
variables.

Results
Age, gender, FPG, TG, HDL-C (reverse), UA, SBP 
and Hb were simply and significantly correlated 
with PWV, and age, gender, BMI, FPG, TG, HDL-C 
(reverse), LDL-C, UA, SBP, smoking and Hb with IMT. 
In the multiple regression analyses, age, FPG, SBP 
and Hb affected PWV independently and significantly. 
Although age, gender, SBP, HDL-C (reverse), LDL-C 
affected IMT independently and significantly, Hb did 
not affect IMT.

Conclusions
Blood hemoglobin may be involved in atherosclerosis 
progression through increased oxidative stress by 
reactive oxygen species released from oxygen or iron 
molecules from increased hemoglobin, and through 
other mechanisms. And atherosclerotic risk factors 
may differently affect PWV and IMT, because PWV is 
mainly be affected by sclerosis, but IMT by atherosis.
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With the advent of the 2020 Tokyo Olympics 
the Japanese government is struggling to bring 
regulations regarding smoking in public places, 
especially in restaurants and bars, up to a level that is 
internationally acceptable. The ultimate goal of these 
regulations, however, should not be just satisfying 
the expectations or demands of foreign visitors, but 
protecting all citizens and tourists from the hazardous 
effects of tobacco use, including second-hand smoking. 
The authors have been conducting health checks for 
Japanese expatriates in the Netherlands, a founding 
member of the European Union (EU), since 2013. EU 
countries are well known for having passed tough 
anti-smoking legislation. The purpose of this legislation 
is two-fold: reducing the number of new smokers 
and helping smokers to quit. In this presentation the 
background of this legislation will be presented and 
tobacco control measures that are implemented in 
the Netherlands will be discussed. Our focus will be 
on the packaging and labeling of tobacco products, 
restrictions on advertising, smoke-free environments, 
pricing of tobacco products and anti-smoking 
campaigns. The Dutch situation will be compared with 
the status quo in Japan with respect to these aspects. 
Finally, the data the authors have been collecting 
on the smoking habits of participants in their health 
checks in The Netherlands will be presented, and 
their relations to health markers in this particular 
group will be discussed.

【Background and Aim】The anti-oxidant system 
is affected not only by aging but also many lifestyle 
factors. We aimed to clarify the determinants of 
medical check-up items affecting the anti-oxidant 
system. 【subjects and Method】We studied 959 
Japanese individuals who underwent anti-aging medical 
checkups (men: 526, women: 433, mean age: 61.1 years) 
at Tokai University Tokyo Hospital from 2006 to 
2016. As parameters of oxidative stress, we measured 
serum total anti-oxidant status (STAS), 8-hydroxy-
2'-deoxyguanosine (8-OHdG), and isoprostane. Anti-
aging medical checkup data and lifestyle information 
were collected from participants in this study. Step-
wise multiple regression analyses were conducted to 
identify determinants that influence STAS, 8-OHdG, 
and isoprostane, respectively. 【Results】STAS was 
significantly correlated with uric acid, vitamin A, 
folate, and valine. 8-OHdG was significantly correlated 
with age, ferritin, drinking habit, and vitamin E α . 
Isoprostane was significantly correlated with vitamin 
E α , γ -glutamyltransferase ( γ -GT), ferritin, and 
smoking habit. The strong antioxidant powers of 
uric acid and vitamins were confirmed. 【Summary】
Data suggested that branched ‐ chain amino acids 
themselves such as valine or peptides containing them 
may possess antioxidant ability because of its strong 
correlation. Uric acid, ferritin, and γ -GT, which are 
common items measured in medical checkups, can be 
informative in predicting the oxidative stress situation 
in a general medical examination.

人間ドック　Vol.33　No.2　2018 年150（262）



IS-07
Why	sleep	matters――health	effects	of	
sleep	depriavation
Roppopngi Avenue Clinic

○	Yuri	Okabe	 René	du	Cloo

IS-08
Evaluation	 of	 a	 multi -GTA	 blood	
test	 for	measuring	colorectal	cancer	
associated	GTAs	 in	 an	average	 risk	
Japanese	population
Prodrome Sciences Inc.1
Division of Clinical Mass Spectromtry, Chiba University Hospital2

○	Dayan	Goodenowe1	 Vijitha	Senanayake1

	 Yasuyo	Yamazaki1	 Mamoru	Satoh2

	 Fumio	Nomura2

In the report published by RAND Europe in 
November, 2016 Japan suffers the second- most losses 
in the world, following the U.S., due to lack of sleep: 
$138 billion a year, equivalent to 2.92% of its GDP. 
They go on to say that sleeping six to seven hours 
instead of less than six hours would add $75.7 billion 
to he Japanese economy. This is the scale of health 
harms inflicted by sleep deprivation.
On the CDC website extensive statistics are available 
about health effects of short sleep defined as less than 
seven hours a day. They show significantly higher 
prevalences of a number of chronic conditions ranging 
from cardiovascular diseae to arthritis in this group, 
most of them by more than 30%. In the United States, 
reflecting the gravity of the situation, the National 
Healthy Sleep Awareness Project was started in 2013 
to improve sleep health. In March 2014, the Japanese 
Heath Service Bureau published “Sleep Guidelines for 
Health Promotion 2014 ”. This apparent progress in 
public awareness of the importance of sleep, however, 
remains largely conceptual, and has yet to materialize 
in preventive healthcare settings.
Since September 2013 we have included the number 
of hours of sleep in our questionnaire for participants 
in our Health Check for Japanese Residents in the 
Netherlands we organize three times a year in a 
public hospital in the suburbs of Amsterdam. Analyses 
of the data available from our health checks are 
ongoing with regard to possible correlations between 
the amount of sleep and the test results. Although 
clearcut effects of sleep deprivation are difficult to 
demonstrate with our small sample of short sleepers, 
so far apparent is that sleep deprivation is frequently 
accompanied by health-deteriorating habits such as 
smoking, alcohol consumption and pysical inactivity. 
Some preliminary results will be discussed in further 
detail in the authors’ presentation.

Low levels of Gastrointestinal Tract Acids (GTAs) in 
blood is a validated risk factor for colorectal cancer 
(CRC).  Approximately 90% of persons with CRC 
have low GTA levels and low GTA levels precede the 
occurrence of CRC. Screening the general population 
for the presence of a GTA deficiency is an effective 
way of identifying persons with an elevated CRC risk.  
Blood levels of 18 GTA species were quantified using 
accurate mass, high resolution mass spectrometry in 
342 Japanese subjects [M/F:166/176; age: 49.7 +/- 7.8 
years).  The relative percentile (0-100) was determined 
for each of the 18 GTA biomarkers in each of the 342 
subjects.  The Multi-GTA percentile was defined as 
the median percentile of the 18 GTAs. Overall, the 
GTA-446 percentile was highly correlated with the 
Multi-GTA percentile (r=0.87, p<0.0001).  9 of the 33 
persons with a GTA-446 percentile below 10 had a 
Multi-GTA percentile above 15 and 7 of the 31 of the 
persons with a Multi-GTA percentile below 10 had a 
GTA-446 percentile above 15.  These results indicate 
that multi-analtye GTA testing is required to obtain 
an accurate representation of overall blood GTA levels 
associated with CRC.
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○	Chia	Chia	Lin	 Chin	Fu	Kuo

[Introduction] Most of the people were used to focus 
on the elevation of the satisfaction of the consumers 
when managing a physical examination institution. 
However, the satisfaction may not be equal to factors 
influencing consumers’ choice of physical examination 
institutions. Our aim is to identify the factors that 
influence the consumers' preference on the choice of 
physical examination institutions.
[Method] This cross-sectional study consisted of 
satisfaction questionnaires from the consumers who 
received physical examination, and 130 valid subjects 
recruited. We chose 28 factors which may influence 
people to choose the physical examination institution 
such as location, price, medical and paramedical 
service. Logistic regression model was applied for 
them.
[Result] For consumers who will return to the 
institution, they care about the factors of “institution 
image” (p=0.015), “the environment” (p=0.049), ”meal 
quality”(p=0.046), “ high-tech equipment“ (p=0.045). 
For consumers who will “less likely to return” to the 
institution, they care less about ”meal quality”(p=0.046), 
“high-tech equipment“ (p=0.045), “institution image” 
(p=0.015), and “the environment”(p=0.049). 
[Conclusion] In Taiwan, instead of the medical 
professional performance, the most important factors 
influencing consumer to choose physical examination 
institution were the attitude of the staffs, the 
environment, the real time explanation of the report, 
the fluence of the examination, the location and all 
examination performed within one floor.  Besides, 
we found that even the quality of the environment , 
meal, medical equipment, and institution image are 
improved, they may not insure the elevation of the 
will of the return.

人間ドック　Vol.33　No.2　2018 年152（264）



一 般 演 題
（口頭発表）

１日目　8月 30日（木）

講 演 抄 録



1-2-01
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【目的】
当院の任意型検診では上部内視鏡検査とHelicobacter pylori  （以下H.pylori  ）抗体検査を実施し
ている。日本国内のH.pylori  感染率は減少しているといわれているが、近年の既存データによ
る感染率の推移を調査した研究は少ないことから、12 年間蓄積したデータをまとめたので報告
する。
【対象】
2006 年 4 月から 2018 年 3 月までの期間において、グループ会社職員を対象とした任意型検診の
受検者 106,419 名（男性 97,199 名、女性 9,220 名、平均年齢 47.6 歳）を対象とした。
【方法】
H.pylori  抗体検査に使用した分析装置は以下の通りである。
2006 年 4 月～ 2009 年 12 月において使用した分析装置は栄研化学株式会社製の LS-2000、測定
原理は化学発光酵素免疫測定法、試薬はルミスポット栄研H. ピロリ抗体
 2010 年 1 月以降に使用している分析装置は和光純薬工業株式会社製の Sphere Light Wako、測
定原理は化学発光酵素免疫測定法、試薬は2016年3月まで、スフィアライトH.ピロリ抗体を使用、
以降は日本人株由来の菌株抗原を用いた同社製試薬（スフィアライトH. ピロリ抗体 -J）を使用。 
また、2016 年 5 月よりペプシノゲン検査を導入し胃癌リスク層別化検診を実施してきた。
【結果】
H.pylori  抗体陽性率の推移は以下の通りである。
2006 年度 39.2%、2007 年度 37.1%、2008 年度 34.6%、2009 年度 31.7%、2010 年度 28.1%、2011
年度 26.1%、2012 年度 24.3%、2013 年度 24.7%、2014 年度 24.0%、2015 年度 21.8%、2016 年度
18.4%、2017 年度 13.8%
胃癌リスク層別化検診結果からは胃癌リスクに応じた萎縮性胃炎の割合やオッズ比の増加を認
め、ハイリスク群の絞込みが可能であると考えられた。
【考察】
 本調査からH.pylori 感染は 2017 年では 13.8％にまで低下しており、胃癌罹患率の低下に寄与し
ていると考えられた。H.pylori  未感染の胃癌低リスク者が増加していることから、上部内視鏡検
査、H.pylori 抗体検査、ペプシノゲン検査などを利用し受検者固有のリスクに合った検診体制の
構築を検討する必要があると考えられる。
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人間ドック受診者におけるヘリコバクター・ピロリ（HP）感染
が健診データに及ぼす影響の検討
医療法人社団　高邦会　高木病院　予防医学センター1

佐賀大学医学部　社会医学講座2
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【目的】HP感染が白血球増加、貧血、脂質異常等に関連するという報
告があり、健診データに及ぼす影響について検討した。【方法】2013
年から 2015 年までの 3年間に当院ドックを受診し、抗HP抗体受診
者 3102名中、未除菌者が 1979名であった。10U/ml 未満をHP陰性（以
下陰性）、10U/ml 以上をHP陽性（以下陽性）とした。高度の高血圧・
糖尿病等の者を除き、1816 名（平均年齢 51.5（SD:9.6）歳、男性比率
53.4％）を対象とした。陰性は 907 名（平均年齢 50.1（SD:9.4）歳、男
性比率 52.1％）、陽性は 909 名（平均年齢 52.8（SD:9.6）歳、男性比率
54.7％）であった。男性は 970 名（平均年齢 52.5（SD:9.5）歳、HP陽
性率 51.2％、BMI:23.6（SD:3.1）、飲酒率 47.2％、喫煙率 29.1％）、女性
は846名（平均年齢50.4（SD:9.6）歳、HP陽性率48.7％、BMI:21.8（SD:3.2）、
飲酒率 10.4％、喫煙率 4.1％）であった。陰性と陽性で BMI、腹囲、
血圧、WBC、RBC、Hb、Plt、CRP、AST、ALT、γ -GT、ChE、
Cr、UA 、FBS、HbA1c、TC、TG、HDL、LDLを比較検討した。年齢、
BMI、飲酒率、喫煙率に男女差があり、男女別検討も行った。【成績】
重回帰分析で年齢補正し、陰性と陽性で有意差を認めた項目は、P値
順にWBC（/μ l）（P＜ 0.001、陽性＋ 244）、HDL（mg/dl）（P＝ 0.0016、
陽性－ 2.2）、LDL（mg/dl）（P＝ 0.0031、陽性＋ 3.9）、Plt（万 /μ l）
（P＝ 0.0069、陽性＋ 0.6）、Hb（g/dl） （P＝ 0.024、陽性－ 0.2）であっ
た。年齢補正後男女別では、男性でHb（P＝ 0.003、陽性－ 0.2）、女
性でWBC（P＜ 0.001、陽性＋ 372）、HDL（P＝ 0.0016、陽性－ 3.0）、
Hb（P ＝ 0.014、陽性－ 0.2）、Plt（P ＝ 0.015、陽性＋ 0.8）、LDL（P
＝ 0.028、陽性＋ 4.2）に有意差を認めた。【結論】HP 陽性は、WBC
上昇、HDL 低下、LDL 上昇、Plt 上昇、Hb 低下を認めた。男女別で
は、男性陽性はHb低下、女性陽性はWBC上昇、HDL低下、Hb低下、
Plt 上昇、LDL上昇を認めた。以上より、HP感染は血算や脂質のデー
タに影響を与え、女性の方が影響を受けやすいことが示唆された。

1-2-03
ヘリコバクター・ピロリ感染の既往が健診結果に与える影響に
ついて
（公財）田附興風会　北野病院　健康管理センター

○高
たかもり

森　行
ゆきひろ

宏　　米本　智美　　遠藤真紀子
【目的】5年前に当学会でヘリコバクター・ピロリ感染が男性では血圧
上昇や肝障害、女性では肥満や血圧上昇の一因になるのではないかと
発表したが、その影響がその後の健診結果に与える影響を明らかにす
ることを目的とした。【方法】前回、2012 年当センターで人間ドック
を受診され、便ヘリコバクター・ピロリ抗原測定（便ピロリと略す）
を受けられた 388 名（男性 219 名、女性 169 名）で、17 年にも受診さ
れた 203 名（男性 115 名、女性 88 名）平均年齢 64.2 歳を対象とした。
【結果】2012 年に便ピロリが陽性だったのは男性 30 名（26.0％）、女
性 24 名（27.3％）であった。そのうち 17 年にも便ピロリ検査を受け
た者は男性 10 名（全員陰性）、女性 6名（3名陽性）であった。男女
別に 2012 年の陽性群と陰性群に分けて、各群間での年齢、BMI、血圧、
脂質、尿酸、HbA1c について比較検討した。年齢については、前回
同様に女性では陽性群 68.5 ± 6.9  歳、陰性群 59.9 ± 12.2 歳（p＜ 0.01）
と陽性群が有意で、BMI でも陽性群 23.2 ± 3.0、陰性群 21.5 ± 2.9（p
＜ 0.05）と陽性群が有意で、血圧でも、収縮期血圧で陽性群 133.3 ±
17.5mmHg、陰性群 117.9 ± 14.3mmHg（p ＜ 0.01）、拡張期血圧で陽
性群 79.1 ± 8.5mmHg、陰性群 74.3 ± 9.1mmHg（p ＜ 0.05）と陽性群
が有意に高かった。また、HbA1c についても、陽性群 5.8 ± 0.3、陰
性群 5.7 ± 0.3（p ＜ 0.05）と陽性群が有意に高かった。しかし、男性
では BMI、血圧、肝機能、脂質代謝、尿酸、HbA1c、高感度 CRP 検
査では全く両群間に差が認められなかった。【考察】今回の結果から
男性では除菌することで 2012 年に見られた肝機能障害がみとめられ
ず、感染の影響が強く示唆された。一方、女性では年齢による影響は
排除できないものの、ヘリコバクター・ピロリ感染の持続が血圧を上
昇させ、肥満の誘因となり得ることが疑われた。やはりピロリ菌の持
続感染の対する全身状態の影響が推測されるため、積極的な除菌が望
ましいと考えられた。

1-2-04
人間ドックで診断されたHelicobacter pylori 感染胃炎症例に
おける除菌の現状と対策−胃年齢の数値化による受診勧奨の試
み−
KKR高松病院　人間ドックセンター1

KKR高松病院　消化器内科2

KKR高松病院　内科3

KKR高松病院　呼吸器内科4

KKR高松病院　糖尿病内科5
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1　　佐野　　愛 1　　龍田　美和 2　　前田　　剛 3　
　厚井　文一 3　　森　　由弘 4　　荒川裕佳子 4　　村尾　　敏 5

【背景】当ドックセンターでは胃がん検診に加え、基本項目に血清
Helicobacter pylori（Hp）抗体と pepsinogen（PG）I・II が組み込ま
れており、受診者全員のHp 感染状態がほぼ診断可能となっている。
しかし、Hp 感染胃炎とされた受診者における除菌治療の現状は不明
である。【目的】今回我々は、人間ドックで診断されたHp感染胃炎症
例の受診状況を調査し、その問題点と対策を検討した。【方法】対象は
H28 年度に当ドックの胃がん検診を受診し、Hp抗体価、PG値、問診
内容からHp感染状態（現感染・既感染・未感染）が判定された 6,155
例（X線群 1,677 件、内視鏡群 4,478 件）である。このうちHp現感染
と診断された群の追跡調査より、外来受診率、Hp陽性率、除菌治療実
施率等を検査法別に検討した。【結果】Hp現感染者は 507 例（全体の
8.2%）であり、X線群から 152 例（9.1%）、内視鏡群から 355 例（7.9%）
であった。外来受診率は 26.2% で、X線群 16.4%、内視鏡群 30.4% で
あり、内視鏡群からの受診が高率であった。尿素呼気試験等で確定検
査をすると、実際の Hp 陽性者は 123 例（92.4%）で、X線群 96.0%、
内視鏡群 91.7% であり、X線群が高率であった。Hp陽性者の外来未受
診者は、40 － 59 歳の男性に多い傾向にあった。【考察】Hp 現感染率
が低かった理由は、受診者の平均年齢が 50 歳と比較的若年であること、
リピーターの除菌率が高いこと等が考えられた。内視鏡検査では医師
が直接Hp感染について受診者に説明できたため、受診率がX線に比
較して高率であったものと思われる。外来受診後は高率に除菌治療が
実施されており、Hp現感染者に対する受診勧奨は重要と考えられる。
受診者の興味を引き、胃がんリスクを感じることができる方策として、
我々は「胃年齢」評価を本年度より導入している。炎症と萎縮の程度
から胃粘膜の年齢を数値で表現し（除菌治療で若返る）、受診率向上を
目指している。その方法や取り組みについても併せて報告する。
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1-2-05
人間ドックにおける血清ピロリ菌抗体陰性高値例の検討
黒沢病院附属ヘルスパーククリニック　内科1

黒沢病院附属ヘルスパーククリニック　健診部2

黒沢病院附属ヘルスパーククリニック　泌尿器科3
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昭 1　　太田　英孝 1　　松本　　健 1　　錦戸　　崇 1　
　石井　秀和 1　　戸塚　真弓 2　　黒澤　　功 3

目的：ヘリコバクター学会より陰性高値例に対する声明がでてから当
施設でも対応に努めてきたが、おなじ陰性高値でも 3.0 ～ 9.9U/ml と
範囲がひろく抗体価に依って現感染率に差があるのではないかとの疑
問より今回の検討は始まった。内視鏡所見との対比についても報告す
る対象と方法：当施設の人間ドックでは上部内視鏡検査を標準として
いるが、希望者と内視鏡所見で慢性萎縮性胃炎と診断された場合には
術前の同意書に基づきピロリ菌（以下Hp）抗体検査を行っている（Ｌ
Ｚテスト栄検Ｈ．ピロリ抗体）。陰性高値例に対しては２次精査で尿
素呼気試験をおこなったが、内視鏡検査時に生検を施行し、組織学的
にあるいは迅速ウレアーゼ法で現感染が証明されている場合は除外さ
れる。　対象は上記のように検討された陰性高値の77例である。結果：
陰性高値例　の 77 例中 26 例（33.7％）で現感染と診断された。陰性
高値例においては抗体価が上昇すると現感染の確率が高くなる傾向が
見られた。特に抗体価が　９U/ml 以上では確率 80％に急上昇した。
内視鏡所見で萎縮が認められ、抗体価が ９U/ml 以上であれば現感染
の確率は 100％（８例中８例）であった。一方で、萎縮（－）例では
28 例中 27 例　（96％）で、抗体価にかかわらず現感染は否定的であっ
た。考察：同じ陰性高値であっても抗体価に依って現感染の確率は大
きく変動する。さらには萎縮の有無により現感染の確率は左右される
ので、この２つの因子の把握が重要である。

1-2-06
内視鏡的に胃炎の所見を有する抗ヘリコバクターピロリ IgG
抗体陰性例に他の感染診断法を追加する妥当性の検討
三佼会宮崎診療所
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史　　宮崎　雅也　　涌島　　宏　　野俣浩一郎　
　武冨　勝彦　　宮崎　久彌
【目的】2017 年にヘリコバクター学会より、ピロリ抗体価がカットオ
フ値未満の症例もピロリ菌未感染と断定できないことが勧告され、胃
癌リスク層別化検査のＡ群判定基準は 3U/ml 未満となった。当院で
は検診で内視鏡検査を施行し胃炎と診断された症例の二次検査とし
てピロリ抗体検査を施行しており、抗体陰性例においても速やかに
他の感染診断法を追加しているが、今回その妥当性を検討した。【方
法】2017 年 1 月から 2018 年 3 月までの内視鏡検診受検者を対象とし
た。除菌未施行かつ 1か月以内に制酸薬内服歴のないピロリ抗体陰性
（10ml/U 未満）例で、胃炎の京都分類におけるびまん性発赤・皺壁腫
大・白濁粘液・点状発赤・鳥肌胃炎のうち一つ以上の内視鏡所見を有
する例に他の診断法を追加し、抗体陰性例における内視鏡所見の特異
度を調査した。【成績】該当症例は30例（35歳から 80歳 ,平均 55.5 歳）、
うち 26 例に感染を認め特異度は 86.7％であった。内訳として陰性高
値（3U/ml 以上 10U/ml 未満）26 例中 22 例に、陰性低値（3U/ml 未
満）4例（35 歳から 57 歳 , 平均 47 歳）全てに感染を認めた。なお判
定には 29 例に尿素呼気試験、1例に病理組織学的検査を用いた。陰性
低値例の内視鏡所見を供覧する。【結論】抗体陰性例においても内視
鏡所見の特異度は高く、ピロリ感染診断において重視すべき検査であ
る。また抗体陰性低値例では自然除菌後状態が問題となることが多い
が、今回の検討で比較的若年の感染者にもみられることが分かった。
内視鏡的に胃炎の所見を呈する例には抗体価にかかわらず積極的に他
のピロリ菌感染診断法を追加すべきであると考えられた。

1-2-07
当院での血中ピロリ抗体陰性高値者のフォローに関する検討
金田病院
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明　　海野　正俊　　金田　道弘　　秋田　育江　
　岡本　恵子
【背景】血中ピロリ抗体価はドック検診でヘリコバクタピロリ感染診
断に頻用されてきた。しかしＥプレート栄研Ｈ．ピロリ抗体における
陰性高値例の取り扱いについては現在議論がなされている。当院では
2017 年４月より、抗体価 3Ｕ /ml 以上 10 Ｕ /ml 未満例を感染判定保
留とし、さらに過去に抗体価 10 Ｕ /ml 未満でヘリコバクタピロリ陰
性と判定された受診者も同様に判定保留に修正。血中抗体価以外の方
法による感染診断検査を追加するように推奨し実施した。【目的】当
院の人間ドック、協会けんぽ、特定健診において、過去にＨ．ピロリ
抗体陰性高値であり、ピロリ感染陰性と判定され受診者に血中抗体価
以外のヘリコバクタピロリ感染診断検査を行い、比較検討する。【方法】
2017 年４月以降の当院人間ドック・協会けんぽ・特定健診受診者の過
去の検査結果を確認。血中ピロリ抗体価陰性高値の結果を認めた受診
者に判定基準変更の経緯を説明し、血中ピロリ抗体価検査以外の感染
診断検査を受けるように推奨した。【対象】2017 年 4 月 1 日から 2018
年 3 月 31 日までの受診者 3543 名。【結果】過去にピロリ抗体価陰性
高値の記録があった受診者は 158 例。このうちオプション検査もしく
は追加保険診療に同意が得られた受診者は 131 名。追加検査の内訳は
尿中抗体 80 名、迅速ウレアーゼ検査 3名、尿素呼気検査　43 名、便
中抗原検査　5名。追加の検査でヘリコバクタピロリ陽性と判定され
た受診者は尿中抗体検査が 38 名（47.5％）。迅速ウレアーゼ検査が２
名（66.7％）、尿素呼気検査が 10 名（23.3％）、便中抗原は１名（20.0％）
であった。【考察】人間ドックや健診等でのヘリコバクタピロリ感染
診断方法については、施設の現状を勘案したうえで、効率的かつ受診
者に負担の少ない有益な方法を検討する必要がある。

1-2-08
LZ テスト ‘ 栄研 ’H. ピロリ抗体を用いた H.pylori 感染の
判定基準の再評価についての検討
社会医療法人生長会　ベルクリニック　臨床検査室1

社会医療法人生長会　ベルクリニック　診療部2
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子 1　　溝上　祐香 1　　阿尾　浩子 1　　宮崎　文恵 1　
　斉藤　花絵 1　　深地　幸恵 1　　岡部佳代子 1　　園尾　広志 2　
　小林　　亮 2

【背景・目的】当施設では 2015 年から当日報告ができ除菌治療への促
しが容易な点から LZテスト ‘ 栄研 ’H. ピロリ抗体検査（LZ 法）を採
用している。3.0U/ml 以上を陽性とする仮の設定を用い、上部消化管
画像検査でHP胃炎所見のない例は現在のピロリ感染はないと判断し
ている。今回、ＬＺ法のカットオフ（CO）値を検索し施設で用いて
いる判定基準の再評価を試みた。【対象・方法】2015 年度人間ドック
受診者で上部消化管画像検査、LZ法 HP-Ab、ペプシノゲン検査（PG）
を同時に受けた 767 人について、除菌の有無、HP胃炎所見の有無から、
未感染（除菌歴無、胃所見無）・現感染（除菌歴無、胃所見有）・既感
染（除菌歴有）に分別し、認定NPO法人日本胃がん予知・診断・治
療研究機構より報告されている「血清H.pylori 抗体価別の感染状態の
検討 -E プレート ‘ 栄研 ’H. ピロリ抗体 2による測定 -」に示された 3分
類に照らし合わせ、LZ法のCO値を求め、PG胃炎判定で確認した。【結
果】3分類のｎ数は未感染 430 人、既感染 109 人、現感染 228 人。E
プレート法 3.0U/ml 未満の未感染率 77.6％及び 10.0U/ml 以上の現感
染率 94.5％に相当する LZ 法 HP-Ab 値は 7.5U/ml 未満と 18.0U/ml 以
上になった。7.5 ～ 18.0U/ml 未満 85 人（未感染 15％、既感染 39％、
現感染 46％）の PG胃炎判定は陰性 48％・陽性 52％となった。3.0 ～
7.5U/ml 未満 113 人（未感染 50％既感染 40％現感染 10％）の PG 胃
炎判定は陰性 74％・陽性 26％となった。【考察】今回求められた LZ
法 CO値は 7.5 ～ 18.0U/ml 未満の中に胃所見がある要経過観察対象を
85％拾い上げることが出来た。PG胃炎判定を併用すると 3.0 ～ 7.5U/
ml 未満の中の現感染 10％を 7％まで拾い上げ、既感染の約 70％を切
り捨て出来ると思われた。課題として今回の当施設症例でも未感染に
比して現感染・既感染の例数が少なく、収集には、複数の施設間での
連携した症例解析が重要だと思われた。
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1-2-09
各種血清ヘリコバクターピロリ抗体を用いた ABC 分類の評価
淳風会健康管理センター1

淳風会ロングライフホスピタル2

川崎医科大学総合医療センター総合健診センター3
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彦 1　　久本　信実 2　　鎌田　智有 3　　春間　　賢 1

各種血清ヘリコバクターピロリ（Hp）抗体を用いたABC分類につい
て、上部消化管内視鏡所見と尿素呼気試験を指標として評価した。【対
象】スクリーニング内視鏡受診者 234 例（男性 163 例、女性 71 例、
平均 50.7 歳）を対象とした。【方法】尿素呼気試験と内視鏡所見（萎
縮・RAC・びまん性発赤）で Hp 感染状態を評価し、未感染・現感
染・既感染に分類した。Hp抗体は Eプレート ‘ 栄研 ’H. ピロリ抗体 II
（Hp-E）、LZテスト ‘ 栄研 ’H. ピロリ抗体（Hp-L）、 L タイプワコーH．
ピロリ抗体・J（Hp-W）を用いて測定し、各キットの設定カットオフ
値で判定した。ただし、Hp-E については設定カットオフ値 10U/mL
（Hp-E-10）と測定限界値 3U/mL（Hp-E-3）について検討した。また、
既報のごとくペプシノゲン法判定を行い、ABCD4 群に分類した。【結
果】UBTと内視鏡所見から未感染 84 例、現感染 59 例、既感染 91 例
（うち除菌後 75 例）と判断した。未感染者は、Hp-E-10 では全例A群、
Hp-E-3 では A群 80 例・B 群 4 例、Hp-L では A群 82 例・B 群 2 例、
Hp-W では A群 83 例・B群 1 例であった。現感染者は、Hp-E-10 で
は A群 2 例・B群 37 例・C群 19 例・D群 1 例、Hp-E-3 では B 群 39
例・C 群 20 例、Hp-L では A群 9 例・B 群 30 例・C 群 19 例・D群 1
例、Hp-WではA群 1例・B群 40 例・C群 18 例であった。既感染者
は、Hp-E-10 では A群 80 例・B群 9 例・D群 2 例、Hp-E-3 では A群
45 例・B 群 44 例・C 群 1 例・D群 1 例、Hp-L では A群 78 例・B 群
11 例・D群 2例、Hp-WではA群 64 例・B群 35 例・D群 2例であっ
た。なお、どのHp抗体でも、現感染のうち胃粘膜萎縮が closed type
では B群が多く、open type では C群が多かった。【結論】既感染者
を除くとHp-E-10、Hp-E-3、Hp-Wを用いたABC分類は有用であるこ
とが確認できた。しかし、胃がんリスク層別化検査運用研究会で提案
したHp-E-3 にしても既感染者の約半数がA群となり、除菌既往の問
診の重要性、ならびに、除菌後例についてはE群として別扱いする必
要性が再確認できた。
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人間ドック上部消化管内視鏡健診における胃がんリスク検診

（ABC 検診）D 群の検討
SUBARU健康保険組合　太田記念病院　健康管理センター
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【目的】人間ドック上部消化管内視鏡健診（EGD健診）におけるABC
検診 D群の特徴を分析し健診の留意点を検討する。【対象と方法】
2012 年 6 月から 2017 年 12 月までの当センター人間ドック EGD健診
でABC検診を併用しD群となった受診者の EGD所見・血清抗ピロ
リ菌抗体価（HpAb）・発見癌を分析した。【結果】期間中の EGD健
診受診者 26886 名の 25588 名が ABC 検診を併用。胃切除経験者 342
名を除く 25246 名のABC検診結果はA群 19923 名、B群 3672 名、C
群 1388 名、D群 263 名（1%）。血清学的にD群と判定された 263 名
の 67 名はピロリ菌除菌歴がある E群で、分析対象のD群症例は 196
名（0.8%、男：女 117：79、平均年齢 64.3 ± 9.7 歳）。HpAb（U/ml）
は 3 以上 10 未満の所謂 “ 陰性高値 ” が 120 例（61.2%）、3 未満が 76
例（38.8%）。EGD所見では木村・竹本分類O2以上の高度胃粘膜萎縮
を 174 例（88.8%）に、中等度萎縮（C3-O1）を 8例（4.1%）に認めた
が、3例（1.5%）は軽度萎縮（C1-C2）と判断され、萎縮を認めない（C0）
症例も 11 例（5.6%）あった。C0 症例 11 例中 10 例（91%）がHpAb3
未満を示したが、O2以上の高度萎縮を認めた症例の 36%に当たる 62
例も HpAb3 未満であった。期間中 62 例の胃癌が見つかり（発見率
0.23%）、D群胃癌は 4例（D群内発見率 2%）。そのHpAb は 3 例が陰
性高値、1例は 3 未満であった。D群胃癌の 4例とも O2 以上の高度
胃粘膜萎縮を背景とした分化型の癌でM領域に位置していた。【まと
め】ABC検診併用 EGD健診受診者の 0.8% が D群に属し、その 9割
近くに高度胃粘膜萎縮を認めたが、軽度～中等度萎縮または萎縮のな
い症例も各々約 5%あり、D群にはピロリ菌が排除された高度胃粘膜
萎縮症例のほか、無自覚の除菌後症例や未感染症例の混在が示唆され
る。D群ではHpAb による胃粘膜萎縮の程度やがん発生リスクの推定
は困難と判断されるが、群内胃癌発見率は非D群の約 9倍と高く、特
に高度の胃粘膜萎縮を伴う受診者では定期的 EGD健診を強く勧めた
い。
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バセドウ病発症に伴い一過性にペプシノーゲン法が陽性化した
一例
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【はじめに】当センターでは人間ドック基本項目にペプシノーゲン
（PG）法が含まれており、PG値の経年変化を観察可能である。今回、
バセドウ病発症時に一過性に PG法が陽性化した例を経験したので報
告する。
【症例】40 歳代、女性。
【経過】20XX年 9月、人間ドック初回受診時の PG法の結果は 26.7、3.6、
7.4、（-）（PG1、PG2、1/2 比、判定、以下同）であった。20XX+2 年、
人間ドック受診時に甲状腺腫、体重減少、手指振戦から甲状腺機能亢
進症を疑われ、精査の結果、甲状腺刺激ホルモン（TSH） 0.006 （正常
値 0.5-5.0 μ IU/ml）、遊離トリヨードサイロニン（FT3） 23.1（2.3-4.0 
pg/ml）、遊離サイロキシン（FT4） 7.15（0.90-1.70ng/ml） TSHレセプ
ター抗体（TRAb） 13.4（2.0IU/l 未満）で、バセドウ病と診断された。
同年の PG 法は 38.1、10.9、3.5、（-）と判定は陰性であったが PG1、
PG2 の上昇、1/2 比の低下をみた。胃バリウム検査と精査胃内視鏡検
査での背景粘膜に異常はなかった。チアマゾールによる治療を開始さ
れたが、約 3ヶ月後に自己判断で通院を中止した。翌 20XX+3 年、人
間ドック受診時、PG 法は 45.7、26.0、1.8、（2+） と PG2 が著明に上
昇し、判定は陽性化した。同時期のTSH 0.005 未満、FT3 32.6 以上、
FT4 7.77 以上、TRAb 34.7 とバセドウ病は悪化していた。以降、チア
マゾールによる治療を継続し、20XX+4 年の人間ドック時の PG法は、
24.9、3.1、8.0、（-）と陰性化、同時期のTSH 2.57、FT3 1.5、FT4 0.2、
TRAb 133.5 であった。同年の血清ピロリ菌抗体値は 3未満であった。
経過中、プロトンポンプ阻害薬の処方はなかった。
【考案】胃画像診断および血清ピロリ菌抗体価からはピロリ菌未感染
と考えられるが、バセドウ病の病勢に一致して PG法が（-）→（2+）
→（-）と変化した。PG値にはバセドウ病が影響を与える可能性が示
唆された。
【結論】バセドウ病患者の PG法判定時には偽陽性の可能性も考慮し、
胃画像診断を参考にすることが望ましい。

1-3-03
「胃炎の京都分類」からみた胃粘膜評価
医療法人順風会　順風会健診センター
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【目的】ヘリコバクター・ピロリ（Hp）感染と胃がんは密接に関係し
ており、内視鏡によるHp評価は重要である。今回、胃炎の京都分類
に基づき、胃粘膜の評価を行った。
【対象】2016 年 6 月から 2017 年 3 月までに内視鏡を受診した 1,207 名
のうち、術後、食物残渣で観察不良例などを除く 1,195 名を対象とした。
【方法】胃粘膜の状態を「胃炎の京都分類」に沿って評価した。また、
Hp除菌歴、内視鏡所見を加味し、現感染、現感染疑い、除菌後、除
菌後活動性あり、未感染に分類した。
【結果】京都分類所見では、萎縮（A）は木村・竹本分類C2-3　222 名、
O-1 以上 117 名、腸上皮化生（IM）前庭部 87 名、前庭部と体部 20
名、趨襞腫大（H）87 名、鳥肌（N）3名、びまん性発赤（DR）一部
RACあり 92 名、RACなし 69 名であった。これらの所見より、評価
した胃粘膜は、現感染 151 名、現感染疑い 27 名、除菌後 216 名、除
菌後活動性あり 38 名、未感染 763 名であった。所見率では、Aは現
感染 84％、除菌後活動性あり 87％、除菌後 69％。IMは現感染 21%、
除菌後活動性あり 21%、除菌後 15％。Hは現感染で 45%、除菌後活
動性あり24％、除菌後5％。DRは現感染で78％に認められた。その他、
白濁粘液は現感染の 9.3%、過形成ポリープは現感染と除菌後の 3%、
黄色腫は現感染と除菌後の 7.9%、地図状発赤は除菌後の 21.7% に認め
られた。
【考察】今回、問診からの除菌の有無と内視鏡の京都分類所見から胃
粘膜の評価を行った。この方法を取り入れることで、Hpの現感染と
未感染の評価は見落としなく行うことができると考えられた。
【結語】「胃炎の京都分類」に基づいて胃粘膜を評価することにより、
内視鏡実施医の所見統一につながった。しかし、除菌からの回復過程、
既感染のうち除菌後と自然除菌後の判定については課題が残る。特に、
自然除菌の胃粘膜では胃がん発生リスクと言われる高度萎縮や腸上皮
化生を伴っていることが多く、より慎重な経過観察が必要と考えられ
る。
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当院における成人鳥肌胃炎の検討
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【背景と目的】鳥肌胃炎は若年者のHelicobacter pylori  （Hp） 感染胃炎
に多くみられるが、成人に残存している例を経験することも稀ではな
い。当院にて診断された成人鳥肌胃炎症例の内視鏡所見などについて
検討した。
【対象と方法】2015 年 6 月から 2018 年 3 月までに当院にて診断された
成人の鳥肌胃炎症例のうち血清Hp 抗体、尿素呼気試験、ウレアーゼ
試験、鏡検法のいずれかが陽性でHp 現感染と診断された 98 例（健診
受診例 83 例、消化器内科受診例 15 例）を 20 歳～ 39 歳（38 例）、40
歳代（30 例）、50 歳以上（30 例）に分け、内視鏡所見について検討した。
鳥肌様所見は隆起の形態（結節状、顆粒状）と分布（びまん性、非び
まん性）により、結節型（N）、顆粒型（G）、混在型（N+G）、非びま
ん型（S）の 4型に分類した。
【結果】1） 男性 20 例（20.4%）、女性 78 例（79.6%）で、平均年齢は
男性 46.1 ± 11.5 歳、女性 45.3 ± 11.2 歳であった。12 例に上腹部症
状を認め、全例女性で 8例（67%）は 40 歳未満であった。2）内視鏡
的萎縮は 50 歳未満では C-2 ～ C-3 が 94.1% であったが、50 歳以上で
はO-1 ～ O-2 が 37.9% と増加した。3） 鳥肌様所見の割合はN 28.6%、
N+G 19.4%、G 25.5%、S 26.5% で、平均年齢（歳）は N 41.5、N+G 
44.1、G 47.3、S 49.1 であった。40 歳未満ではN 34.2% S 13.2% に対し
て、40 歳代ではN 33.3% S 36.7%、50 歳以上ではN 16.7% S 33.3% で
あり、40 歳以上で非びまん型が増加した。4）血清ペプシノゲン検査
を施行した 11 例の PGI、PGII の平均は各々 74.4 ng/mL、27.4ng/mL
で陽性は 1例のみであった。 5）胃癌の合併は 4例（男性 1例、女性
3例）に認め、 30 歳代 1 例、40 歳代 2 例、60 歳代 1 例であった。全
例が胃体部に発生した未分化型癌（深達度 SM 2 例、MP 1 例、SE 1 例）
であり、1例は除菌成功から 1年 8ヶ月後に発見された。
【結語】成人鳥肌胃炎では結節状あるいは顆粒状隆起の分布がびまん
性でないことがあり、色素散布などを併用した注意深い観察が必要で
ある。
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胃内視鏡健診における萎縮性胃炎と血中脂質の検討
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【目的】H.pylori 感染による萎縮性胃炎と脂質代謝への関連性も示唆さ
れ、除菌によって動脈硬化性疾患の発症リスクを低減できる可能性も
報告されている。
【方法】上部消化管内視鏡健診を受診した 1,100 例（男性 713 例、女性
387 例）を対象とし、H.pylori 感染の有無と内視鏡的胃炎分類を判定し、
年齢、性別、体重、BMI、HDL-C、LDL-C、TG、TCとの関連性を検
討した。
【成績】健診受診者の平均年齢は男性 56.0 歳、女性 55.5 歳。平均 BMI
は男性 23.7、女性 21.7 であった。内視鏡診断による胃炎の木村・竹本
分類では、C-0 538 例、C-1 126 例、C-2 115 例、C-3 48 例、O-1 ～ 3 
238 例に大別できた。平均年齢はC-0 の 51.1 歳から 64.3 歳まで萎縮と
ともに上昇していたが、各群間では BMI、HDL-C、LDL-C、TCに有
意差を認めなかった。しかし、男性では平均TGが、萎縮のない C-0
群の147.5から萎縮の進行とともに107.5mg/dlまで下降傾向を認めた。
H.pylori 未感染例と既感染例の比較でも平均TGの変動を認め、男性
においては感染例で低下していた。なお除菌後の血中脂質の平均値で
は、一定の傾向はなかった。
【結論】H.pylori 感染による胃粘膜の萎縮の進行と血中脂質との相関は
認められなかったが、男性においてはTGが減少していた。
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【目的】人間ドック胃内視鏡検診における逐年受診発見胃がん（逐年群）
と非逐年受診発見胃がん（非逐年群）の臨床病理学的所見を比較し、
逐年受診の有用性を検討した。非逐年群は初回あるいは前回内視鏡検
査から 5年以上経過しているものと定義した。【対象】対象は 2002 年
4 月～ 2016 年 3 月まで当センターで人間ドックの胃内視鏡検診を受診
した 269,476 名中、発見胃がん総数 362 例中、逐年群 181 例、非逐年
群 112 例を対象とした。【方法】両群の臨床病理学的特徴（平均腫瘍径、
早期がん率、内視鏡治療率）について比較検討した。【結果】全受診
者の平均年齢 51.3 ± 10.1 歳で、全がん発見率は 0.13％であった。各年
齢層におけるがん発見率は、40 歳未満 0.01％、40 歳代 0.04％、50 歳
代 0.15％、60 歳代 0.29％、70 歳代 0.50％、80 歳以上 0.71％であった。
全発見胃がんに占める逐年、非逐年の割合はそれぞれ 50％（181/362）、
30.9％（112/392）であった。逐年群と非逐年群における平均腫瘍径
は、17.0mm vs 17.3mm、早期がん率 98.9％ vs 88.9％、内視鏡治療率
64.1％ vs 50.9％であり、逐年群は非逐年群と比較して、腫瘍径はほぼ
変わらないが早期がん率が高く内視鏡的治療可能な例が多かった。逐
年発見進行がん 2例の前回検査を見直すと、不十分な粘液洗浄、不十
分な狙撃生検が見逃しの原因であった。【考察および結語】逐年群が
総胃がん発見の半数を占め、非逐年群と比較して、早期がん率、内視
鏡治療率が高く、治療後のQOLは高くなる。個人のリスクを下げる
という任意型検診の観点から逐年受診は有用である。しかし、50 歳未
満の胃がん発見率は低く、この世代の逐年受診は非効率的である。50
歳未満には積極的に胃がんリスクを導入し、陽性者に除菌を勧めると
同時に逐年受診を推奨することで、胃がん予防とがん発見を効率的に
運用できると考えられた。
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当院職員健診における上部消化管検査の現状と課題
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【目的】当院職員健診における上部消化管検診方法は、X線、経口内
視鏡（以下経口）、経鼻内視鏡（以下経鼻）の自由選択制としている。
どの検診方法を選択しても差額負担はゼロである。今回は職員の検診
状況や希望した検診方法を調べ、今後の上部消化管検診における課題
を検討してみた。【対象と方法】当院では 35 歳以上を上部消化管検診
対象としており、その数は2017年度588名であった。検診方法はX線・
経口・経鼻で、自由選択制、差額は設定せず、すべて病院負担で行っ
た。【結果】受診者は 164 名（男 53 名、女性 111 名）、受診率は 32.3%
であった。検診方法をみると、X線 11 名（6.7%）、経口 54 名（32.9%）、
経鼻 99 名（60.4%）であった。また職種別にみると、医師はX線 2名
（6.6%）、経口 11 名（36.7%）、経鼻 17 名（56.7%）。看護師はX線 5名
（6.8%）、経口 28 名（38.4%）、経鼻 40 名（54.8%）。技術職はX線 1名
（3.3%）、経口 7 名（23.3%）、経鼻 22 名（73.4%）。事務職はX線 3 名
（9.7%）、経口 8名（25.8%）経鼻 20 名（64.5%）であった。【考察】上
部消化管検診を希望する職員はこの６年間で 19.5% から 32.3% に増加
したが、これは経鼻希望者の増加が要因と考えられた。幸い胃癌症例
はなかったが、明らかなピロリ菌現感染がX線では経過観察とされ、
除菌の機会を失う症例もあった。X線希望者が 10%弱存在しており、
医師でもX線希望者がいることは驚きであった。正確なピロリ菌感
染胃炎の診断・治療には内視鏡検査が適しているとの啓発が必要と思
われた。また経鼻希望者が増加しており、その検査枠の確保が大きな
課題といえる。そのためには検査の効率化を図る必要があると考えら
れ、胃癌の低リスク群であるピロリ菌未感染者（画像からは受診者の
71.3%（117/164））の検診間隔を空け、内視鏡検査未検査者や胃癌高
リスク群（現感染と除菌後）に内視鏡資源を集中させるような工夫が
必要ではないかと思われた。
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1-3-08
当施設の胃がん検診成績の報告
㈱日立総合病院　日立総合健診センター1

㈱日立総合病院2
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沼　典
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剛 1　　大澤　　健 2　　薬師寺一成 1　　高村　雅礼 1　
　長谷川剛志 2　　井上　博昭 2

【目的】当施設の胃がん検診の取り組みと胃がん検診成績を調査し報
告する。
【方法】近年の取り組みと2011～ 2017年の胃がん検診成績を調査する。
【結果】当施設の胃がん検診は胃部Ｘ線検査を行っている。撮影は、
2007 年より基準撮影法を導入し、現在はバリウム 210w/v％・150ml・
37℃、発泡剤 5 ｇを使用している。読影は、2014 年より診療放射線
技師による読影補助を導入し、読影補助は、NPO法人日本消化器が
ん検診精度管理評価機構の読影認定資格者が行っている。胃がん検
診成績（2011 ～ 2017 年）は、検診数 108,573、要精検者数 2,008、要
精検率 1.85％、精検受診者数 1,777、精検受診率 88.50％、発見胃が
ん数 125、発見率 0.12％、早期癌数 86、早期癌発見率 68.80％であっ
た。検診数、要精検率、精検受診率、発見率の年次推移は順に、2011
年 16177、2.24％、85.08％、0.14％、2012 年 16255、1.89％、88.31％、
0.10％、2013 年 16201、1.80％、88.32％、0.12％、2014 年 15703、1.87％、
91.47 ％、0.09 ％、2015 年 15088、1.21 ％、86.81 ％、0.07 ％、2016 年
14807、1.87％、84.12％、0.11％、2017 年 14342、2.06％、95.25％、0.17％
であった。
【考察】当施設の胃がん成績は、日本消化器がん検診学会の消化器が
ん全国集計（平成 26 年度、要精検率 6.4％、精検受診率 63.0％、発見
率 0.075％）と比べ良好であり、厚労省の対策型検診に対する数値目
標（精検受診率 70％以上・要精検率 11.0％以下・発見率 0.11％以上）
と比較しても目標を達成できている。今後も良好な胃がん検診を維持
し、精度向上に努めていきたい。

1-3-09
当健診センターで経験した消化管異物症例の検討
三井記念病院総合健診センター
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　　瑞
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希　　相澤　宏樹　　楠本　雅之　　石坂　裕子
【はじめに】通常、消化管異物は自覚症状が出現することが多いため、
病院で比較的高頻度に経験する救急疾患のひとつである。今回、人間
ドックで食道内に停留した PTP（Press Through Package）の蓋剤を
除去した症例を経験したので、当センターで今までに経験した消化管
異物症例とあわせて検討した。【対象】対象は 2008 年７月から 2018
年３月まで人間ドックで上部消化管内視鏡検査を受けた 44830 例のう
ち消化管異物を指摘された 22 症例を対象とし異物の種類、停留部位、
症状、除去方法、合併症について検討した。【結果】22 例の内訳は男
性 18 名、女性４名で平均年齢は 61．６歳であった。消化管異物の種
類はアニサキスが 21 例、PTP の蓋剤が１例であった。全例が無症状
で、上部消化管内視鏡検査で偶然発見され、生検鉗子で合併症なく除
去された。停留部位は PTP の蓋剤の１例が食道胃接合部に認め、そ
れ以外のアニサキス症例の 21 例は胃内であった。【考察】2015 年９月
の消費者庁の報告では、高齢者の誤飲事故 165 例中、PTPなどの内服
薬の包装を誤飲した報告が最も多い。一般的に誤飲の起こる理由とし
て服用時の注意力低下、服用薬剤の多さ、長期にわたる薬剤服用の慣
れ、口腔内の知覚低下や嚥下機能の低下などがある。今回の症例は 50
歳男性と比較的若いが、未婚のアルコール多飲者で内服時の注意散漫
などが誤飲の一因となったと考えられる。近年、PTPの誤飲が多いと
される認知症や 70 歳以上受診者の割合が増加傾向にあるため、ドッ
クで PTP などの消化管異物に遭遇するケースもありうる。経口的に
進入した異物のうち、80-90％は自然排出され、10-20％が内視鏡的に
摘出、約１％が外科的処置を要するとされる。【結語】今回、無症状
でドック受診した内視鏡検査で偶然発見された消化管異物症例を経験
したので報告する。

1-3-10
健診腹部超音波検査における脂肪肝の実績（生活習慣とのかか
わり）
医療法人社団　石鎚会　田辺中央病院　臨床検査科1

医療法人社団　石鎚会　田辺中央病院　健康管理センター　消化器内科2

医療法人社団　石鎚会　田辺中央病院　健康管理センター　循環器科3

医療法人社団　石鎚会　田辺中央病院　健康管理センター　看護部4
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子 1　　福田新一郎 2　　大村　千早 2　　平井　久美 2　
　小泉ルミ子 4　　西尾　　学 3

（はじめに）脂肪肝は検診腹部超音波（以下エコー）検査を行う上で
日常的に遭遇する肝疾患であり年々増加している。第 58 回日本人間
ドック学会において本院健診センター保健師が「人間ドック当日に保
健指導を受ける者と受けない者の違い」として発表した結果によると
指導を受けない受診者の特徴として「男性、喫煙、夜遅い食事、血糖値・
脂質が高い」があげられた。これらは脂肪肝の要因ともなるが、改善
することにより可逆的修復が可能とされている今回、健診センター腹
部エコーでの脂肪肝の実績と生活習慣、保健指導受診の有無などにつ
いて解析し脂肪性肝疾患の予防、早期発見の可能性について検討した
ので報告する。
（対象）平成 26 年 4 月～平成 27 年 3 月
当院健診センターにて腹部エコーを実施した 5626 件
性別：男性　3002 名　　女性　2624 名
平均年齢：男性 20 ～ 91 歳（平均 57 歳）　女性 26 ～ 92 歳（平均 59 歳）
（結果・考察）腹部エコーにて脂肪肝と指摘　1357 件
保健指導を受診　416 件
脂肪肝はアルコール多飲や生活習慣病などが原因とされているが今回
の集計結果ではアルコールを飲まない症例も多く、近年の非アルコー
ル性脂肪性肝疾患（NAFLD：nonalcoholic fatty liver disease）増加
と一致した結果であった。また、生活習慣病やリスクファクターもな
く、日常適切な運動を行っている場合でも脂肪肝である例も少なく
なかった脂肪肝については受診者側でも「肝臓に脂肪がたまってい
る」だけであるとの認識が高く、非アルコール性脂肪性肝炎（NASH：
Non-alcoholic steatohepatitis）のように、放置していると肝硬変や肝
癌へ進行することもあるということはあまり認識されていないことが
わかった。（結語）健診業務における腹部エコーで脂肪肝と診断した
症例についてその原因や予防方法について検討した脂肪性肝疾患の予
防や改善のためにも適切な指導や啓蒙が重要であることがわかった。

1-3-11
人間ドックにおける腹部超音波下 Shear Wave Elastography
測定の試み
医療法人社団相和会　横浜総合健診センター
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　　木村　敦子　　小越　陽子　　山崎　史恵　
　萩谷美津子　　竹下　　彰　　山本　幸枝　　中村　　稔　
　高橋　直樹
【目的】NASHなど慢性肝疾患では血液マーカーやスコアなど種々の
肝線維化評価が行われているが、近年では腹部超音波検査による肝線
維化評価も実施されている。今回、人間ドックにて腹部超音波検査下
に Shear Wave Elastography（SWE）を測定し、臨床的に検討した。
【方法】対象は 2017 年 9 月から 2018 年 1 月に人間ドックにて腹部超
音波検査下に SWEを測定した 1050 例（男性 870 例、平均年齢 50.3 才、
女性 180 例、同 48.7 才、除外症例；肝疾患治療中、HBs 抗原陽性お
よびHCV抗体陽性）。対象を脂肪肝（F群）と非脂肪肝（N群）に分
別し、SWE測定値（Vs；m/sec）、BMI、腹囲、平均血圧、脂質検査値、
糖代謝検査値、肝機能検査値、fib4-index（fib）、AST/ALT比につい
て検討。なお、SWEは東芝メディカル社製TUS A500（使用プローブ；
PVT-375BT）にて測定。【成績】1050 例中 F群は 263 例（男性 247 例、
女性16例）、Vs全症例平均は1.30±0.13、F群は1.35±0.14、N群は1.28
± 0.12 で F群と N群の両群間で有意差（p＜ 0.001）を認め、メタボ
リックシンドロームを有する受診者はVs=1.37 ± 0.14、無い受診者は
1.29 ± 0.14 で有意差（p＜ 0.0001）を認めた。ROC曲線を用いた脂肪
肝の有無におけるVs の閾値検定ではAUCは 0.653 と低かったが脂肪
肝 cut off 値は 1.310（感度 0.601，特異度 0.652）であった。また、肝
機能検査値異常例はAUC0.642、Cut off 値 1.312（0.551，0.658）、脂肪
肝＋肝機能検査値異常例はAUC0.683、cut off 値 1.308（0.667,0.629）を
示した。Vs と各検査値との相関係数は、N群は BMI0.240、腹囲 0.235、
平均血圧 0.200 以外には相関無く、特に fib とは係数は 0.084 に過ぎな
かったが、F 群では BMI0.383、腹囲 0.378、AST0.440、ALT0.297、
γ -GTP0.275、fib0.435 を示した。【結論】SWE測定は非侵襲性で測定
手技の煩雑さも無く、人間ドック受診者の脂肪肝の線維化評価への有
用性が示唆された。症例を提示して発表する。なお、今後より多くの
症例を集積し検討を重ねていきたい。
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1-3-12
低線量肺 CT 検査における肝脾比を用いた脂肪肝超音波診断の
精度比較研究　2012 年度と 2017 年度の比較
一般社団法人　上越医師会　上越地域総合健康管理センター1

新潟大学医歯学総合病院　地域医療教育センター魚沼基幹病院　消化器内科2
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保 1　　阿部　　彰 1　　那須井友加里 1　　吉岡　久子 1　
　井上　　基 1　　須田　剛士 2　　阿部　　淳 1

【目的】低線量肺 CT検査で副次的に得られる肝脾比を基準とし、異
なる超音波所見要素による診断能の検定と脂肪肝関連項目との検討を
行う。【対象】2012 年度と 2017 年度で腹部超音波検査と低線量肺 CT
検査を同時実施し、重複者を除いた 1092 人（男 773、女 319）、1162
人（男 844、女 318）。【方法】脂肪肝診断を肝脾比では、陰性（≧ 1.1;LS0）、
軽・中程度（1.09 ～ 0.9;LS1）、重度（＜ 0.9 ;LS2）に階層化し、超音
波診断では陰性（EFL-）、陽性（EFL+）とした。2012 年度の診断所
見の要素は、肝実質の高エコー、実質エコーの不均一性、肝腎コント
ラスト、2017 年度ではこれに脈管不明瞭、深部減衰所見を加えた。脂
肪肝の存在が最も低い LS0、EFL- 群（FL0 群）と軽・中程度脂肪肝
が疑われる LS0、EFL+、及び LS1、EFL+ 群（FL1 群）での肝脾比
の診断能、及び超音波診断に影響する肝脾比と連項目（ALT、腹囲、
HbA1c、中性脂肪）の診断能分析に ROC曲線分析を用いた。【結果】
肝脾比平均は2012年度：1.15、2017年度：1.15、肝脾比階層分布率（％）は、
2012 年度で LS1+LS2：26.0、LS2：7.9、2017 年度で LS1+LS2：28.8、
LS2：6.5 で何れも有意差はなかった。EFL+ は 2012 年：31.1%、2017
年：21.6% であった。FL0 群に対する FL1 群の肝脾比の ROC曲線の
AUC、基準点、オッズ比は 2012 年度で 0.8、1.10、13、2017 年度では
0.88、1.11、67 で中程度の診断能と改善が得られた。超音波診断の関
連項目別診断能分析では、肝脾比が最も高く、AUC、基準点、オッズ
比は 2012 年度：0.80、1.10、13、2017 年度：0.86、1.11、16 であった。
肝脾比階層別の脂肪肝関連項目との多重比較では 2012 年度、2017 年
度でいずれの脂肪肝関連項目の測定値は階層比例的に上昇した。【結
論】低線量 CTによる肝脾比は平均値、分布などの安定性から見て脂
肪肝診断の基準となりうる。超音波診断所見要素の変更により 2017
年度では診断能改善がみられたが更なる所見要素の検討を要する。

1-3-13
アルコール体質別の飲酒と脂肪肝との関連について
東海大学　医学部付属八王子病院　健康管理センター1

東京都同報援護会　昭島病院　消化器内科2
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孝 1　　小林　功幸 2

【目的】近年、わが国では非アルコール性脂肪性肝疾患（non-alcoholic 
fatty liver disease, NAFLD）が増加している。しかし、飲酒量設定
に関して科学的根拠が乏しく、飲酒の有無によって脂肪肝を分類する
ことに疑問が残る。アルコールは、アルコール脱水素酵素（ADH1B）
でアルデヒドに分解され、アルデヒド脱水素酵素（ALDH2）の作用
で酢酸となる。本研究ではアルコール体質と飲酒習慣および脂肪肝と
の関連を明らかにすることを目的とした。
【方法】2016 年 4 月～ 2018 年 2 月の人間ドック受診者で文書による
同意を得てアルコール体質を検査した 2301 人から HCV抗体または
HBs 抗原陽性者と空腹時血糖 140mg/dL 以上または 63mg/dL 未満の
者を除外した 2219 人を対象とした。アルコール体質は、ALDH2 遺伝
子が活性（ADH1B が低活性はA、活性～高活性はB）、低活性（ADH1B
が低活性は C、活性～高活性はD）、不活性（E）の 5つ、週間飲酒量
が日本酒換算 7合未満を非飲酒群、7合以上を飲酒群と定義して、脂
肪肝割合を比較した。
【結果】アルコール体質は、A71 人、B1200 人、C38 人、D794 人、
E116 人であった。非飲酒群における脂肪肝の割合は、A16%、B25%、
C38%、D31%、E 34%、飲酒群における脂肪肝の割合は、A44%、
B34%、C14%、D24%、E0%であった。なお、どのタイプも全く飲酒
しない者と週 7合未満の飲酒者には差が認められなかった。また、A
では飲酒量が増加するほど脂肪肝の割合が増加した（7合以上 14 合未
満 21%、14 合以上 21 合未満 54%、21 合以上 71%）が、Bでは飲酒量
と関連しなかった。
【総括】ALDH2 が低活性または不活性の者（C、D、E）では非飲酒
群で脂肪肝の割合が多かった。ALDH2 が活性の者（A、B）では飲酒
群で脂肪肝の割合が多かったが、ADH1B が低活性の者では飲酒量と
脂肪肝の割合に関連を認めた。アルコールが飲めない人（C、D、E）
は飲酒以外の要因、アルコールが飲める人（A、B）は飲酒によって
脂肪肝が増加する可能性が示唆された。

1-3-14
長期縦断的調査からみたコーヒーによる脂肪肝抑制効果と臨床
検査値への影響
公益財団法人　三越厚生事業団　三越総合健診センター
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夫　　山下　　毅　　斗米　　馨　　影山　洋子　
　和田　哲夫　　近藤　修二　　横山　雅子　　水野　杏一
【目的】近年、食生活の欧米化、運動量の減少、不規則な生活習慣に伴い、
肥満者の増加と共に脂肪肝保有者ならびにNASH罹患者が増加して
いる。われわれは 5年間にわたる縦断的調査からコーヒー飲用が脂肪
肝発生を抑制することを発表した（J Health Science:2011）。今回、10
年間にわたる長期縦断的調査を基に、年齢、BMI, 運動量をマッチし
た症例についてコーヒーの脂肪肝抑制効果と脂肪肝発生の有無に伴う
臨床検査値の変動について検討したので報告する。【対象と方法】調
査開始時に腹部超音波検査で脂肪肝を認めない 956 名の 10 年間に渡
る長期縦断的調査において、脂肪肝発生者 1名（脂肪肝発生群）に付
き調査終了時の年齢、BMI, 運動量をマッチした脂肪肝無発生者 2名
（脂肪肝無発生群）のペアーを作成し、両群における 10 年間のコーヒー
飲量の推移を比較した。なお、コーヒー飲量の推移については、調査
開始時のコーヒー飲量と各年度のコーヒー飲量との差（コーヒー飲量
差）を用いた。また、脂肪肝発生の有無による臨床検査値への影響も
検討した。【結果】脂肪肝発生群は無発生群に対し、コーヒー飲量が
経年的に減少し､ 両群間に有意差がみられた。両群間の年齢、BMI, 
運動量に有意差はみられなかった。さらに飲酒量についても両群間に
差はないことから、コーヒーは脂肪肝の発生を抑制することが判明し
た。臨床検査値への影響は脂肪肝無発生群で発生群に比べ、血清脂質、
血糖、尿酸が有意に改善していた。【結論】脂肪肝発生に関与すると
考えられる年齢、BMI, 運動量をマッチした症例を用いた 10 年間にわ
たる縦断的調査からコーヒー飲用は脂肪肝の発生を抑制することが示
された。また、それに伴い血清脂質、血糖、尿酸などの生活習慣病関
連因子の改善もみられたことはコーヒーが生活習慣病の予防に有用で
あることが示唆された。

1-3-15
人間ドックの上部消化管検査における食道病変と肥満度・脂質
代謝の検討
一般社団法人　新潟縣健康管理協会
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子　　加藤　俊幸　　小林久美子　　福田　祐明　
　森岡　睦美　　松浦　恵子　　阿部　尚平　　蒲澤　杜夫　
　清水不二雄　　村山　　実
【目的】肥満や食生活の欧米化などに伴って胃食道逆流症は増加し、
内視鏡検査後に食生活を指導することが多い。人間ドックの上部消化
管内視鏡検査受診者における食道下部病変の有無と肥満度や脂質代謝
との関係を検討した。
【方法】2017 年５月から 10 月までに上部消化管内視鏡検査を受診した
1,197 例のうち残胃やがんなどを除外した 1,178 例を対象とした。こ
れらをA群 : バレット食道、B群 : 食道炎とヘルニア併存、C群：食
道炎単独、D群：ヘルニア単独、E群：食道病変なしに大別し、検査
項目は年齢、性別、飲酒習慣、喫煙、BMI、血中脂質（TC、LDL-C、
HDL-C、TG）、H.pylor i 治療歴との関連を検討した。
【成績】男性は 749 名、平均年齢 56.1 歳、平均体重 63.9kg、平均 BMI 
23.7。女性は 429 例、年齢 55.3 歳、体重 54.8kg、BMI 21.7 であった。
内訳は A群 15.1%、B 群 6.4%、C 群 4.2%、D 群 8.6%、E 群 65.7% で
各群の頻度に差はなかったが、A群からD群の食道病変ありの頻度
は男性では 39.7% で、女性の 23.5% より多かった。平均値の検討では
各群間で年齢、BMI、血中脂質（TC、LDL-C、HDL-C、TG）に差を
認めず、食道炎やヘルニアの有無、食道病変の有無との差もなかった。
検査時にH.pylori 感染の有無が判明していたのは 652 例 55.3% にすぎ
ず、うち320例は除菌治療を受けており、現感染率は94例 14.4%であっ
た。人間ドックではH.pylori 感染の未検査が多かったため食道病変の
有無との差はなかった。
【結語】人間ドックの上部消化管内視鏡受診者のほとんどは、無症候
のため下部食道病変の有無と血中脂質などとの相関は認められなかっ
たが、逆流性食道炎や食道裂孔ヘルニアの症例では検査後に食生活を
指導し経過観察を勧めることは大切である。
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1-3-16
検診での食道癌スクリーニングにおける NBI の有用性について
社会医療法人生長会　ベルクリニック
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そ の お

尾　広
ひ ろ し

志　　小林　　亮
【背景・目的】食道癌は予後不良な疾患である。予後改善のために早
期発見は不可欠であるが、白色光のみの観察では早期発見が難しい
症例もある。一方、色素内視鏡を併用すると診断能の向上は期待で
きるが、胸部不快感があり人間ドックのスクリーニング検査での使
用はなじまない。当施設は年間約 10000 件の上部消化管内視鏡検査を
行っている健診施設であるが、2014 年に非拡大NBI（Narrow Band 
Imaging：狭帯域光観察）が食道癌スクリーニングに有用との報告を
受け、2016年 4月から非拡大NBIを導入したのでその成績を報告する。
【方法】　NBI 導入前の 2015 年度、導入後の 2016 年度および 2017 年
度の内視鏡で発見された食道癌（SCC）症例を比較・検討した。また、
ルゴール使用頻度、食道生検数を比較・検討した。【結果】食道癌（SCC）
発見数は 2015 年度；1 例（表在型 1 例）（ESD1 例）2016 年度；7 例
（表在型 5例、進行 2例）（ESD5 例、手術 1例、CRT1 例）2017 年度；
5 例（表在型 5例）（ESD4 例　CRT1 例）と NBI 導入後に増加した。
ルゴール使用は 2015 年度；25 回、2016 年度；24 回、2017 年度；15
回と NBI 導入後 1年目は変わらなかったが、2年目には 4割減少した。
食道生検数は 2015 年度；79 回、2016 年度；124 回、2017 年度；139
回と NBI 導入後 1 年目から約 1.5 倍に増加した。【考察】NBI 導入後
に表在型食道癌の発見数が増加しており、感度と陽性反応的中率が上
昇した。【結論】人間ドックにおいても非拡大NBI を用いた内視鏡検
査は表在型食道癌の早期発見に有用である可能性が示唆された。また、
受診者の負担となるルゴール使用も抑制できる可能性が示唆された。
一方、食道生検数は増加しており、不要な生検をしないためにNBI の
精度管理が今後の課題と考えられた。

1-3-17
人間ドックを契機に発見された好酸球性食道炎の検討
川崎医科大学総合医療センター健康管理学1

川崎医科大学総合医療センター総合内科学２2

淳風会ロングライフホスピタル3

川崎医科大学検査診断学4

川崎医科大学健康管理学5
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有 1　　春間　　賢 2　　井上　和彦 3　　眞部　紀明 4　
　角　　直樹 1　　山中　義之 5　　藤本　荘八 5　　久本　信實 3　
　高尾　俊弘 5

【背景と目的】好酸球性食道炎は嚥下困難感やつかえ感などの食道症
状を主訴とし、組織学的に食道上皮内への好酸球浸潤を特徴とする慢
性アレルギー性疾患である。従来、欧米に比較して本邦では頻度の低
い疾患と考えられていたが、近年、人間ドックにおける胃内視鏡検診
で発見されることも少なくない。【対象と方法】2016 年４月～ 2018 年
３月までに人間ドックによる胃内視鏡検診を受け、好酸球性食道炎と
診断された症例の臨床的特徴を検討した。本診断は本邦における診断
指針に従ったが、無症状でも「食道粘膜の生検で上皮内に 15/HPF 以
上の好酸球が浸潤していること」と「内視鏡検査で白斑・縦走溝など
を認めること」を満たした症例は好酸球性食道炎に含めた。自覚症状、
アレルギー疾患、食道内視鏡所見、胃粘膜萎縮などについて検討し
た。【成績】好酸球性食道炎と診断された症例は７例 （男性５例 , 年齢
37 ～ 63 歳 , 平均 53.7 歳）であった。食道つかえ感および胸やけなど
の自覚症状を３例に認めたが、その他は無症状であった。食事アレル
ギー、気管支喘息、アトピー性皮膚炎 （重複を含む）などのアレルギー
疾患を５例に認めた。食道内視鏡所見については、中部～下部食道に
縦走溝・リング・白色滲出物がその特徴であり、なかでも縦走溝は全
例に認めた。逆流性食道炎は５例認め、胃粘膜所見は６例が萎縮のな
いH. pylori 未感染胃相当であり、1例は除菌後の症例であった （木村・
竹本分類 : O1 type）。【結論】今後はH. pylori 感染率の低下やアレル
ギー性疾患の増加に伴い、好酸球性食道炎は増加することが予測され
る。縦走溝は特異度の高い内視鏡所見であり、人間ドック診療におい
ても十分に把握しておくことが重要である。

1-3-18
上部消化管内視鏡検査での食道所見と生活習慣に関しての評価
医療法人順風会　順風会健診センター
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子　　渡邉　早苗　　松村　賢治　　松浦惠美子　
　八木　　完
【目的】対策型胃がん検診として、上部消化管内視鏡検査が開始さ
れ、胃X線検査では評価困難であった食道所見も評価がされるように
なった。また、近年、食生活の変化により胃食道逆流症（GERD）の
有病率は増加している。今回、内視鏡で食道の評価を行い、びらん性
GERD（ERD）、バレット食道（BE）と生活習慣の関連について検討
した。
【対象と方法】2016年6月から2017年3月までに内視鏡を受診した1,207
名のうち、術後、食物残渣で観察不良例などを除く1,192名（男性798名、
女性 394 名）を対象とした。ERDはロサンゼルス分類（LA分類）で
重症度分類を行った。H.pylori（HP）感染は、問診、胃粘膜の状態から、
現感染、除菌後、未感染に分類した。
【結果】食道の所見は 262 名に認められ、ERD 224 名、BE 29 名（SSBE27
名、LSBE2 名）、カンジダ食道炎 7名、隆起性病変 5名、粘膜下腫瘍 5名、
食道乳頭腫 2名、食道陥凹性病変（食道がん）1名、その他 11 名であっ
た。ERDはLA分類でGrade A 174名、Grade B 37 名、Grade C 11 名、
Grade D 2 名であった。SSBE の所見は左側 21 名、右側 6名、全周 1
名であった。胸やけなどの自覚症状は 76 名で認められたが、ERDの
程度や BEで有意差はなかった。また、ERDと生活習慣との関連で
は、20 歳からの体重増加、運動習慣なし、就前の食事、早食い、間食、
飲酒習慣、飲酒量増加が増悪因子であった。BEでは食生活や飲酒と
の関連性は低かった。また、HP胃粘膜との関係は、ERDと比較して 
BEでは関連性は低かった。
【考察】食道の所見は対象者の22%に認められERD19%、BE2.4%であっ
た。ERDは男性に多く、背景として生活習慣病のリスクが高い人に
多かった。BEは ERDの延長にある所見と言われているが、背景とな
る生活習慣はERDと異なった。
【結語】生活習慣、HP除菌など、年々受診者背景が変化する中で、食
道所見も多様化してくると考えられる。また、食道所見は食生活と密
接に関係しており、保健指導の役割も大切である。

1-3-19
胸部 X 線検査から発見された食道裂孔の Omental herniation 
の 1 例
三井記念病院　総合健診センター
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子　　相澤　宏樹　　楠本　雅之　　代田　　翠　
　杼窪　　豊　　山門　　實　　谷　　瑞希
【背景】健診では食道裂孔ヘルニアは頻繁に認める所見であり、胸部
X線検査で胃の一部が映り、上部消化管造影検査の所見と一致するこ
とが多い。今回両所見が一致せず、胸部レントゲン上の陰影が増大し
ているため精査し、食道裂孔からのOmental herniation と考えられ
る 1例を経験したので報告する。【症例】症例は 44 歳男性、2010 年よ
り継続受診をしている。2017 年受診時は 172.0cm、80.4Kg、BMI27.2 　
脂肪肝、脂質異常症を認めている。2010 年は 70.1Kg であった。胸部
X線検査で胸下部中央に辺縁平滑な円形陰影を認めた。過去の胸部X
線と比較し陰影が増大しているため、胸部 CT検査による精査を行っ
た。胸部CTの結果、縦隔内下部食道右方に接し、約 60mm大の脂肪
組織を認めた。CT画像から縦隔の病変ではなく食道裂孔から腹腔内
の脂肪が胸腔内に突出しているヘルニアと考えられた。現在、症状は
なく経過観察中である。【考察】食道裂孔からの胃の突出を伴わない
Omental herniation は報告数が少なく文献的には症状がないものが多
いが、時に嚥下困難、心窩部痛などを生じ、報告例の多くは手術が行
われている。本症例は体重増加と共に、ヘルニアの程度が強くなって
いることが推測され、今後の経過観察と共に体重コントロールが重要
と考えられる。
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1-3-20
当施設上部消化管内視鏡検査で経験した胃底腺型胃癌の２例
医療法人協愛会　阿知須共立病院　総合健診センター
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英　　鈴木千衣子　　久保　智子　　岡本　恭典　
　三好　正規
【はじめに】Helicobacter pylori 非感染の萎縮のない胃粘膜で発見され、
微小でも高率に粘膜下層浸潤が認められる胃底腺型胃癌が注目されて
いる。腫瘍径 4mmで、粘膜下層への浸潤が認められた１例と、初回
生検Gr1で、確定診断まで3年を要した1例を経験したので、報告する。
【症例 1】60 歳代、女性。健診時内視鏡検査にて、穹窿部大弯に表面
毛細血管拡張と黒褐色点状色素沈着を伴う褪色調扁平隆起を認めた。
背景胃粘膜に萎縮性変化を認めず。生検結果；Gr2  fundic gland type 
adenocarcinoma cannot be　excluded. 紹介先医療機関にて ESDを受
け、『Tublar  adenocarcinoma , 胃底腺胃癌を考える。4x3mm  pT1b
（SM1）』の返信を頂いた。【症例 2】50 歳代、男性。初回生検時内視
鏡所見；体上部大弯後壁寄りに毛細血管拡張を伴う褪色調広基性隆起
を認め、生検結果；Gr1. 背景胃粘膜に萎縮性変化なし。翌年内視鏡上、
大きさ、形状、変化なし。翌々年、わずかな増大と少量出血を認め、
再度生検；Pyloric gland adenoma should be excluded. 専門医受診勧
めたが、放置。初回生検から 3年後の健診時再度生検；Gr4. ESD 後
病理結果；Adenocarcinoma fundic gland type,18x15mm pT1b（SM2）　
追加外科手術を勧められた。【まとめ】腫瘍径 4mmで粘膜下層浸潤が
認められた 1例と、確定診断まで３年を要し、内視鏡的治療適応外に
なった胃底腺型胃癌の症例を経験した。早期治療のためには、その浸
潤特性、内視鏡および病理所見の特徴について認識を普及するととも
に、生検病理上確定診断がなくても、特徴的内視鏡所見が認められた
場合、早めに専門医療機関に紹介することが望ましいと思われた。

1-3-21
当院健診センター人間ドック上部内視鏡で発見された EB ウイ
ルス関連性早期胃癌３例の検討
医療法人社団以心会　中野胃腸病院　健診センターなかの
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　奥嶋　一武　　安藤　拓也　　齋藤慎一郎　　前田　頼佑　
　神谷　賢吾　　村瀬　寛倫
【目的】当センター人間ドックにて経験した EBウイルス関連性早期
胃癌について若干の考察を加えて報告する。【対象】2013 年 1 月以降
に当センター人間ドック上部内視鏡で発見された EBウイルス関連性
胃癌 3例を対象とした。【症例 1】72 才男性。66 才時、粘膜内胃癌を
内視鏡的粘膜下層剥離術（ESD）にて治癒切除歴あり。今回内視鏡に
て胃体上部前壁に sm浸潤を疑う 0IIa ＋ IIc 病変と胃角後壁に広範囲
の 0IIc 病変を認めた。生検にて Group5、EBER in situ hybridization
陽性で EB ウイルス関連性胃癌と診断された。胃全摘を施行し病理
診断は胃体上部前壁病変は 0IIa ＋ IIc、34 × 38mm、tub1-tub2-por1 
with lymphoid stroma、medullary、INFb、pT1b2（sm6026 μ m 深
部浸潤）、ly1、v1、胃角後壁病変は 0IIc、57 × 33mm、tub1-tub2 
with lymphoid stroma、medullary、INFa、pT1a（mm）、ly0、v0、
pN0（0/30）、2重癌の EBウイルス関連性胃癌であった。【症例 2】48
才男性。内視鏡にて胃体中部大弯後壁に sm浸潤を疑う 0IIc 病変と
胃体下部大弯に 0IIc 病変を認め、生検にて Group5 と診断された。腹
腔鏡補助下幽門側胃切除術を施行した。病理診断は胃体中部大弯後壁
病変は 0IIc、17 × 16mm、tub1-2-por1、intermediate、INFb、pT1b
（sm561 μ m）、ly0、v0、胃体下部大弯病変は 0IIc、21 × 18mm、
tub1-2-por1、intermediate、INFa、pT1a（m）、ly0、v0、pN0（0/62）、
いずれもEBER陽性、2重癌の EBウイルス関連性胃癌であった。【症
例 3】56 才男性。内視鏡にて胃角後壁に 0IIc 病変を認め、生検にて
Group5、EBER 陽性と診断され ESD を施行した。病理診断は 0IIc、
12 × 9mm、tub1-2、intermediate、INFa、pT1a（m）、ly0、v0、
HM0、VM0、EBER陽性で EBウイルス関連性胃癌と診断された。【結
果】1 例に異時性同時性多発胃癌、1 例に同時性多発胃癌を認めた。
EBウイルス関連性胃癌は予後良好とされるが多発する傾向があるた
め今後も慎重な経過観察が必要である。

1-3-22
上部消化管内視鏡検査後に一過性全健忘症を来した 3 症例
甲府共立病院　健診センター

○芹
せりざわ

澤　隆
たかひろ

宏
　17 年度甲府共立病院健診センターで健診・ドックの受診者が上部消
化管内視鏡検査後に一過性全健忘症を来した 3症例について検討報告
をする。
　当健診センターで 17 年度上部消化管内視鏡は約 4500 例施行され、
上部内視鏡後の一過性記憶障害を起こした受診者は 4人みられた。1
名は後日の聞き取り調査から記憶障害の程度がはっきりせず健忘とは
言えないため外し、3人での検討とした。3人とも上部内視鏡後に記
憶障害が起きており、2～ 4 時間程度の記憶障害がみられ順行性の健
忘を呈した。上部消化管内視鏡は 3人とも毎年受けており、前処置は
同様にブスコパンの筋肉注射と口腔内のキシロカインスプレー麻酔で
行っていた。施行医はいずれも上級医であった。3人は意識障害がな
いために現状況が理解できなくなり困惑され、健診の看護師が気づい
た時点で健診医に確認し外来受診とした。1人はMRI 検査施行したが
異常なし、1人は受診後検査希望されず、1人は後日脳神経外科受診
され異常なしという結果であった。
　一過性全健忘とは突然、数十分から数時間続く記憶障害が出現し、
この発作期間中には新しい体験を記憶することができなくなるが、発
作が終わるとこの間に体験した事について記憶欠損を残すことを特徴
とする疾患であり、長期記憶は障害されない。発作期間中の出来事は
健忘として残るが、以後の生活で発作を繰り返したり長期の記憶障害
は起こさない。文献上、一過性全健忘は精神的、身体的なストレスが
起因となり海馬を中心とした大脳辺縁系の血流の低下が起きて記憶障
害が発生すると推定されているが、原因不明の症候群である。
　上部消化管内視鏡は受診者にとって相応なストレスのかかる検査で
あり、一過性全健忘症は稀ではあるが偶発しうる合併症と思われる。

1-3-23
人間ドック受診を契機に発見された小腸 GIST の１例
亀田メディカルセンター幕張

○有
ありみつ

光　研
け ん ご

吾　　光島　　徹　　和田　亮一　　岡田　　実　
　片山　信仁　　国府田桂子　　丸　　忠師　　富田　裕邦　
　安村　将人
【はじめに】GIST（消化管間質腫瘍）は、比較的稀な疾患である。そ
の中でも小腸に発生する GIST は非常に稀な疾患だと言われている。
今回、人間ドックを契機に発見された小腸 GIST の症例を経験したの
で報告する。【症例】52 歳、男性。2007 年より継続して人間ドックを
受診している。自覚症状、既往歴ともに特記すべきことなし。腹部超
音波検査では 2016 年２月まで特記すべき異常所見は認められず、膵
臓の描出も良好であった。2017 年２月にドック受診の際、腹部超音波
検査にて、膵尾部に隣接して 58 × 33mm大の腫瘤を認めた。腫瘤は
比較的境界明瞭で低エコーを呈し、内部に嚢胞と石灰化を認め、カラー
シグナルの流入を認めた。精査のためドック受診３日後に当院にて腹
部MRI 検査を行ったところ、上部空腸に接して内部は多房性の嚢胞
成分と不整形の充実成分からなる 45 × 60 × 34mm大の辺縁平滑な腫
瘤を認めた。小腸 GIST を疑い、他院消化器内科へ紹介となった。同
年４月に摘出手術が施行され、病理結果から小腸 GIST と確定診断さ
れた。術後に縫合部の通過障害のため入院期間の延長があったが、同
年５月に退院となった。【考察】腫瘤が大きくなるまで無症状のこと
が多い GIST は、人間ドックにて発見されることが多くなっていると
言われている。今回の小腸 GIST は膵尾部に隣接していたが、超音波
検査においても膵、腎、脾などの主要臓器だけに捉われず、消化管疾
患も念頭に置くことが重要であると考えられた。【結語】人間ドック
を契機に発見された小腸GISTの１例を報告した。
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1-4-01
当施設における膵臓 MRI 検査と腹部超音波検査との結果の比較
検討
一般財団法人淳風会　淳風会健康管理センター

○中
なかつかさ

務　　篤
あつし

　　松尾　浩二　　大角　博久　　北河　岳史　
　山本　彩香　　井上　和彦　　春間　　賢　　清水　信義
当施設では、人間ドックのオプション検査として種々の検査を行って
いるが、腹部領域、特に膵臓検査の選択肢として、『膵臓がん検査セッ
ト』を提供している。血液検査（腫瘍マーカー 3種）とMRI 検査のセッ
トとなっており、MRI 検査については膵臓MRI+MRCP をルチーン
検査として、2007 年より行っている。オプション検査としての、MRI
検査の件数は年々増加しており、比例して膵臓MRI 検査を選択して
いただける方も増加し、2015 年では 430 件、2016 年が 509 件、2017
年については約 544 件となっており、MRI 検査全体に占める割合につ
いても、過去 5年間については、約 20%を占めている。また、年齢・
性別についても、50 ～ 70 歳の男性が多くなってはいるが、幅広い受
診者層から検査を選択していただいている。膵臓がんについては、特
異的な自覚症状が少なく、早期に発見することが困難であることが広
く認知されてきたことも、背景の一つとして挙げられる。また、同じ
腹部のオプション検査としては、腹部超音波検査があるが、膵臓MRI
検査を併用して受けていただくことで、肝臓・胆のう・膵臓・腎臓な
どの腹部領域において、より効果的な検査を可能なものとしている。
腹部超音波検査においては、膵臓について描出・観察が困難な場合も
あり、膵臓MRI（およびMRCP）検査の果たす役割も大きいと考える。
膵臓がんおよび膵管内乳頭粘液性腫瘍（IPMN）等の早期発見を目的
とし、今後も腹部領域のオプション検査として、膵臓MRI 検査の需
要の拡大が予想される。今回、当施設において過去 3年間に行われた
膵臓MRI 検査で、要精密検査と判定されたものについて、腹部超音
波検査との結果の比較を行い、当施設での膵臓MRI の有用性につい
て検討を行ったので報告する。

1-4-02
高周波プロープ使用を標準化した膵臓の超音波検査
医療法人社団　せいおう会　鶯谷健診センター1

日本大学医学部消化器肝臓内科2

東京大学医学部付属病院3

○片
かたやま

山　和
か ず や

弥 1　　松本　直樹 2　　小川　眞広 2　　五ノ井　渉 3　
　植松　彩子 1　　高橋　理香 1　　平野　好絵 1　　村松　和美 1

目的：膵臓がんの初期は自覚症状がほとんどなく、その事が発見を遅
らせる原因となっているのが現状である。今回我々は、膵臓がんのリ
スク因子である主膵管の拡張や膵嚢胞が高周波プローブ使用を標準化
することで、どの程度検出されるか、膵臓のエコーレベルは各年代、
性別によって変化するのかを調査した。方法： 対象者は 300 名の男女、
年齢は25歳～60歳。対象者である300名全員に対して、膵臓のスクリー
ニングの際に、通常の 3.75MHz コンベックス型プロープと併用して
7.5MHz リニア型プロープを併用して検査を実施した。結果：高齢に
なるほど、高輝度が増える傾向が見られた。男性は統計学的に有意で
あったが、女性では有意ではなかった。また若年になるほど、低輝度
が増える傾向が見られた。男性は統計学的に有意であったが、女性で
は有意ではなかった。高齢になると膵実質は委縮し脂肪化が進むと知
られているが、これを反映した所見と考えられる。高周波プローブを
使用しなかった時よりも、使用したほうが有所見率が 3％上昇した。

1-4-03
腹部超音波検査における膵描出不良所見に対する取り組み
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1

公益財団法人ちば県民保健予防財団2

○千
せ ん だ

田　裕
ゆ う こ

子 1　　加藤理恵子 1　　伊藤　絵里 1　　内田　裕美 1　
　奥田　桂子 1　　藤井　清孝 1　　仲野　敏彦 1　　山口　和也 2　
　長尾　啓一 1　　瀧澤　弘隆 1

【背景】昨年、本学会で発表した 5年間の腹部超音波検査の集計結果
で「膵描出不良」の頻度 48.8% が「脂肪肝」の頻度 31.2% を上回った。
消化管ガスの影響等で一部でも見えない場合に「膵一部描出不良」Ｃ
12 判定と結果報告していた事が受診者の不安や技師の技量への懸念等
に繋がり改善が必要と考えられた。【目的】「描出不良」を廃止し「描
出不能」に対して飲水法を取り入れた再検査を行い膵描出能の検討を
行った。【対象】2017年 9月から2018年 3月迄に飲水法で再検査を行っ
た 11 例【方法】2017 年 11 月 1 日より結果報告書に、本検査では肥
満やガスの影響で隅々まで見えない場合があり従来の「描出不良」の
記載を取り止める事を記し、受診者へ周知した。膵の一部でも描出不
能であれば C6 判定とした。再検で来院した受診者に医師が飲水法の
説明をし、同意が得られた場合に通常の検査に飲水法を追加した。飲
水法は 500 ｍｌ入りミルクティーを太いストローで 2/3 程度飲み、す
ぐに左下側臥位で観察し、ドック時と同様に仰臥位、右下側臥位、座
位と体位変換しながら行った。結果は、ドック時、再検時飲水前後の
描出能を膵鈎部、頭部、体部、尾部に分けて観察し、ａ . 良く描出さ
れた（2点）、ｂ . 一部描出不良（1点）、ｃ . 描出不能（0点）に分類、
スコア化し評価した。【結果】１症例当たりの平均点は8点満点中、ドッ
ク時 2.7 点、再検飲水前 4.1 点、飲水後 7.1 点であった。部位別の平均
点は２点満点中、鈎部はドック時 0.5 点から飲水後 1.5 点、頭部は 0.9
点から 1.8 点、体部は 1.1 点から 2.0 点、尾部は 0.2 点から 1.7 点へと
向上した。【総括】再検時の膵描出能はドック時の 1.6 倍、飲水法を追
加すると 2.4 倍となり部位別では尾部で 8.5 倍に向上した。検者が不
要な再検防止を意識する事でドック時の膵描出能が向上した。腹部超
音波検診判定マニュアルにおいて膵描出不能は要精査となっており、
飲水法を取り入れた再検査の有用性について今後も検討を重ねたい。

1-4-04
ドック受診者での膵嚢胞性病変検出率と上腹部超音波での検出
低下に関与する要因の検討
慶應義塾大学病院　予防医療センター1

慶應義塾大学　医学部　放射線科2

慶應義塾大学　医学部　保健管理センター3
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かしわぎ

木　和
かずひろ

弘 1　　清野　隆史 1　　吉田　諭史 1　　高山美智代 1　
　井上　　詠 1　　伊藤　一成 1,2　　百島　祐貴 1,2　　杉野　吉則 1,2　
　広瀬　　寛 3　　岩男　　泰 1

【背景】健常者の膵嚢胞検出率は、 上腹部超音波（US）では最大で 3％、 
MRI では、40％程度と報告されている。肥満、 喫煙、 糖尿病、 膵癌の
家族歴や膵嚢胞は膵癌のリスクファクターであり、USによる膵癌の
スクリーニングでは、主膵管の拡張や嚢胞を発見することが重要であ
る。【目的】USとMRＩを施行されたドック受診者において、 膵嚢胞
性病変（以下、PCL）の検出率と、US での検出低下に関与する要因
について検討した。【対象と方法】2012 年 8 月から 2016 年 7 月までに
当院予防医療センターでオプション検査として上腹部MRI を受けた
ドック受診者 781 名（男性 546 名、 女性 235 名）を対象とした。現病歴、 
Fat CT による腹囲、皮下脂肪量、内臓脂肪量、 US、 MRI の読影結果
をカルテより抽出した。腸管ガスによる膵描出不良と記載のある症例
を除外した後、MRI で検出した PCL例を基準として、USでの検出低
下に関与する要因を、統計学的に検討した。【結果】（1）US、 MRI に
よる PCL の検出率は、 7.3％、 17.8％で、 年齢とともに増加した。（2）
USで検出できた PCL例は、MRI のみで検出された症例より、 脂肪肝
の合併率が有意に低く （27.3％ vs. 57.3％、 P = 0.001）、PCLが頭部や
体部に存在する場合に、 有意に低かった。（3）US で検出できた PCL
と比べ、 MRI のみで検出された症例では、PCL径が小さく （10.9 ± 7.8 
mm vs. 7.1 ± 4.3 mm、 P = 0.001） 、 10 mm以上の PCLでは約３割の
症例において、 US で測定した PCL径はMRI による計測値より、 20％
以上小さかった。【総括】PCL の有病率は 17.8％で、 年齢とともに増
加すること、脂肪肝合併例では、PCLが膵頭部や体部に存在する場合
にUSでの検出率が低下すること、USでは PCL 径が過小評価される
傾向があることに留意すべきである。
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1-4-05
腹部超音波検診で発見される膵嚢胞について～過去 7 年間の比
較検討～
鹿児島厚生連病院　健康管理センター
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ふくもと

元　嘉
よ し や

也　　樋脇　　誠　　西　　憲文　　原口　　誠　
　宮原　広典　　前之原茂穂
【目的】膵嚢胞や IPMNは膵癌の前癌病変として慎重な経過観察を行
うことが推奨されている。腹部超音波検診で発見される場合も多く、
指摘された膵嚢胞を慎重に経過観察していくことが膵癌の早期発見に
つながると思われる。今回、腹部超音波検診で膵嚢胞がどの程度指摘
できているか、膵嚢胞が医療機関で定期的に経過観察されているか
を分析し、現状と今後の課題について検討した。【対象および方法】　
2010 年 4 月から 2016 年 3 月に、当施設で腹部超音波検診を行った延
べ 87,166 名を対象とし、膵嚢胞の発見率、膵嚢胞保有者の経過観察
の割合を年度ごとに比較検討した。対象は男性 54,488 名（63%）女性
32,678 名（37%）、平均年齢 55.2 歳、初回受診率は 16.2％であり、男女比、
平均年齢、初回受診率は各年とも同等であった。【結果】膵嚢胞発見
率は女性、高齢者で高かった。男女とも増加傾向で、男性では 7年間
で 0.52% から 1.77% に、女性では 0.96% から 2.50% に増加していた。
指摘した平均嚢胞径は小さくなっており、7年間で 11.2mmから 9.4mm
になっていた。　膵嚢胞経過観察中の受診者は年ごとに増加しており、
2012 年度に大幅な増加を認めた。2010 年度は膵嚢胞指摘者 84 名中 4
名（4.8%）が経過観察中であったが、2012 年度に 138 名中 20 名（14.5%）
に、2016 年度に 268 名中 48 名（17.9%）になっていた。【考察】近年
の膵嚢胞発見率の増加は、装置の改良や走査技術改善による膵の描出
能向上が寄与しているではないかと思われる。男性の発見率は女性よ
り低いため、発見率を上げるために男性に対してさらなる膵の描出能
向上が求められる。医療機関で経過観察中の受診者は 2012 年度に大
幅に増加していたが、国際診療ガイドライン改訂が影響しているもの
と思われる。現在、膵嚢胞保有者の 8割以上は医療機関で経過観察さ
れていないため、早期膵癌発見のために腹部超音波検診が重要な役割
を担うのではないかと思われる。

1-4-06
当施設人間ドック受診者における慢性膵炎の検討
社会医療法人財団　慈泉会　相澤健康センター　健康管理部1

社会医療法人財団　慈泉会　相澤健康センター　診療部2

○柳
やなぎさわ

澤　由
ゆ か

佳 1　　宍戸　淑子 1　　高木　健治 2　　平林　和子 2

【はじめに】慢性膵炎は男性の飲酒など生活習慣の危険因子の関連が
考えられており、持続的な炎症による膵実質の線維化などの特徴的な
病態を画像診断でとらえることが重要である。今回、当施設人間ドッ
ク受診者を対象に慢性膵炎の比較検討を行ったので報告する。【対象
と方法】2016 年 10 月から 2017 年 9 月までの当施設人間ドックで上腹
部超音波検査（以下US）を行った男性 11667 名（平均年齢 51.2 歳）
のうち、対象はUSでの明らかな膵石と膵管拡張を認めた、または他
の画像診断で慢性膵炎と診断された慢性膵炎群（18 名）と、USで膵
に異常所見を認めず、描出不良を除いた正常群（8165 名）とを比較し
た。女性は慢性膵炎所見を認めなかったため除外した。検討した項目：
受診回数、年齢、BMI、空腹時血糖、HbA1c、T-CHO、TG、LDL、
HDL、飲酒、喫煙、糖尿病の有無、脂質代謝異常の有無、上腹部・腰
背部の症状。統計解析はｔ検定、Fisher直接確率法を用いた。ｐ＜0.05
を有意とした。USで進行性病変を認めた症例についても検討した。【結
果】慢性膵炎群は平均年齢、空腹時血糖、HbA1c が高値で、糖尿病
治療中（10 名）や上腹部・腰背部の症状（7名）の頻度が高かった（有
意差あり、検出力はいずれも＞ 0.9）。飲酒は問診回答にばらつきがあ
り、有意差は認めなかった。さらに慢性膵炎群 18 名のうち、6名は未
治療ながら糖尿病または耐糖能異常があった。USで進行性病変を認
めた症例（5名）に糖尿病、過度の飲酒、長期の喫煙歴が認められた。
【考察】今回の検討から糖尿病と慢性膵炎に関連があると推測された。
初期の慢性膵炎は上腹部・腰背部の症状を伴い病態が進行するといわ
れており、検討においても症状と慢性膵炎に関連があると考えられた。
健診施設でも糖尿病や慢性膵炎患者が受診することがあり、病歴や生
活習慣を考慮する必要がある。特に慢性膵炎は膵癌の高危険群である
ため、注意深くUSで観察を行うことが重要である。

1-4-07
膵アミラーゼ高値者の内訳及び膵アミラーゼと推定糸球体濾過
量との関連
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

○菅
か ん の

野壮
そうた ろ う

太郎　　古賀　文子　　萩原　美桜　　菅原　知紀　
　根上　昌子　　小川　哲史　　大塚　博紀
【目的】人間ドック受診者の中で膵アミラーゼ（PAMY）が高値とな
る者の内訳と、PAMYと推定糸球体濾過量（eGFR）との関連につい
て明らかにすることを目的とした。
【対象・方法】2017 年４月から９月までに PAMYを測定した 3,274（男
1,798・女 1,476）名について PAMYと eGFR との関連を、その中で
PAMYが高値（66U／ L以上）であった 81 名については腹部超音波
検査（AUS）での膵所見の内訳を、また精密検査（再検査を含む）結
果を追跡しえた 34 例についてはその結果の内訳を調査した。
【結果】PAMY性別での差はなかった（ｔ検定ｐ＝ 0.875）。年齢調整
での重回帰分析では、PAMYは eGFR と負の関連を認めた（回帰係
数－ 0.259：ｐ＜ 0.01）。AUS 膵所見は、所見なし（「一部描出不良」
は含む）が 75（92.6％）、肝外胆管拡張４（4.9％）、IPMN２（2.5％）、
膵嚢胞１（1.2％）、主膵管拡張１（1.2％）例であった（所見重複あり）。
精密検査結果は、マクロアミラーゼ血症確診となった PAMY400 超の
２、その疑い６、腎機能障害（概ね eGFR40 未満）４例で、その他は
再検時に低値となるなどして経過観察となっていて、膵炎や膵癌は見
つかっていなかった。
【考察】PAMYは eGFR と負の関連がある。人間ドック受診者での
PAMY高値者には、マクロアミラーゼ血症、腎機能障害を認めるが、
症状なく経過観察となる場合が多く、人間ドックのAUS 所見でも所
見なしが多い。

1-4-08
胆管癌の一例からみる総胆管拡張の経過観察について
医療法人創健会　西村診療所

○葛
かつらぎ

城　沙
さ つ き

月　　安田　洋二　　熊谷　宗晃　　山岡水容子　
　山本　晃之　　西村　浩美
【目的】人間ドックの腹部超音波検査（US）にて総胆管拡張を指摘さ
れ経過観察となっていたが、一年後の人間ドックにて胆管癌が発見さ
れた一例を経験した。総胆管拡張の経過観察の重要性について検討す
る。
【症例】56 歳男性。喫煙歴：30 本／日、50 歳まで。飲酒量：２～３合
／日。既往歴：大腸ポリープ。
人間ドックのUSにて総胆管拡張疑い 7.3mmを指摘（前年は 5.7mm）。
後日の腹部造影 CTにて総胆管軽度拡張のみ指摘。半年後にUSで経
過観察となったが半年後の受診がなく、一年後人間ドックのUSにて
総胆管拡張 12.7mmを指摘。後日の腹部造影 CTにて総胆管軽度拡張
と中部総胆管に 16 × 12mm大の等濃度領域を指摘され、精査のため
他院へ紹介となった。
紹介先病院で精査を施行され腹部造影MRI、MRCP では中部・下部
胆管移行部で全周性狭窄を認め、狭窄部に 18mmの濃染する腫瘤が見
られた。腹部造影 CTでも同様に中部総胆管主体に内腔閉塞と造影腫
瘤が見られ、胆嚢菅合流部は腫瘤に巻き込まれていると考えられた（総
胆管腫瘍、胆嚢菅浸潤）。外科的手術により摘出された胆管の病理診
断は、高度の脈菅浸潤、リンパ節転移を伴う pT2（SS）腺癌であった。
【考察】今回の症例では総胆管径が US にて一年間で 7.3mm から
12.7mmまで拡張していた。半年後の経過観察の受診があれば、胆管
癌の早期発見に繋がっていた可能性があった。日本人間ドック学会の
腹部超音波健診判定マニュアルにおいて、肝外胆管の拡張は 8mm以
上、胆嚢摘出後は 11mm以上が判定区分D2（要精検）とされている。
しかし総胆管径が 8mm未満でも、前年と比較し径の増大がみられる
場合には、精査もしくは半年後の経過観察を推奨すべきだと考える。
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1-4-09
ＭＭＧとＵＳどちらを選びますか？～乳がん検診に対する意識
調査～
船員保険　北海道健康管理センター　放射線科

○安
あ ん ぼ

保　沙
さ や

耶　　中本沙理安　　工藤　真弓　　吹田　沙織　
　田形　千恵　　鮒田亜由美
【目的】近年、当施設においてマンモグラフィ検査と乳房超音波検査、
どちらの検査を受診するべきかという質問が増えてきた。このことは、
今まで比較的知名度の低かった乳房超音波検査にも関心が高まりつつ
あることを示すものとして捉えている。そこで、まず現状を把握すべ
く、受診した検査の選択理由などを調べるアンケート調査を実施した。
これに際し、各検査の特徴を紹介したパンフレットも配布し、その内
容についてもアンケートを行った。
【方法】当施設で乳がん検診を受診した 506 名を対象にアンケート用
紙を配布、505 名から協力を得られた。
【結果】年齢分布は 40 代が最も多く、全体の 34％であった。今回受診
した検査はマンモグラフィ検査が最も多かった。検査選択の理由は、
どちらの検査も毎年受診しているためが最も多かった。パンフレット
については検査を選ぶ際の参考になったという回答が最も多く、各検
査の特徴について初めて知ったという回答は 20％ほどあった。次回希
望の検査は今回と同じという回答が最も多かった。
【まとめ】調査の結果、検査の選択理由は毎年受けているからという
回答が最も多かった。しかし、各検査にどのような特徴があるか、ま
だ広く知られていないようであった。今回配布したパンフレットのよ
うな各検査の特徴を比較できる案内があることで、検査選択の参考に
なるのではないかと考える。今後はパンフレットを改善し、初回、経
年どちらの受診者にも安心して、納得のいく選択をして頂けるよう役
立つものにしたい。

1-4-10
乳癌検診における 2D と 3D マンモグラフィの比較
明治安田新宿健診センター

○内
う ち だ

田　　賢
けん

　　中田希代子　　山下　陽子　　進藤　　仁
【背景】マンモグラフィによる乳がん検診は、乳がん死亡率を低下さ
せる検診手段として 40 歳以降の女性に対して推奨されている。しか
し、若年齢や高濃度乳房では精度が低下するため , 超音波あるいは 3D
マンモグラフィ（トモシンセシス）等の併用が検討されている。【方法】
2017 年 4 月 1 日～ 2018 年 3 月 31 日、1年間のマンモグラフィによる
乳がん検診 1286 例のうち、2Dと 3Dマンモグラフィを同時に行った
306 例を対象とした。対象の年齢 26 ～ 79 歳、中央値 48 歳、平均年齢
49.8 歳。2Dと 3D読影結果を比較、3Dマンモグラフィの有用性につ
いて検討した。読影は２人の乳腺専門医で行った。【成績】高濃度乳
房（不均一高濃度・きわめて高濃度）頻度は 58.7％。カテゴリー 1・2
は 2D/3D；96.7％ /95.7％、カテゴリー 3は 2D/3D；2.6％ /3.6％、カ
テゴリー 4 は 2D/3D；0.3％ /1.3％。2D のカテゴリー 3 判定の 8 例
中、3Dでは 5例はカテゴリー 3のまま、3例はカテゴリー 4にアップ
した。2Dのカテゴリー 1・2 判定の判定のうち、5例が 3Dでカテゴ
リー 3にアップした。2Dカテゴリー 4判定 1例は、3Dでもカテゴリー
4。高濃度乳房で 2Dから 3Dで判定がアップしたのは 2例、脂肪性・
乳腺散在性乳房で判定がアップしたのは 6例であった。【結論】2Dと
3Dマンモグラフィの比較から、乳房濃度にかかわらず 3D（トモシン
セシス）はより多くの病変の拾い上げることができた。3Dが乳がん
の発見率の向上に寄与するかどうかは、さらに症例数の集積と経過観
察が必要である。

1-4-11
当施設におけるデンスブレストへの対策
社会医療法人財団　石心会　アルファメディック・クリニック

○坂
さかうえ

上さやか　　原田　恵実　　西村　美穂　　若林　美咲　
　色摩　希美　　田所佳奈子　　梶田千恵子　　野崎　浩二　
　塚田　一義　　林　　建男
【背景・目的】近年、メディアの影響もありデンスブレストへの関心
が高くなっている。当施設においても受診者からデンスブレストに関
する質問を受けることが増えてきた。実際に、当施設でのマンモグラ
フィ（MMG）受診者における乳房の構成を調査した結果、約 7割が
デンスブレストであることが判明した。この結果からＭＭＧ受診者に
対して対策を講じる必要があると考え、いくつかの具体的な運用を開
始した。今後の展望も含めて報告する。
【方法】2016 年 4 月～ 2017 年 3 月までの 1 年間にMMGを受診した
4609 名を対象として、乳房の構成、カテゴリ別に分類し、デンスブレ
ストの割合を算出した。また、MMG・超音波（US）併用検診の状況、
要精査の内容について調査した。この結果に基づき対策を検討した。
【結果】施設で運用を開始した主な対策をあげる。
対策 1.Q&Aの作成
受診者からの質問に対し、施設からの回答を統一するためにQ&Aを
作成した。さらに内容の充実と周知を目指して、院内において職員を
対象とした勉強会を開催した。
対策 2. 問い合わせ電話窓口の開設
受診者から問い合わせがあった際に、常勤医による説明が受けられる
電話窓口を開設した。
対策 3. 医師によるＵＳ併用の推奨
結果説明の際に、医師によりＭＭＧ画像を供覧し、デンスブレストの
受診者に対してはMMG・US 併用の利点についての説明を加え、US
受診も推奨している。
【まとめ・考察】一連の運用を通じて、院内全体で問題を共有し、デ
ンスブレストを含めた乳癌検診についての知識を深めることができ
た。実際に病変の発見に寄与した例もあり、活動の効果をが得られた。
現在、受診者への乳房の構成の通知に向けて報告書を作成しており、
US予約枠の確保を含めた課題について施設内で検討している。より
有益な検診の提供につなげていきたい。

1-4-12
人間ドックにおける豊胸術後女性に対しての留意点
黒沢病院付属ヘルスパーククリニック　高崎健康管理センター

○栗
くりはら

原　照
てるまさ

昌　　黒澤　　功
【背景と目的】最近のCosme 社会においては、美容目的で豊胸術を受
けた女性が人間ドックや健診を受ける機会が増加している。豊胸術を
受けた背景や理由も様々であり、その方法も様々であるが、豊胸術後
の女性に対しては、一般健診や乳がん検診での禁忌事項や不可避の
アーチファクトの存在、結果表への記載NGなど、一定の配慮が必要
である。一方で、受診前の問診表や当日の問診で豊胸術を申告しない
女性も多々みられ、プライバシー保護のみを前提とすると、すべてが
守秘では診断が成り立たないため、個々人に応じたデリケートな対応
も求められる。また、乳がん検診においては、本来であれば乳腺専門
外来で行うべきことも、人間ドック・健診の診察の場で対応する必要
性も生じる。当健診センターでは、報告書など文書に記載できないこ
とは、当日の現場で口頭で伝え、了解していただくことを基本方針と
している。今回、当健診センターで経験した人間ドックやがん検診で
の豊胸術後女性に対する一般健診での問題点、乳がん検診の方法、豊
胸術に関連した相談事案（インプラント破損、摘出、再手術など）に
ついて症例を提示しながら報告する。【提示症例】Case1：インプラン
ト破損：エコー検査の際にインプラントの劣化や破損も同時に観察す
る。Case2：インプラント摘出や再手術希望例。Case3：乳がん検診カ
ウンセリングの実際。Case4：一般健診で問題となった例（胸部X-p
でのヒアルロン酸注入例の肺浸潤影、脂肪注入・異物注入の石灰化な
ど）。
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1-4-13
マンモ PET による乳癌検診にて発見した早期乳癌の一例
中電病院　PET・検診センター1

中電病院　放射線科2

○岡
おかはら

原　正
まさゆき

幸 1　　有田　道典 1　　隅田ますみ 2　　秦　良一郎 2　
　丸川　和志 2

【はじめに】当院では 2005 年に PET-CT による癌検診を開始した。
2016 年にマンモ PET 装置を導入し、乳癌検診を開始した。マンモ
PET乳癌検診は、全身 PET-CT 癌検診のオプションとして実施して
いる。マンモ PETは全身 PETより検出器が高密度であり、より鮮明
かつ高感度に病変を検出できる。また、マンモグラフィー検査に比し、
乳房を強くはさむ必要も無く、乳腺などの正常構造の影響も受けにく
い。マンモグラフィー検査に適さない高密度乳腺にも有効と考えられ
る検査である。【症例】43 歳女性　【既往歴】子宮筋腫。出産歴 2回。
授乳歴：母乳。【家族歴】高血圧。糖尿病。悪性疾患は無し。【身体所見】
身長 159.1cm、体重 65.8kg、BMI26.0。特記事項なし。【現病歴】逐年
で当院人間ドックを利用していた。2015 年 8 月　全身 PET-CT：特記
事項無し、マンモグラフィー：左右ともカテゴリー１。2016 年 11 月　
マンモグラフィー：左右ともカテゴリー１、胸部CT：乳腺に異常なし。
2017 年 12 月　マンモ PET にて左 C領域に 9mm大、SUVmax9.5 の
集積を認めた。他施設乳腺外科に紹介。2018 年 1 月　手術（左乳房
円状部分切除術＋センチネルリンパ節生検）施行。pT1cN0（sn）M0 
stageI。補助放射線治療追加後、経過観察中。　現在までのところ、
マンモ PET乳癌検診による発見例の報告は少ない。若干の文献的考
察とともに報告する。
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増悪を示した乳管内乳頭腫の 1 例
（一社）新潟県労働衛生医学協会1

新潟ブレスト検診センター2

新潟市民病院3
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【症例】
41歳女性。2013年の検診マンモグラフィ検査（MMG）で要精検となり、
精検の超音波検査（US）で左A領域に 10.3 mm大の腫瘤を指摘され、
針生検（CNB）を施行、乳管内乳頭腫（intraductal papilloma：IDP）
と診断されていた。2015 年に当施設で検診を受け、USで左乳房A領
域に 17.6 mm大の腫瘤を指摘、要精検と判定されたが、医療機関へ
は未受診のまま、2016 年も当施設で検診を受けた。USで左A領域の
腫瘤は 26.2 × 22.4 × 11.4 mmと増大し、形状は不整、境界部不明瞭、
内部は低エコー不均質、後方エコーは増強一部減弱、境界部高エコー
像は伴っていなかったが後方乳腺境界線断裂を疑う所見を認めた。カ
ラードプラで腫瘤内部に血流を認め、エラストグラフィはスコア 2、
乳頭腺管癌を疑いカテゴリー 4と判定した。医療機関を受診。MMG
では所見を認めずカテゴリー 1、不均一高濃度乳房であった。CNBを
施行され IDP と診断されが、MRI 検査では左A領域の不整腫瘤は大
胸筋に少しくい込んでいるように描出され、背景乳腺の造影効果が高
度なため正確な進展範囲の評価は難しいが、悪性の可能性も否定はで
きないと判断された。診断確定を目的に摘出生検が施行された。摘出
標本の病理でも IDPとの診断であった。
【考察】
検診のUSでは Bモード画像で乳腺後隙が確認できず後方の乳腺境界
線断裂を疑った。MRI で不整腫瘤の後方が大胸筋に少しくい込んでい
るように描出され、これがUSで悪性を疑った部分に一致すると考え
た。
【結語】
CNBで良性：IDP と診断されていたが、年々増大、USで乳腺境界線
断裂を認めると判断され、MRI でも浸潤所見の可能性を否定できず、
摘出生検を行い良性と確定診断された症例を経験した。

1-4-15
脂質検査の基準値変更が脂質判定に与える影響のシミュレー
ション
医療法人社団　進興会　進興クリニック1

医療法人社団　進興会2
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【背景】平成 30 年度からHDLコレステロール（HDLc）、中性脂肪（TG）
の基準値が変わり non-HDL コレステロール（non-HDLc）が追加となっ
た。これらの変更が脂質判定にどの程度影響するかを事前に知ること
は保健指導、事後措置の体制整備において重要である。【目的】平成
29 年度基準（旧基準）から平成 30 年度基準（新基準）に変更するこ
とにより脂質判定がどう変化するかを把握するため、同じ過去データ
を用いて判定のシミュレーシを行い判定結果の違いを確認する。【対
象】平成 28 年 4 月 1 日から 1年間に当院を受診し脂質検査を受けた
12,990 例（男性 7348 例、女性 5642 例、平均年齢 45.7 歳）。【方法】１．
対象において旧基準、新基準の双方で脂質判定を実施し判定区分（人
間ドック学会が規定するA、B、C、D）を比較した。２．どの指標が
判定区分に影響を与えるかを評価した。【結果】１．脂質の総合判定
区分は、旧基準ではA:40.9%、B:22.5%、C:28.3%、D:8.2%、新基準で
はA:36.2%、B:25.0%、C:24.9%、D:13.9% と D 判定の割合が大きく増
加した（5.7%、737 例）。２．旧基準ではD判定とはならず、新基準
でのみD判定となる症例は 830 例（6.4%）であった。D判定の理由は
当然ながらHDLc 低値または non-HDLc 高値 /低値であった。３．新
基準になることでD判定となる 830 例のうち、643 例（全症例の 4.9%）
は病的意義が不明な「non-HDLc が 89mg/dL 以下」の基準でのみD
判定で、他の指標はD判定ではなかった。このうち、635例は「non-HDLc
が 89mg/dL 以下」以外の指標はA判定であった。【考察】１．新基
準によって non-HDLc が追加されD判定を受ける受診者が大きく増え
ることが推測された。２．Non-HDLc が低値であることのみでD判定
となる症例が多いことから、「non-HDLc が 89mg/dL 以下」ついては
受診者の不利益を避けるためD判定以外の判定を適用する必要がある
と考えられた。
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脂質異常症の簡便な予測因子としての体力テストの可能性：コ
ホート研究 ー Niigata Wellness Study ー
東北大学大学院1

新潟大学大学院2

医薬基盤・健康・栄養研究所3

早稲田大学4
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【背景】定期的な身体活動レベルを反映する全身持久力は、脂質異常
症の罹患率と負の関連を示すことが報告されているが、健康診断等に
おける全身持久力の測定は、その煩雑性により実施困難な場合が多い。
一方、より簡便に実施できる体力項目として握力テストがあるが、握
力と脂質異常症の罹患率の関連については明らかになっていない。【目
的】日本人成人において握力と脂質異常症の罹患率との関連を検討す
ること。【方法】対象者は 2001 年に健康診断および握力測定を実施し
た脂質異常症ではない 20 ～ 92 歳の 18514 人（女性 7162 人）であった。
体格の影響を考慮するためBMI 当たりの握力を算出し、対象者を性・
年齢別の四分位（Q1, Q2, Q3, Q4）に分類した。その後、2007 年まで
脂質異常症の発症の有無を追跡した。脂質異常症は、空腹時における
1）LDL コレステロールが 140mg/dL 以上、2）HDL コレステロール
が 40mg/dL 未満、3）中性脂肪が 150mg/dL 以上、4）non-HDL コレ
ステロールが 170mg/dL 以上、5）脂質異常症に関する服薬もしくは
現病歴が報告された場合とした。Cox比例ハザード分析を用いて、ベー
スライン時の年齢、性別、喫煙習慣、飲酒頻度、糖尿病の有無、高血
圧の有無、さらに健診受診回数を調整し、ハザード比（95％信頼区
間）を算出した。【結果】追跡期間中に 7714 人が脂質異常症に罹患し
た。Q1 群を基準としたQ2、Q3、Q4 の脂質異常症に罹患する多変量
ハザード比（95％信頼区間）は、0.93（0.87-0.99）、0.85（0.80-0.90）、0.71
（0.66-0.75）であり、負の量反応関係が認められた（P for trend ＜ 0.001）。
さらに、高 LDLコレステロール血症、高中性脂肪血症、低HDLコレ
ステロール血症、高 non-HDL コレステロール血症についてそれぞれ
検討した場合においても、負の量反応関係が認められた（いずれも P 
for trend ＜ 0.001）。【結論】 日本人成人において、握力は脂質異常症
の簡便な予測因子となる可能性が示された。
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HDL コレステロール亜分画と血清尿酸値の関連
東海大学　医学部　基盤診療学系　健康管理学
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【目的】HDLコレステロール（HDL-C）は HDL2-C と HDL3-C の亜分
画に大別される。HDL2-C は肥満と喫煙によって低下し、飲酒と運動
よって上昇する一方で、HDL3-C は飲酒でのみ上昇することが知られ
ている。HDL-Cと血清尿酸値は共に、炎症や虚血性心疾患、メタボリッ
クシンドロームとの関連が示されており、血清尿酸値が高いとHDL-C
が低いとされるが、HDL-C 亜分画と尿酸の関係についてはよくわかっ
ていない。本研究ではHDL-C 亜分画と血清尿酸値の関係を検討した。
【方法】2011 年 4 月から 2016 年 3 月までの東海大学八王子病院健康管
理センターの人間ドック受診者で、高尿酸血症、糖尿病、脂質異常症、
高血圧、慢性腎不全で治療中の者を除いた男性 848 人を対象とした。
HDL-C 亜分画は超遠心法で測定した。対象者を HDL2-C と HDL3-C
の亜分画の3分位点で3群化し、血清尿酸値との関係を検討した。また、
多変量解析を用いHDL-C 亜分画と血清尿酸値の関係を検討した。
【結果】HDL2-C が増えるほど尿酸値は低下し、HDL3-C が増えるほど
尿酸値は増加した。重回帰分析では、年齢、腹囲、拡張期血圧、中性
脂肪、高感度CRP、HDL3-C が血清尿酸値と関係を認めた。また、血
清尿酸値の上位 3分位点以上を目的変数としたロジステック回帰分析
では腹囲、拡張期血圧、中性脂肪、HDL2-C と HDL3-C が関係していた。
メタボリックシンドロームの 5項目のリスク該当数とHDL3-C 3 分位
点で群分けして尿酸値を調べると、リスク該当数とHDL3-C が増える
ほど尿酸値は増加した。
【総括】HDL-C 亜分画は血清尿酸値と関連する。特に、メタボリック
シンドロームのリスク該当数が多くHDL3-C が高いほど血清尿酸値も
高いことが示唆された。

1-4-18
LDL 亜分画と血清尿酸値の関連
東海大学　医学部　基盤診療学系　健康管理学
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【目的】高尿酸血症は炎症のみならず、高血圧、虚血性疾患やメタボリッ
クシンドロームと関係あることが知られている。LDLの中でも小型か
つ比重の高い亜分画である small dense LDL（sdLDL）や動脈硬化巣
の形成と進展に密接にかかわっているとされる LDL が酸化変性して
生じた酸化 LDL（MDA-LDL）と尿酸値の関係は明らかではない。本
研究では LDL亜分画と血清尿酸値の関係を検討した。
【方法】2011 年 4 月から 2016 年 3 月までの東海大学八王子病院健康
管理センターの人間ドック受診者で、高尿酸血症、糖尿病、脂質異常
症、高血圧、慢性腎不全で治療中の者を除いた 633 人を対象とした。
sdLDL はホモジーニアス法で、MDA-LDL は ELISA で測定した。重
回帰分析を用い LDL 亜分画と血清尿酸値の関係を検討した。また、
対象者を血清尿酸値の 3分位点で群分けして、様々なパラメータを比
較検討した。
【結果】sdLDL、MDA-LDL は共に血清尿酸値と正相関を認めた。線
形重回帰分析では、MDA-LDL は性、腹囲、HDL-C、中性脂肪と共に、
sdLDL は性、BMI、中性脂肪と共に血清尿酸値と関係を認めた。血清
尿酸値の 3 分位点で対象者を群分けしMDA-LDL、sdLDL を比較す
ると、血清尿酸値が高くなるほどこれら LDL亜分画も高値となった。
一方、LDLコレステロール（LDL-C）は尿酸値が高いほど高い傾向に
あったが、その差は統計学的に有意ではなかった。また、血清尿酸値
の上位 3分位群は、LDL 亜分画に加え BMI、腹囲、血圧、空腹時血
糖、空腹時インスリン、インスリン抵抗性を示すHOMA-IR、中性脂肪、
HDL-C とメタボリックシンドロームの 5項目のリスク該当数が最悪
であった。
【総括】尿酸値が高い者はメタボリックシンドロームの危険性と、動
脈硬化惹起性が高い LDL 亜分画が高値である可能性が高いことが示
唆された。
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吹田スコアのリスク評価を人間ドックで応用するための基礎検
討− Niigata Wellness Study −
（一社）新潟県労働衛生医学協会1

新潟大学大学院生活習慣病予防検査医学講座2
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【目的】2017 年に動脈硬化性予防ガイドラインが改訂された。冠動脈
疾患の既往や糖尿病など高リスク病態が無い場合、吹田スコアにより
心筋梗塞などの冠動脈疾患が 10 年以内に発症する危険度を、8項目の
危険因子で予測するものである。そこで、この吹田スコアを人間ドッ
ク受診者に応用し、リスク評価を行った。
【方法】平成 28 年 4 月から平成 29 年 3 月までの人間ドック受診者の
うち冠動脈疾患既往、高リスク病態と脂質異常症治療中、検査値より
糖尿病型や慢性腎臓病を示すもの、年齢 35 歳未満 75 歳以上を削除し、
年齢、性別、冠動脈家族歴と、喫煙、高血圧、耐糖能異常、脂質異常
症によりリスク評価を行った。
【結果】削除後ドック受診者 43,131 名　平均年齢 52.2 歳（男性 25,884
名 52.3 歳、女性 17,247 名 52.2 歳）で求めた吹田スコアの割合は、低
リスク 25,861 名 平均年齢 48.1 歳（60％）、中リスク 14,999 名　平均
年齢 57.6 歳（35%）、高リスク 2,271 名　平均年齢 63.7 歳（5%）であった。
他の因子として低・中・高リスクの BMI の平均 21.9, 23.3, 24.1、随時
尿による推定塩分の平均 8.7,9.2,9.5 g/day、尿酸の平均 5.1,5.8,6.0mg/
dL となった。危険因子で介入可能な因子は喫煙、高血圧、耐糖能異常、
脂質異常症であるが、喫煙者 10,858 名（25%） 正常血圧値以上 20,240
名（47%）、耐糖能異常は 14,226 名（33%）、高 LDL 11,694 名（27%）、
低HDL2,253 名（5%）、であった。
【結論】吹田スコアでは年齢の占めるウエイトは高いが、介入できる
危険因子、特に喫煙は動脈硬化予防に重要であり、禁煙により吹田ス
コアは 5ポイントも減点される。また高リスク者はBMI、尿酸値が高
く、塩分摂取も多い集団であった。吹田スコアをもとに脂質異常者を
適切に層別化することによって、医療機関への受診勧奨がより適正化
され、また生活指導においても、リスクを受診者に呈示することによ
り、受診者の気づきと動機づけにつながり、指導においても重要な指
標となると思われる。
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高度高 LDL コレステロール血症の検診諸検査の特徴～家族性高
コレステロール血症を考慮して～
鶴谷会鶴谷病院　検診センター1

鶴谷会鶴谷病院　循環器内科2
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【目的】家族性高コレステロール血症（FH）のヘテロ接合体接合体患
者は 500 人に 1人以上の頻度で認められ、動脈硬化の進展が早いため
早期発見、治療が重要である。最近、PCSK9 阻害薬という、新たな有
効な治療薬が開発され、早期発見の重要性が増している。そこで、ドッ
ク・検診での FHの可能性のある高度高 LDL-C 血症の検査指標の特
徴を検討した。【方法】2011 年度～ 2016 年度 6年間の受検者で、脂質
異常症に対しては未治療の、のべ25587例を対象とした。その経年変化、
FHを含む可能性のある高度高 LDL-C 血症（180mg/dL ≦）と、他の
正常（＜ 140mg/dL）、低中等度の高 LDL-C 血症（140 ～ 179 mg/dL）
における検査諸指標の比較検討を行った。【結果】1）6 年間の受検者
数はほぼ経年的に増加していたが（3801、3763、3890、4212、4449、
5472例）、高度高LDL-C血症の割合は変化していなかった（4.3％、3.6％、
3.7％、4.5％、4.7％、3.7％　NS）。2）全受検者のべ 25587 例中、高
LDL 血症は 23.6%、高度高 LDL-C 血症は 4.1％であった。3）高度高
LDL-C 血症では年齢（48.3 ± 10.2 歳）、HDL-C（56.3 ± mg/dL）は正
常 LDL-C 例（年齢 44.5 ± 12.9 歳、HDL-C 61.7 ± 16.3mg/dL）に比し
年齢は高く（p＜ .0.0001）、HDL-C は低値であった（p＜ .0.0001）。一
方低中等度 LDL-C 血症（年齢 48.5 ± 11.2 歳、HDL-C 56.7 ± 13.1mg/
dL）とは各々同等であった。4）高度高 LDL-C 血症では正常 LDL-C
例のみならず低中等度 LDL-C 血症とも BMI（25.5 ± 4.4 vs 22.9 ± 3.7 
vs 24.6 ± 3.9）、中性脂肪（152 ± 72 vs 108 ± 102 vs 135 ± 74mg/
dL）、空腹時血糖（104 ± 28 vs 95 ± 18 vs 100 ± 23mg/dL）、グリコ
ヘモグロビンA1C （5.9 ± 1.0 vs 5.5 ± 0.6 vs 5.7 ± 0.8%）において有
意（p＜ .0.0001）に高値を示した。【結論】高度高 LDL-C 血症（180mg/
dL ≦）はここ 6年の出現頻度に変化はなく、低中等度 LDL-C 血症と
比べ BMI、中性脂肪、空腹時血糖、グリコヘモグロビンA1C が高い
特徴を有していた。
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1-4-21
RLP-C 代謝に影響を与える生活習慣の検討
医療法人社団日高会　日高病院　健診センター1

群馬大学大学院医学系研究科　臨床検査医学2

医療法人社団日高会　日高学術研究センター3

○坂
さかまき

巻　浩
こ う じ

二 1,2　　常川　勝彦 2　　井上　尚美 1　　　八束富美子 1　
　正村　泰博 1　　工藤　瑞穂 1　　阿久澤まさ子 1　　永野　伸朗 3　
　下村洋之助 3　　村上　正巳 3

【背景】
我が国では死亡原因の第 2位に心疾患が挙げられており、その中で冠動脈疾患が多
くの割合を占める。その原因として、LDL- コレステロール（LDL-C）が酸化した
酸化 LDL-C が挙げられる。一方、レムナントコレステロール（RLP-C）は LDL-C
とは異なり、酸化変性を経ずともマクロファージに貪食され得る。すなわちRLP-C
の増加は動脈硬化性疾患の危険因子の一つであり、高TG 血症の病因本体として冠
動脈疾患の原因となる。RLP-C は TGリッチリポ蛋白であり、通常は速やかに代謝
されるが、何らかの代謝異常により残存するため、RLP-C 等のリポ蛋白を測定し
正しく評価することが重要となる。代謝疾患発症前にRLP-C 増加を予防するには、
一般的に食事や運動が効果的であると言われているものの、不明な点も多い。
【目的】
人間ドック受診者における生活習慣に関する問診の中で、特に運動習慣の有無と
RLP-C との関連を検証する。
【方法】
日高病院の人間ドックで 2012 年から 2016 年に RLP-C を測定（メタボリード
RemL-C）した 3,535 名中、病歴のない 2,476 名を対象とした。生活習慣に関する項
目は自記式問診票で収集した。性別および年齢による層別解析をするとともに、多
変量解析を加えた。
【結果】
運動習慣ありは運動習慣なしに対して、男性では RLP-C が有意に低くかったのに
対し、女性では両群間で差はみられなかった。年齢階層別では 50 歳以上の男性に
おいて、RLP-C は運動ありで低値であったのに対し、女性では全ての年齢層で差は
認められなかった。RLP-C を目的変数とした多変量解析において、50 歳以上では
運動習慣の有無が独立した説明変数であった。
【考察】
RLP-C に影響する生活習慣が性別および年齢層で異なることが明らかになった。特
に 50 歳以上では運動習慣を積極的に取り入れることで RLP-C の改善につながり、
冠動脈疾患の予防に寄与することが期待される。

1-4-22
トリグセライド／ HDL コレステロール比（TG/HDLC 比）およ
びアポリポ蛋白 B とマロンジアルデヒド修飾 LDL コレステロー
ルとの関係
東海大学　医学部　基盤診療学系　健康管理学1

東海大学　医学部　付属病院　健診センター2

東海大学大学院医学研究科ライフケアセンター3

○岸
きしもと

本　憲
のりあき

明 1,2,3　椎名　　豊 1,2　　山田　千積 1　　後田　奈々 1　
　羽田野敦子 1,2　　仁科　　良 1,2　　本間　康彦 2　　久保　　明 3　
　石井　直明 3　　西崎　泰弘 1,3

【背景と目的】small dense LDL は冠動脈疾患との関連が多数報告さ
れており、日本人においては LDL コレステロールより冠動脈リスク
や重症度、2次予防における心血管イベント発症とより強く関連する
ことが示されている。また近年 small dense LDL の定量が可能とされ
ているが、一方で古典的なリポ蛋白測定から推定される検討も報告さ
れている。今回われわれはTG/HDLC比およびアポリポ蛋白B（apoB）
と酸化ストレス指標であるマロンジアルデヒド修飾LDLコレステロー
ル（MDA-LDL）との関係を比較検討した。【対象と方法】東海大学医
学部付属病院健診センターの 2016 年度男性受診者 7336 名中、動脈硬
化精密測定オプションを選択し、脂質異常症治療中および遺伝性脂質
異常症が強く疑われた症例を除いた 310 名を対象とした。先行研究よ
りTG/HDLC比 2.0 およびApoB110mg/dl を cut-off とし、両マーカー
共に正常群を normal 群、共に高値群を高TG/HDLC/-apoB 群、他両
マーカーがそれぞれ高い 2群の 4群間とMDA-LDLとの関係性につい
て一元配散分析（ANOVA）により比較検討を行った。【結果】MDA-
LDL は normal 群（166 名）102.7（± 28.7）、高TG/HDL比群（92 名）
128.5（± 29.5）、高ApoB 群（17 名）151.3（± 27.9）、高TG/HDLC/-
ApoB 群（35 名）172.3（± 36.2）であった。4群間に有意トレンド（p
＜ 0.001）を認め、post-hoc 分析で、各群間において、いずれも有意
差を呈した。【考察と結語】人間ドック健診のリポ蛋白測定において、
small dense LDL と LDLコレステロール酸化（MDA-LDL）との関連
が示唆された。small dense LDL は非常に酸化されやすく、LDLレセ
プター以外の経路にて処理されやすいこと、動脈壁内に取り込まれ、
マトリックスと結合しやすいことなどが強い崔動脈硬化因子となる原
因とされている。人間ドック健診の場においてTG/HDLC比を計測し、
apoB 測定を加える事により、将来の動脈硬化性疾患予防を考慮した
脂質異常症のスクリーニング評価として期待される。

1-4-23
禁煙の効果
赤心堂総合健診クリニック

○久
く ぼ た

保田　進
すすむ

　　真宮　　裕　　根岸　　守　　五島　雅和　
　仲村　聡子
【目的】平成 20 年から 28 年までに来院して脂質異常症、高血圧、糖
尿病で服薬をしておらず、かつタバコを吸っていた 1万 3 千 4051 人
の男性を対象とし、一年後の喫煙の有無と BMI, 血糖、収縮期血圧、
ALT,LDL-C,HDL-C の変化を調べた。【成績】喫煙者が禁煙すると、
検査は BMI,I, 血糖、収縮期血圧、ALT,LDL-C の変化は少なかった
がHDL-C は増加していた。【考察】禁煙の BMI、血糖、収縮期血圧、
ALT、LDL-C への変化は微弱であったが、HDL-C は増加していた。
【結論】禁煙は肥満、糖尿病、脂肪肝に対する影響は微弱であったが、
HDL-C は増加しており、脂質異常の是正には役立つと思われる。

1-5-01
雇用時健診における薬物検査導入の取り組みと今後の課題
一般財団法人　公衆保健協会　検査課

○伊
い と う

藤　明
あ け み

美　　今野　美佳　　山田　佳世　　岡田　智美　
　矢吹　　清　　細川慶二郎
［背景と目的］近年、薬物使用が原因とみられる交通事故が後を絶た
ない。今回、旅客輸送を行っている一グループ企業より雇用時に振り
分けができないかという依頼を受けた。「薬物検査を実施している」
ことが抑止力になるということである。従来は、救急医療の現場で使
用されている簡易薬物検査キットを用い尿薬物検査を実施することに
した。平成 23 年より６年間の現状と今後の課題について報告したい。
［対象］グループ内の旅客運輸業に携わる雇用時健診を実施した１，
661 名。薬物検査に関しては通常の雇用時健診同意書とは別に同意書
を作成。事前に同意を得ている。［方法］インスタントビュー ID（以
下 IVID とする）を使用。カセットの保護カバーをはずし、付属のス
ポイトで本体に滴下する。その後５分以上７分以内に結果判定を行う。
コントロールラインが確認できかつテストラインが確認できたものを
陰性。コントロールラインのみ確認できたものを陽性とする。使用し
ている IVID は覚せい剤（METH）・大麻（THC）・コカイン系麻薬（COC）
の３種類の薬物を同時にイムノクロマト法で測定できる。［結果］H23
年から６年間で陽性者はH28 年に１名のみであった。一度目の検査で
THC陽性。時間をおいて再度採尿し検査実施。THC陽性となる。［ま
とめ］今回問題となったのは、健診機関としての守秘義務と通報の倫
理との問題である。１）「陽性」と出たことで今回は採用が見送られ
たとしても当事者が運転をした場合社会的影響が大きい。当協会と関
係がなくなればそのまま放置でよいのか。２）検査時の同意書、守秘
義務に反するのではないか。本事例は慎重な協議の結果、警察へ通報
した。今後は同意書の内容変更も含め検討が必要になる。また、医療
従事者や理美容師の免許申請時に薬物不使用の証明が必要であり、こ
のキットの使用が示唆される。更なるキットの有効利用法を考えてい
きたい。
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1-5-02
海外勤務が生活習慣病に及ぼす影響に関する検討
パナソニック健康保険組合　松下記念病院　ドック健診センター

○杉
す ぎ お

尾　裕
ゆ み

美　　長井　悦子　　眞弓　周子　　木下　陽花　
　池原　瑞樹
【目的】長期海外勤務が生活習慣病に及ぼす影響を検討する。
【方法】2016 年 12 月から 2017 年 11 月までに帰国後健診を受けた 287
名について検討した。男性 226 名、女性 61 名、年齢は 25-58 歳で中央
値 43 歳、渡航期間 231-1806 日で中央値 1046 日であった。渡航先は中
国、台湾、東南アジア各国、アメリカ合衆国などであった。BMI、血圧、
脂質（LDLコレステロール、HDLコレステロール、中性脂肪）、尿酸、
空腹時血糖、HbA1c、肝機能（AST、ALT、γ -GTP）について渡航
前と帰国後の健診結果を比較した。
【結果】渡航前と比較して BMI、拡張期血圧、尿酸、HbA1c、γ
-GTP は有意に増悪傾向であった（Wilcoxon 符号付順位和検定）。ま
たドック学会の判定区分D（要医療）に相当する血圧 160/100mmHg
以上、LDLコレステロール 180mg/dL 以上、HDLコレステロール 34 
mg/dL 以下、中性脂肪 500 mg/dL 以上、空腹時血糖 126 mg/dL 以上、
HbA1c6.5% 以上、尿酸 9.0mg/dL 以上、ALT51U/L 以上、AST51U/
L 以上、γ -GTP101U/L 以上に該当する受診者について検討すると、
尿酸は渡航前と比べて有意に増悪していた（McNemar 法）。　
【結論】海外勤務により生活習慣病の発症や増悪のリスクが高まる。

1-5-03
産業保健・労働衛生の３管理に基づいた超音波検査業務の検証
医療法人社団　進興会

○石
いしざわ

澤麻
ま り こ

利子　　荒木公美子　　内村　達弥　　宮内　輝幸　
　森山　紀之
【目的】当会では超音波検査業務が原因と推定される手首の腱鞘炎を
発症した臨床検査技師が数名出ている。産業保健・労働衛生の３管理
の考え方に基づき、超音波検査の現状を検証した。
【対象と方法】対象は当会８施設（超音波装置34台、担当技師40名）。１、
人間ドック学会「腹部超音波健診判定マニュアル」２、日本超音波検
査学会の標準化委員会「超音波検査の現状調査結果報告」３、日本超
音波検査学会「超音波検査者が安全・快適で健康的に働くための提言」
を参考に以下の項目につき検討した。作業環境管理：受診者位置と技
師位置の高低差、装置、検査室内気温、検査室内光調節、作業管理：
検査時間及び検査件数、健康管理：業務上の配慮、定期健診、VDT健診。
【結果・考察】受診者位置と技師位置の高低差：施設間格差が目立っ
た。最大約 10cmの差があり、高さ調節機能の椅子であっても高低差
は改善されにくい。装置：ディスプレイの高さ調節や左右の位置、角
度については機種更新により改善される。検査時間：腹部は平均12分。
乳腺は平均９分。当会の検査時間は受診者の交代、所見書きを含めた
ものであり、推奨される時間内に収まっている。これは内部勉強会の
開催、当会オリジナルの「カテゴリー分類フローチャート」などを利
用し、迅速で精度の高い所見報告に努めてきた効果と思われる。検査
件数：技師１名あたりの検査件数は多い施設で腹部 25 件、乳腺 30 件。
１時間に 10 分以上プローブを持たないことができている施設は限定
的であった。超音波検査に専従する技師に負担が大きい傾向がみられ
た。腱鞘炎発症の原因としては、検査件数やプローブを手にしている
時間など手首への過度な負担が原因と推察される。
【結語】検査時間は概ね適正範囲内であったが一部に作業環境が整っ
ていない施設がある。産業保健・労働衛生の３管理に基づき日常業務
を振り返ることは技師の健康問題を考える上で有意義である。

1-5-04
エクオール検査（ソイチェック）導入後の結果と活用の検討
地方独立行政法人　新小山市民病院　予防医学センター

○中
な か の

野　真
まさひろ

宏　　篠原　裕枝
【目的】エクオール検査は、女性ホルモンの化学構造式に類似した尿
中エクオール量を測定する検査である。女性受診者の関心度が高く、
女性ホルモンと加齢に伴う生活習慣病や更年期症状の発症予防と指導
を目的に 2017 年、エクオール検査をオプション検査に導入した。受
診者のエクオールレベルと生活習慣病関連検査の傾向を調べ活用す
る。
【対象・方法】2017 年 4 月～ 12 月に人間ドックの女性受診者 475 名（年
齢 57.3 ± 13.6 歳）中、エクオール検査を選択した 124 名（26％）中
30 歳～ 65 歳以下の受診者 98 名（21%）を比較検討した。
【結果】エクオール検査を受けた 98 名の年齢は 49.7 ± 8.5 歳。30 歳代：
14 名、40 代：32 名、50 代：38 名、60 代：14 名だった。エクオール
産生表記は、レベル 1から 5段階で、レベル１：20 名、レベル２：39 名、
レベル３：25 名、レベル４：14 名、レベル５：0名だった。レベル１
と２が、エクオール非産生群、レベル３、４、５はエクオール産生群
になり、非産生群 59 名（60%）、産生群 39 名（40%）だった。年代別
では、30 代のエクオール非産生者：8名（57%）、産生者：6名（43%）、
40 代：20 名（63%）、12 名（37%）、50 代：23 名（61%）、12 名（39%）、
60 代：8 名（57%）、6 名（43%）だった。各年代別、レベル別に、脂
質異常症、糖尿病、内臓脂肪量、血圧脈波等で比較検討したが、両群
で統計的有意差は認めなかった。エクオール産生者と非産生者の割合
は４：６であり当施設においてはエクオール非産生者が多かった。
【考察】エクオール検査は、４人に１人受ける受診者の関心度が高い
検査である。しかし、当日結果説明ができないため自覚症状や食習慣
の問診は必須である。受診当日は、結果表サンプルを活用し、後日に
結果の解釈ができることが重要である。自己のエクオール産生レベル
を知ることにより、女性ホルモン低下に関与する生活習慣病、骨粗鬆
症、自律神経失調症状などの発症予防や食生活改善の動機づけに活用
できる検査と推察できる。

1-5-05
当センターにおける受診者の治療薬と健康状態に関する意識に
ついて
三井記念病院　総合健診センター

○金
かなやま

山由
ゆ み こ

美子　　澤口美代子　　浅野　真紀　　石坂　裕子
【背景】近年わが国では慢性疾患患者が増加傾向にあり、その発症予
防から合併症対策とともに疾患と向き合い、支えていくための支援が
課題となっている。服薬などの薬物療法は重要な役割を占めているが
日常生活の中で定期的な服薬を実行していくことは難しく、服薬率が
低いことが問題となっている。今回問診票改訂の際、受診者の現病歴
と実際に服薬している薬が異なることが散見された。そのため当セン
ターにおいて慢性疾患治療中の受診者の服薬と意識について調査をし
た。【方法】２０１７年１月～同年１２月に受診した１１９６６名を
対象とする。高血圧、糖尿病、脂質異常症、高尿酸血症で服薬中の受
診者を抽出し、問診票に記入している現病歴と内服薬情報が一致して
いるかを調査した。一致している群としていない群において、年齢、
性別、職業、婚姻歴、腹囲、ＢＭＩなどを分析した。【結果】慢性疾
患治療中の受診者の平均年齢は６３．２歳だった。高血圧治療中の受
診者は２５５９名、糖尿病６１１名、脂質異常症２０９９名、高尿酸
血症１０４９名であった　そのうち一致していない群は、高血圧で
６４８名、糖尿病１７８名、高脂血症１０４９名、高尿酸血症３７３
名であった。【考察・結語】日本の現状において、糖尿病患者の３分
の２が、高血圧、脂質異常症の患者では約半数が薬を正しく服用して
いないという報告がある。当センターの結果からも脂質異常症におい
て半数が服薬していながらも受診者の意識が低いことがわかった。慢
性疾患における服薬率の低さの要因として、症状のある場合の服薬よ
りも自覚症状がなく予防的に服薬しなくてはならないことや服薬が長
期にわたることなどが指摘されている。一方で服薬の継続には、疾患
に対するリスクや薬の必要性についての知識を得ることが重要であ
る。今回の結果を踏まえ、人間ドック施設としての介入方法や受診者
教育を考え、その方法について今後検討していきたい。
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1-5-06
多機能 2 次元コードリーダーを使用した超音波診断装置への受
診者情報の入力
船員保険　北海道健康管理センター

○川
かわばた

端　清
きよふみ

文　　久保　一心
（背景）近年、超音波診断装置への受診者情報の入力は、手入力に代
わり RIS、MWMサーバーになどの導入によりシステム化されつつあ
り、受診者情報の入力ミス軽減や入力時間の短縮が図られている。し
かし、巡回健診においては検査画像に受診者情報を付帯するには、持
ち運び可能なMWM接続端末や後日に PACS へ画像送信時に、受診
者情報をマッチングさせるシステムを整備しなければならず、費用も
増大するためシステム化が難しい。今回、我々は巡回検診システムか
ら、印刷する採血管ラベルと多機能２次元コードリーダーを使用した
受診者情報の入力方法を構築したので報告する。（方法）当施設の外
来健診においては、既に予約・受付・結果などの業務がシステム化さ
れている。2016 年より巡回健診においても、巡回健診用ノートパソコ
ン端末に予約受診者情報をダウンロードし、健診先に携帯して採血管
ラベルを印刷するシステムを導入した。これに超音波検査のある受診
者には２次元コードの印字された超音波検査用ラベルを、印刷するよ
うに設定した。２次元コードには当日の受診番号の情報を印刷した。
また当施設では受診の前日までに受診者本人に受診票を送付し、当日
に持参していただいている。この受診票に受診ID、受診者名（ローマ字）
の情報を持たせた２次元コードを印刷した。２次元コードは、巡回健
診で使用している超音波診断装置の東芝製VIAMOのの構成に合わ
せ２つに分けて印刷した。２つの２次元コードには受診者情報のほか
に多機能２次元コードリーダーにフィールド送りをさせる：（コロン）
の文字を患者登録画面の構成に合わせて挿入しており、これをTAB
キーの入力へ変換するように設定した多機能２次元コードリーダーを
使用し、読み取ることで患者登録画面の任意フィールドへ入力できる
ようにした。（結果）採血管ラベルと多機能２次元コードリーダーを
用いることで比較的安価に入力作業を軽減することができた。

1-5-07
健診における転倒転落有害事象の発生傾向と予防策の検討
三井記念病院　総合健診センター

○佐
さ と う

藤　暦
こ よ み

美　　浅野　真紀　　石坂　裕子
【背景 · 目的】健診では頻度は少ないが転倒転落が起こりうる。高齢受
診者の割合が上昇しており、受診者の高齢化とともに転倒リスクはさ
らに高くなると考えられる。今後の転倒転落予防策を検討するために
過去の転倒転落事象を分析、検討した。【方法】2009 年 4 月～ 2018 年
3 月のドック受診者の転倒転落有害事象を調査した。当院では看護安
全員会で作成した転倒転落スクリーニング（＜１＞杖・車椅子・歩行
補助具を使用している＜２＞明らかなふらつきがあるもの＜３＞１カ
月以内に転倒転落歴のあることを自己申告した人）を使用し、ハイリ
スク者の鑑別を行っている。ハイリスクの有無、転倒の要因、問診を
用いて転倒転落有害事象を分析した。【結果】転倒転落有害事象は７
件あり、男性５名、女性が２名、平均年齢は 70.6 歳だった。ハイリス
ク者は筋ジストロフィーの経年受診者1名で前回より筋力低下があり、
心電図のベッド移乗の際に転落した。非ハイリスク者 6名中４名は 70
歳以上の高齢者（平均年齢 77.8 歳）であり、段差など外的要因が原因
と考えられる転倒であった。残りの２名は平均年齢 63.5 歳で検査が要
因となった転倒であった。また 6／ 7例で筋力低下の自覚ありとマー
クシートで回答をしていた。また 2014 年 11 月以降は 70 歳以上の転
倒がなかった。【考察】高齢者に外的要因が絡んだ転倒転落有害事象
が 2014 年 11 月以降無くなった要因として、前日に行われる他職種カ
ンファレンスでの転倒転落対応策を継続し定着してきたこと、2016 年
から開始したリスクのある受診者へのマーキング・事前問診が考えら
れる。検査による転倒転落では、受診者の起居動作や移乗・移動に伴
うことが多く、非ハイリスク者でも転倒転落リスクが高まることを意
識し、転倒時の対応を施設・職員で対応する必要があると考えられる。
また今後は転倒転落事例の記録を継続的に残し健診における転倒転落
を一括して評価できるシステムを構築していきたい。

1-5-08
後腹膜原発の Castleman 病の一例
芳珠記念病院　健診センター1

芳珠記念病院　内科2

芳珠記念病院　外科3

芳珠記念病院　病理診断科4

○安
や す い

井　裕
ゆ う こ

子 1　　臼倉　幹哉 2　　吉光　　裕 3　　北村　星子 4

患者は 58 歳、男性。人間ドックの腹部超音波検査で後腹膜腫瘤を指
摘され内分泌内科に紹介した。右腎上極の外側に 31mmの低エコー腫
瘤を認め、当初、副腎腫瘍疑いで画像診断を進めたところ、造影CTで、
右副腎付近（もしくは後腹膜）に 3cm程度の結節があり、造影早期
に比較的よく濃染し、褐色細胞腫あるいは多血性の神経性腫瘍の可能
性が考えられた。画像上、副腎との連続性ははっきりしなかった。高
血圧があり、副腎腫瘍に準じて検査を行ったが、褐色細胞腫は否定的
で、原発性アルドステロン症やクッシング症候群も否定された。成長
速度は不明だが、昨年までの検診では指摘されていないことから、診
断的治療として、紹介から４ヶ月後に外科で腹腔鏡下腫瘍全摘出術を
施行した。
肉眼所見では、3.7 × 2.2 × 1.8cm 大の弾性硬、淡褐色、充実性、境界
明瞭な腫瘍で、副腎との連続性は見られなかった。組織学的には、リ
ンパ濾胞を多数伴うリンパ節様の腫瘤で、リンパ濾胞では胚中心は萎
縮状で、硝子化した血管が散見され、内部に入り込むような血管も認
められた。マントル層はよく発達し、同心円状にリンパ球が配列する
像が見られた。組織像からは hyaline vascular type の Castleman 病
と診断された。
単中心性の hyaline vascular type の Castleman 病は切除が根治療法
であり、術後５カ月の腹部 CTで再発は認めていない。リンパ増殖性
疾患であるCastleman 病が後腹膜領域に偶発的に発見されることはま
れであり報告した。

1-5-09
CAVI と動脈硬化危険因子との関連
株式会社日立製作所日立事業所日立健康管理センタ

○沼
ぬ ま た

田　洋
よ う こ

子　　山本由起子　　石井　雄一　　小澤勢津子　
　詫間　紀子　　八杉　晃則
【はじめに】CAVI は動脈硬化の指標として用いられる。今回、当施
設におけるCAVI と動脈硬化危険因子との関連について調査したので
報告する。【対象】2016 年度人間ドックにて CAVI 検査を実施した男
性 9216 名。但し、食後測定、片側測定不可、測定時不整脈のあった
被験者は除外した。【方法】（1）CAVI と年齢、血圧、BMI、空腹時
血糖、TG、eGFRとの相関について調べた。また、喫煙経験がある受
診者（6106 名）の喫煙指数を算出し、その相関についても調査した。
（2）喫煙群、禁煙群、非喫煙群に分け、各々 5歳毎の年代別に CAVI
値の平均値を比較した。（3）1秒率 70％以上の正常群、70％未満の異
常群に分け、喫煙群、禁煙群、非喫煙群のCAVI 平均値を比較した。【結
果】（1）相関係数；年齢 r=0.6711、血圧 r=0.2797、BMI r= － 0.1516、
空腹時血糖 r=0.2439、eGFR r= － 0.2446 であった。喫煙指数の相関
係数はｒ＝ 0.3854 だった。（2）CAVI 値の年代別の比較では、年代が
上がるほど高値だった。各年代の平均値はどの年代も喫煙群、禁煙群、
非喫煙群の順に高値だった。（3）1秒率正常群のCAVI 値は、喫煙群 7.8
（47 歳± 8.5）、禁煙群 8.1（55 歳± 10）、非喫煙群 7.8（48 歳± 10.4）だっ
た。異常群では喫煙群 8.4（57 歳± 9.6）、禁煙群 8.7（65 歳± 9.7）、非
喫煙群 8.3（61 歳± 14.3）だった。喫煙指数の平均は正常群では喫煙
群 450、禁煙群 600、異常群の喫煙群 640、禁煙群 823 と異常群の方が
高値であった。【まとめ】今回調査した中で CAVI と最も相関が強い
のは年齢、次いで喫煙指数であることがわかった。１秒率の正常群、
異常群に分類して 3群の比較をしたところ、異常群では喫煙群の平均
年齢は一番若かったが、CAVI 平均値は非喫煙群より高かった。喫煙
した年数、本数が多いほどCAVI が高値になることが示唆された。
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1-5-10
当院人間ドック受診者における血管内皮機能障害に関連する動
脈硬化危険因子の検討
公立学校共済組合近畿中央病院　循環器内科1

公立学校共済組合近畿中央病院　臨床検査科2

公立学校共済組合近畿中央病院　看護部（人間ドック棟）3
公立学校共済組合近畿中央病院　健康管理センター4

公立学校共済組合近畿中央病院　総合診療科5

○和
い ず み

泉　匡
まさひろ

洋 1　　大嶋　有一 1　　大西　且訓 2　　佐々木信治 2　
　吉田恭太郎 2　　石田　　芳 3　　内田　輝美 3　　高木美智子 4　
　斎藤　　博 4　　高見　　宏 5

【背景】動脈硬化は血管内皮機能障害を第一段階として発症し、さら
に進展すると心血管合併症を発症すると考えられている。血管内皮機
能の低下は可逆的であることより、血管内皮機能の低下を早期に発見
し、治療介入を行えば、動脈硬化の進展を抑制し、心血管合併症の
発症を予防することができる。【目的】当院人間ドック受診者におい
て、血管内皮機能検査を用いて動脈硬化を評価し、血管内皮機能と動
脈硬化危険因子との関連性を検討する。【方法】対象は、当院人間ドッ
ク受診者で本研究に参加することに同意が得られた男性 72 人のうち、
すでに糖尿病・高血圧・脂質異常症の薬物治療を受けている受診者を
除いた 50 人（平均：56 ± 6 歳）。＜ 1＞ユネクス社製UNEXEF18VG
を用いて、内皮依存性血管拡張反応（brachial artery flow-mediated 
vasodilatation: FMD）測定検査を施行し、血管内皮機能を評価。＜ 2
＞血管内皮機能（FMD）と年齢・BMI・胴囲径・血圧・糖代謝及び
脂質の各種パラメーター・eGFR・尿酸・高感度 CRPとの関連性を検
討。＜ 3＞ 血管内皮機能（FMD）と内膜中膜複合体厚（IMT）・血圧
脈波検査（CAVI）・ABI との関連性を検討。【結果】＜ 1＞ FMDの
平均値は 5.1 ± 1.9% で、内皮機能障害（FMD＜ 5.0%）は 64.0% に認
められた。＜ 2＞単回帰分析において、血管内皮機能はBMI・胴囲径・
収縮期血圧・負荷後 2時間血糖値・HbA1c と負の相関傾向を認めた。
重回帰分析においては、負荷後 2時間血糖値・BMI が独立して関連す
る因子であった（β =-0.320/P=0.022、β =-0.314/P=0.025）。＜ 3 ＞ 
FMDと IMT・CAVI・ABI との間には有意な相関関係は認めなかった。
【結語】当院人間ドック受診者における検討では、負荷後 2時間血糖値・
BMI が独立して血管内皮機能障害に関連することが示唆された。耐糖
能異常・肥満に対する早期介入が、将来の心血管疾患予防につながる
と考えられる。

1-5-11
10 年間の喫煙が大血管スティフネスに及ぼす影響
医療法人如水会　オリーブ高松メディカルクリニック　予防医療センター

○福
ふ く い

井　敏
と し き

樹　　山内　一裕　　松村　周治　　丸山　美江　
　岡田　紀子
【目的】我々は長年に渡って種々の生活習慣病関連因子と大血管のス
ティフネス指標である上腕足首間脈波伝播速度（baPWV）の関連に
ついて報告を続けてきた。最近では本学会や学会誌において、生活習
慣病関連因子の重積や内臓脂肪蓄積、高尿酸血症の影響についての
経年変化の解析結果を報告した。喫煙は動脈硬化の危険因子である
が、baPWVに対する喫煙の影響についての縦断解析的な報告はまだ
ほとんど見られない。【方法】今回我々の施設での健診受診者で、こ
れまで baPWVを測定した男性 7251 名のなかで、10 年間の喫煙状況
の推移を把握し得た継続非喫煙者（非喫煙群）および 10 年間喫煙継
続者（喫煙群）の男性 419 名を抽出した。女性は喫煙者が非常に少な
いので、今回は男性のみを解析対象とした。そして 10 年の経過中で
禁煙を開始した者、禁煙と喫煙を繰り返している者は除外した。さら
に baPWVの最大の影響因子である血圧の影響を除外するために、10
年間の経過の中での降圧薬服用者を除外した男性 274 名を解析対象
者とした。【成績】解析対象者のうち喫煙群は 93 名、非喫煙群 181 名
であった。両群初年度（および 10 年後）の年齢、BMI、血圧、生活
習慣病関連因子の中で、有意差を認めたものはHDLコレステロール
と中性脂肪（中性脂肪は 10 年後のみ有意）のみであった。10 年間の
baPWVの増加は、喫煙群 200 ｃｍ /sec、非喫煙群 128 ｃｍ /sec と喫
煙群の方が有意に大きかった（p＜ 0.01）。【結論】今回の結果から 10
年間にわたる喫煙による大血管の動脈硬化の進展への影響を baPWV
で把握できることが初めて示された。

1-5-12
肥満者における CAVI の検討
亀田メディカルセンター　健康管理科1

亀田メディカルセンター　超音波検査室2

亀田メディカルセンター　健康管理センター健康管理課3

亀田メディカルセンター　健康管理支援室4

○馬
ま じ ま

嶋健
けんいちろう

一郎 1　　佐々木美和 2　　塚田　喜子 1　　中山　　瑞 1　
　江夏佑里子 1　　蔵本理枝子 1　　渡邉　真路 3　　鴇田　光代 4　
　篠田　　誠 3　　村木　洋介 1

【目的】Cardio-ankle vascular index（CAVI）は動脈硬化の指標であ
り有用だが、肥満者で値や血管年齢が低く判定され良好な結果となる
事をしばしば経験する。肥満者におけるCAVI の健診判定を考えるた
め、CAVI 値や血管年齢について分析した。また、CAVI 結果が良好
な者は真に血管病変が少ないのかを推定した。
【方法】3年間の人間ドックでの CAVI を対象とした。生活習慣病薬
（糖尿病・脂質異常症・高血圧・高尿酸血症）、動脈硬化や塞栓予防の
抗血栓薬の内服者は除外した。肥満の有無で、心血管病変リスク因子
やCAVI 結果を分析した。多変量解析でCAVI 値に影響する因子を検
討した。またCAVI の血管年齢結果を肥満の有無で検討した。加えて
高度な大脳白質病変、陳旧性脳梗塞の脳MRI 血管病変が、「肥満あり・
血管年齢低下群」で増えているかを調査した。
【成績】対象者は 839 名。非肥満群と比べ肥満群は心血管病変リス
ク因子を有意に認めたが、CAVI 値の結果は 8.0、7.7 と有意に肥満
群の方が低かった。性別、年齢、肥満有無、収縮期血圧、HbA1c、
LDL-C、HDL-C、TG、HbA1c、喫煙を調整した多重回帰で、肥満あ
りは CAVI 値低下の有意な因子だった（回帰係数推定 -0.36）。血管年
齢低値の割合は、非肥満群で37.1% （234/630）、肥満群で47.6％（99/208）
であり、有意に肥満群で多かった（P= 0.01）。脳MRI血管病変の有無は、
「肥満なし・血管年齢実年齢相応群」と比べて「肥満あり・血管年齢
低値群」に有意な差はみられなかった（Logistic 回帰分析、OR0.8、
P=0.62、肥満有無と血管年齢結果の組み合わせ、年齢、性別を説明変
数として交絡を調整）。
【結論】肥満は CAVI 値を有意に低下させる。肥満者の約半数におい
て血管年齢低値と判定された事は、血管年齢で健診判定をつけると肥
満者の生活習慣改善を妨げる懸念がある。一方で、血管年齢低値の肥
満者において脳MRI 血管病変は増えておらず、健康な肥満者を反映
している可能性も示唆された。

1-5-13
眼底検査所見と動脈硬化に関連する健診結果との関係について
一般財団法人　石川県予防医学協会
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司　　川上　尚子　　魚谷　知佳　　新田　千恵　
　木部　佳紀　　古河　浩之　　酒井　哲夫　　崎山　優子　
　宮本由紀子　　山下ゆみ子
【目的】眼底検査は循環器疾患の予防や管理を目的として健康診断や
人間ドックで行われている。しかし、本学会で人間ドック受診者の有
所見率が低下していることを報告しているが、そのこともあって目的
が緑内障など眼科疾患の発見に変わってきている感もある。そこで、
単年度の比較ではあるが、改めて眼底検査所見と動脈硬化に関連する
健診結果との関係について今回検討したので報告する。【対象】平成
28 年 4 月 1 日から平成 29 年 3 月 31 日までの 1年間に当協会の職域健
診を受診し、データが得られた 40 歳～ 64 歳までの男性 6,393 名（平
均 50.0 歳）、女性 5,049 名（平均 50.4 歳）の合計 11,442 名を対象とし
た。【方法】撮影には、キャノン社製・無散瞳カメラCR-DGi を用いた。
判定は、Scheie 分類を基にした旧日循協の基準を用い、眼科医 1名と
当協会医師 1名の 2重読影で行い、最終判定は、眼科所見に関しては
前者の医師が、高血圧性変化（以下H所見）、硬化性変化（以下 S所
見）に関しては後者の医師が行った。今回はH所見・Ｓ所見・眼底出
血について高血圧、高 LDL コレステロール、耐糖能異常、喫煙、腹
囲との関連を検討した。【結果】男女ともにすべての所見において年
代の上昇とともに有所見率も増加していた。高血圧および腹囲の該当
者では、H所見・S所見・眼底出血所見のすべての所見で非該当者に
比して有意に有所見率が高い結果であった。また、耐糖能異常該当者
は男性では眼底出血所見で、女性ではすべての所見で、脂質該当者は
女性のすべての所見で有意に有所見率が高い結果であった。さらに多
重ロジスティク分析を行うとＨ所見は高血圧、Ｓ所見は高血圧と女性
では高血圧と喫煙が有意に影響しており、眼底出血は耐糖能異常、高
血圧であった。【まとめ】眼底検査の意義について再度検討を行ったが、
高血圧や耐糖能異常、腹囲との関連がみられ、これらの病態の管理指
導や合併症の予防のために眼底検査は有用であることが示唆された。
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1-5-14
運送業の男性における頚動脈エコー所見と動脈硬化関連因子の
検討
医療法人社団　同友会1

順天堂大学　医学部　総合診療科2
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　高谷　雅史 1

【目的】頚動脈エコーは、オプション検査として施行される事が多い
が、運送業のT事業所では、定期健康診断時にドライバー全員を対象
に実施している。本報告では、運送業のドライバー男性における頚動
脈エコー所見と動脈硬化関連因子について検討した。【方法】対象は
2015 年 4 月 1 日から 2016 年 3 月 31 日までに、T事業所において定期
健康診で頚動脈エコーを実施した男性 832 名（平均 46.3 ± 9.4 歳）か
ら、高血圧、脂質異常症、糖尿病の治療中の者を除外した 668 名。頚
動脈エコーは、日立アロカ超音波診断装置Noblus を使用した。最大
内膜中膜複合体厚（max IMT）1.1mm以上のものを所見あり群、1.1mm
未満を所見なし群とした。所見の有無と健診データ及び生活習慣との
関連を検討した。【結果】maxIMTは平均 1.06 ± 0.5mm、所見あり群
は 188 名（22.6％）であった。年齢が高い方がmaxIMTは大きく、健
診データでは腹囲、収縮期血圧、拡張期血圧、LDLコレステロール、
空腹時血糖、HbA1c で maxIMTとの関連を認めた。生活習慣では喫
煙年数、睡眠、保健指導の希望について、maxIMTと関連または傾向
を認めた。【考察】先行研究同様、maxIMTと血圧、脂質、耐糖能な
どの検査データは関連を認めた。一部の生活習慣に関しては良好な生
活習慣の方がmaxIMTは大きかったが、本報告では単変量解析であ
る事や因果の逆転などの限界が考えられる。今後は多変量解析や経年
比較を実施検討したい。

1-5-15
ライフスタイルとメタボリックシンドローム新規発生：８年コ
ホート研究
医療法人社団　せいおう会　鶯谷健診センター1

獨協医科大学医学部　公衆衛生学講座2

○開
かいぬま

沼みなみ 1　　春山　康夫 2　　本井　正代 1　　加藤久美子 1　
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【目的】本研究では好ましくない生活習慣が重なった場合とMetS 新
規発生との関連を明らかにすることを目的とした。
【方法】H20 年度に鶯谷健診センターにて健診を受診した 20 ～ 60 歳
の 84,761 人のうち、MetS 該当者、診断項目及び問診の欠損を除いた
72,710 人に対して 8年間でのMetS 新規発生を追跡した。生活習慣は、
喫煙、飲酒（頻度・量）、運動習慣、身体活動、食事速度、夕食時間、
間食、朝食欠食、睡眠の 10 項目を用いた。男女別の好ましくない生
活習慣の「良い群」「やや良い群」「やや悪い群」「悪い群」（四分位）
とMetS の新規発生との関連は、Cox 比例ハザードモデルとトレンド
検定により分析した。本研究は獨協医科大学生命倫理委員会により承
認を受けた。
【成績】男女ともにMetS発生との関連が有意に認められた生活習慣は、
「飲酒量 3合以上」、「食事速度」、「身体活動」、「運動習慣」、「喫煙」、
「朝食欠食」と「夕食時間」であった。その他、男性の「夕食後の間食」
とMetS の発生の関連が認められた。生活習慣「良い群」に比べて「や
や良い群」「やや悪い群」「悪い群」におけるMetS 発生の性・年齢調
整HRs（95％ CI）は、男性では 1.15（1.08,1.22）、1.33（1.25,1.41）、1.53
（1.45,1.62）で、女性では、1.11（0.91,1.35）、1.28（1.05,1.57）、1.57（1.28,1.93）
で、それぞれのトレンド検定は有意に認められた（p＜ 0.001）。
【結論】本研究の結果から、男女ともに好ましくない生活習慣が重な
るほど、MetS 新規発生のリスクが高くなることが明らかとされた。
また、個別の生活習慣の中では、男女ともに１回 3合以上の飲酒が
MetS 新規発生との関連が最も強く、次に男性では早食い、女性では
朝食欠食がMetS 発生のリスクが高かった。保健指導の現場では、適
量飲酒を徹底的に指導すること、またゆっくり食べることや朝食をと
る習慣を作ることなど、１つでも好ましくない生活習慣を減らすこと
で、MetS の発生予防の一役を担うと思われる。

1-5-16
思い出し法による 20 歳時の体重（BMI）およびその後の体重
増加量と、現在の検査データとの関連（30 歳～ 50 歳代、職域
男性）
愛知県健康づくり振興事業団1

あいち健康の森健康科学総合センター2
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希 1　　大竹　麻未 2　　村本あき子 2　　津下　一代 2

【目的】特定健診問診票に「20 歳の時から 10 ｋｇ以上増加している」
があり、特定保健指導該当と関連が指摘されている。20 歳時 BMI と
その後の体重変化が 30 ～ 50 歳代の健康状態へ及ぼす影響について検
討。【方法】30 ～ 59 歳職域男性 1,959 名の H28 年度健診データ、質
問票（思い出し法による 20 歳時の体重 , 週当り飲酒頻度 , 飲酒量（1
合未満 , １～２合 , ２～３合 , ３合以上）、喫煙習慣、運動習慣、運動
経験を用い、1：体重増加量を 30・40・50 歳代の 3群比較 2：体重増
加量別〔＜ 0, ０≦＜ 10,10 ≦（kg）〕に健診データを比較 3：20 歳時
BMI 別〔＜ 18.5,18.5 ≦＜ 25,25 ≦〕に健診データを比較 4：H28 年度
の SBP,TG,HDL,LDL,HbA1c を従属変数とした重回帰分析（強制投入
法）を年代別に実施。20 歳時 BMI, 体重増加量 , 飲酒頻度 , 飲酒量 , 喫
煙 , 運動習慣 , 運動経験を投入因子とし、「20 歳時 BMI、体重増加量、
20 歳 BMI・体重増加量」を投入しない場合も実施。【結果】1：体重
増加量は 30 歳代（3.97kg ± 6.64）、40 歳代（7.28 kg ± 7.32）、50 歳
代（7.68 kg ± 7.71）で、30 歳代は 40・50 歳代より有意に低値。2：
10 kg ≦群について 30 歳代は SBP,DBP、40 歳代は GTP、50 歳代は
SBP,LDL,GOT以外で他 2群と有意な差があり。3：20 歳時 BMI25 ≦
群について 30 歳代は BMI,SBP,TG、40 歳代は BMI,SBP,HbA1c、50
歳代は BMI,HbA1c が他 2 群より有意に高く、どの年代も体重増加
量 ,HDL は有意に低い。4：50 歳代の SBP,LDL 以外で 20 歳時 BMI、
体重増加量と有意な関連があり、「20 歳時 BMI、体重増加量、20 歳
時 BMI・体重増加量」を投入しない場合、50 歳代のHbA1c 以外の項
目でR値は低下。【考察】思い出し法による 20 歳時体重から算出した
BMI、体重増加量でも、健診データへ関連がみられ、20 歳時体重の聞
き取りは健康状態のアセスメントに有効と示唆された。20 歳時の肥満
や体重増加はその後の循環器リスクを高めるため、若年期肥満や体重
増加の予防は、中高年の健康維持へ重要と推察される。

1-5-17
若年健診における高度肥満者への当院の取り組み～ 20 歳代と
30 歳代の比較～
医療法人社団　霞山会　MYメディカルクリニック

○笹
ささくら

倉　　渉
わたる

【はじめに】近年、食生活の欧米化に伴い、肥満症の有病率が急速に
上昇している。とりわけ、若年者の肥満症が増加しており、「20 歳で
BMI45 の人は同年齢の正常体重者より余命が 13 年短くなる」との報
告もされており、世界保健機関（WHO）でも肥満は重大な疾病と位
置付けられている。【対象と方法】当院では 2017 年 4 月から 12 月に
かけて 20 歳代 8760 例と 30 歳代 7498 例の健診を行った。そのうち
BMI35 以上の高度肥満者抽出し、その頻度および併存疾患の有病率
を 2群間で比較検討した。【結果】高度肥満者は 20 歳代 /30 歳代にお
いて 61 例（0.7％）/79 例（1.1％）（P=0.02）であった。男性比率は
40 例（65.6％）/50 例（63.3％） （P=0.781）で、平均年齢±標準偏差は
25.9 ± 2.1 歳 /33.8 ± 2.9 歳であった。平均腹囲は 113.8 ± 8.5cm/116.2
± 9.5cm（P=0.270） で、 平 均 BMI は 37.5（35 ～ 46）/38.6（35 ～
50.7）（P=0.025）であった。併存疾患（判定C以上、20 歳代 /30 歳代）は、
高血圧 25 例（40.9％）/40 例（50.6％）（P=0.258）、高脂血症 30 例（49.1％）
/50 例（63.3％）（P=0.09）、耐糖能障害 15 例（24.6％）/25 例（31.6％）
（P=0.358）を合併していた。【結語】30 歳代は 20 歳代と比較し高度肥
満者は有意に多く、高血圧、脂質異常症、耐糖能障害等の併存疾患は
2群間で統計学的有意差はないものの 30 歳代で多い傾向にあった。当
院はこれらの高度肥満者に対して、肥満であることを通知し、減量専
門外来への来院を促し、そのリスクと早期治療介入の必要性を説明し
ている。内科的減量治療法として主に食事・運動・薬剤を中心とした
治療方法を提供し、生活基盤に準じて治療法を選択できるシステムを
構築した。さらには治療オプションとして、減量外科治療が長期的で
効果的な減量方法であることを説明し、希望者に対しては専門外来か
ら外科治療が可能な専門病院への紹介・連携を行っている。
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人間ドックにおける尿 pH とその他の検査項目との関連に関す
る検討
社会福祉法人　聖隷福祉事業団　保健事業部　聖隷健康サポートセンター
Shizuoka1
聖隷福祉事業団　保健事業部2
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　福田　崇典 2

【はじめに】
近年わが国では、食生活の変化や飲酒・喫煙などの生活習慣により、尿 pHが酸
性側にシフトしている人が増加傾向にあることが報告されている。今回私たち
は、中間尿 pHに着目し、問診データ、身体計測、および生化学検査項目データ
などとの関連性について検討した。
【対象と方法】
2015 年 3 月までの過去 3年間に当施設で実施した、人間ドック延べ 42,098 件の
うち、糖尿病 , 脂質異常症に対する治療歴がなく、かつ 3年連続で受診した 6,112
名（男性 3,535 名、女性 2,577 名、平均年齢 51 歳）を、3年連続 pH5.5 以下（A群 :840
名）、pH6.0 ～ 6.5（B群 :1,012 名）、pH7.0 以上（C群 :129 名）の 3群に分けて以
下の項目について男女別に、t検定 , カイ二乗検定にて有意差検定を行った。
t検定を行った項目
（1） BMI,（2） 腹囲 ,（3） 問診情報から得られた野菜・塩分・油分などの摂取量
（4） LDL コレステロール /HDLコレステロール（以下 L/H比）
（5） non-HDL コレステロール（以下 non-HDL）、（6） 空腹時血糖値、（7） 尿酸値
カイ二乗検定を行った項目
（8） 飲酒、（9） 喫煙
【結果】
男性では、BMI、腹囲、L/H比、non-HDL、尿酸値、「塩分を控えていない」、「油
を使った料理は 1日 2 回以上」の各項目で、女性では、尿酸値でA群と C群間
で有意差を認めた。一方、女性のBMI, 腹囲 ,L/H 比 ,non-HDL では有意差を認め
なかった。また、空腹時血糖値は男女ともに有意差を認めなかった。飲酒 , 喫煙
については、男性ではA群と C群間で有意差を認めた。一方女性では有意差を
認めなかった。
【まとめ】
尿 pHは、男性では BMI、腹囲、脂質関連項目、尿酸値、飲酒、喫煙、女性で
は尿酸値などによって変化することから、食生活や飲酒、喫煙などの生活習慣
の改善指導に利用出来る可能性が示唆された。

1-5-19
口腔チェックによる歯肉状態および清掃状態と肥満との関係
トヨタ自動車株式会社　健康支援センターウェルポ1

トヨタ自動車健康保健組合2

○花
は な き

木　麻
ま い

衣 1　　北原　嵩章 1　　諏訪　雅貴 1　　坂口　元雅 1　
　別所　祐次 1　　木田　　明 1　　小澤　謙二 1　　高橋　恭弘 2　
　本下　　正 2　　横地　　隆 1

【背景】近年、歯周病と全身状態との関連が注目されており、歯周病
と肥満の関連を示唆する報告もなされている。当施設では 2016 年 4
月から4年毎の節目健診に歯科衛生士による口腔チェックを導入した。
【目的】歯肉状態および清掃状態と腹部 CTによる内臓脂肪面積（以
下VFA）により分類した肥満との関係を分析する。
【対象】2016 年 4 月～ 2017 年 3 月に当施設を受診した男性 24-65 歳（Ν
＝ 12,261）、女性 41-67 歳（Ν＝ 3,077）。
【方法】VFA100cm2 以上の者（以下肥満群）と 100cm2 未満の者（以
下非肥満群）に群別。歯肉状態を、正常～歯肉炎（以下歯肉良好群）、
歯周病軽～重度（以下歯肉不良群）に分類。清掃状態は、磨き残し無
（以下清掃良好群）、磨き残し有（以下清掃不良群）に分類し、肥満群
と非肥満群の歯肉状態と清掃状態の差異を調査。さらに、肥満の有無
と清掃良好・不良の 4群に分け、歯肉状態との関係を分析した。
【結果】歯肉状態と肥満の関係では、非肥満群の歯肉不良群は男性
32%、女性 18% に対し、肥満群では男性 41%、女性 33% と有意に高
かった。清掃状態と肥満では、非肥満群の清掃不良群は男性 80%、女
性 70%に対し、肥満群では男性 87%、女性 79%と有意に高かった。4
群に分類した場合、肥満でも清掃良好であれば歯肉不良の割合は非肥
満群と差がなかった。しかし、清掃不良群では、肥満群の方が歯肉不
良群が多かった。
【考察】他の先行研究と同様に、肥満群に歯肉不良群が多かった。また、
清掃不良群も肥満群に多く、これらには関連性があるが、肥満群でも
清掃良好であれば歯肉の悪化が防げることが示唆された。さらに清掃
不良の場合、肥満群に歯肉不良群が多く、肥満の促進要因と正しい歯
磨きが出来ていない者に共通するパーソナリティが存在するのかもし
れない。よって、各論的な指導より自分の健康に対する意識が高まる
ようなアプローチも必要だと考える。

1-5-20
メタボリックシンドロームを意識させる健診で役立つソフトに
ついて
安来市立病院

○水
み ず た

田　正
まさよし

能
特定健診では、メタボリックシンドロームの概念を応用して糖尿病対
策を行う事を目指し、40 歳から 74 歳までの中高年保険加入者を対象
に、メタボリックシンドローム該当者、または予備軍と判定された人
に対して特定保健指導を行うことを義務づけている。腹囲が男性で
は 85cm 以上、女性では 90cm 以上を内臓肥満ありと判定し、そのう
えで、脂質異常症・血圧高値・空腹時高血糖の 3つの異常のうち 2つ
以上を合併すると、メタボリックシンドロームと診断する。当院でも
健診でメタボリックシンドロームを、受診者に強く自覚させることが
必要と考えている。当院の健診では、パソコンに標準装備してある
Microsoft の Excel と Access を使い、受診者に説明できるソフトを作
製し使用している。診察では 2画面で Excel の判定ソフトと、Access
のデータベースソフトを同時に展開して、受診者に詳細な説明を行っ
ている。重点的にメタボリックシンドロームの判定を行い、データベー
スで過去のメタボリックシンドロームの状況も提示し、条件の 3項目
のうち、どの項目をより改善する必要があるかによって指導内容を変
更している。当院での健診を受けた平成 23 年度から 29 年度までの、
のべ 16,946 人の結果を検討すると、腹囲測定のあった全 15,965 人で、
メタボリックシンドロームと判定されたのは 1,485 人で全体の 9.3％。
そのうち男性では 7,485 人中 1,217 人で 16.3％、女性の 8,480 人中 268
人で 3.2％であった。年度別では平成 25 年度の 10.4％を頂点として、
この 4年は下降傾向で、特に男性は平成 25 年度の 18.2％から平成 29
年度は 14.4％と、メタボリックシンドロームが統計上では減少してい
る。メタボリックシンドロームへ重点をおいた指導の表れであればと
考え、今後の健診での指導を心がけていきたい。

1-5-21
原発事故被災地（福島県）で、成人での、避難者（evacuee）
と非避難者（non evacuee）における身体的影響の比較検討
いわき市立総合磐城共立病院　人間ドック

○伊
い と う

藤　順
じゅんぞう

造
【目的】文部科学省の調査によれば、原発事故被災地福島県の 17 歳以
下の子供において、肥満傾向のある子供の割合は、全国平均を上回っ
ていた。そこで今回、30 歳以上の成人において、避難者（evacuee）
と非避難者（non-evacuee）において、肥満傾向をメタボリックシン
ドローム（以下メタボ）の頻度で比較検討した。【方法】2016 年から
2017 年に当ドックを受診した、双葉町役場職員（以下 F）72 名（男
女比 3.2：男性 55、女性 17、平均年齢 44.58 ± 9.9）を evacueet とし、
県職員（以下 K）114 名（男女比 3.8：男性 90、女性 24、平均年齢
48.08 ± 7.7）を non-evacuee として、メタボの頻度を比較検討した。【成
績】メタボの頻度は、Fの 34.7％（25/72）に対してK22.8％（26/114）と、
evacuee のほうが non-evacuee より高い傾向を認めるも、有意差はな
かった（P＝ 0.09）。Fのメタボに陥った主な理由は、狭い部屋での共
同生活（高校のひと教室に 10 ～ 20 人が雑魚寝し、被災住民も同じ高
校に避難している職住非分離）による身体活動の減少、高カロリー食
品（三食とも菓子パン、カップめん）の摂取、町役場移転にともなう
単身赴任の常態化（外食中心）であった。すなわち、成人の evacuee
における肥満傾向の出現は、生活習慣の急激な破たんが原因であり、
子供における「幼少時は放射線の影響を懸念して外遊びの自粛がはか
られ、就学してからは学校が屋外活動の制限をしたことが影響した」
とは異なっていた。【結論】原発事故被災地での身体的影響は、成人
において、メタボリックシンドロームの増加という形で出現しており、
evacuee の最大の健康問題は肥満対策にあると考えられ報告した。
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1-6-01
精密検査受診率向上の取り組み
～医療者からの直接受診勧奨と全員紹介状発行、追跡調査の効
果～
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

○竹
たけうち

内まどか　　茂木　雪江　　光畑　桂子　　平沼　ゆり　
　内藤　隆志
【背景】当センターでは、2009 年度までは希望者に保健相談や紹介状
の発行を行っており、胃内視鏡のみ検査時に医師から結果説明と対象
者への紹介状発行を行っていた。2010 年度から医師面談のあるコース
の受診者全員に保健相談を実施し、2012 年度から精査対象者全員に紹
介状を発行した。また 2013 年度から 6ヶ月後の受診状況について追
跡を行った。
【目的】医師面談や保健相談による受診勧奨、紹介状、追跡の有無が、
がん検診における把握しえた精密検査受診率（以下、受診率）に与え
る影響について検討する。
【方法】当施設の受診者数は 2009 年度、2016 年度でそれぞれ、32,135 人、
38,918 人で、そのうち要精査となった胸部Ｘ線 1415 人、1093 人、胃
内視鏡 446 人、416 人、胃Ｘ線 382 人、189 人、便潜血 1650 人、1691
人を対象とした。医師面談・保健相談、紹介状、追跡の有無と把握率
について有意差の検定を行った。
【結果】2009 年度の受診率（%）は、面談・相談無と有でそれぞれ
胸部Ｘ線 34.4、63.3、胃内視鏡 66.7、64.5、胃Ｘ線 26.7、41.5、便潜
血 18.4、28.4 であった。2016 年度は、胸部Ｘ線 72.6、92.1、胃内視鏡
61.7、84.8、胃Ｘ線 60.7、76.7、便潜血 52.2、71.4 であった。内視鏡以
外のすべての項目において、年度に関わらず面談無より有の受診率が
有意に高く、面談の有無に関わらず 2009 年度より 2016 年度の受診率
が有意に高かった。内視鏡においては、2009 年度では面談の有無で受
診率に有意差はなかったが、2016 年度は面談ありが有意に高く、面談
無では年度間で有意差はなかったが、面談有は 2016 年度が有意に高
かった。
【考察】医師からの受診勧奨や、保健相談で受診先の医療機関を絞る
ことによって受診行動に繋がり、また、紹介状を全員に発行し、その
後の追跡を行うことで把握率が高まることが示唆された。内視鏡の結
果からは、保健相談単独で受診率を向上させることが示唆された。

1-6-02
要精密検査・要治療者に対する受診勧奨の取り組み
公益財団法人　SBS静岡健康増進センター

○高
たかはし

橋　彰
あ き こ

子　　大畑　裕加　　片瀬　則子　　廣田こずえ　
　松山　　薫　　塩村　惟彦　　佐橋　　徹　　古賀　　震　
　遠山　和成
【目的】当センターではがんの早期発見を目指して、健診日から 3ヵ
月経過した時点で要精密検査・要治療者のうち受診確認のとれていな
い方に調査用紙を郵送し、受診確認を行ってきた。更に調査用紙の返
信のあった方のうち、受診予定のない方全員に手紙や電話での受診勧
奨を行っている。今回、対象者を拡大して受診勧奨後の受診率を調査
し、受診勧奨の有効性を検討したので報告する。
【対象】2016 年 4 月 1 日から 2017 年 3 月 31 日までに健診を受け、3ヵ
月経過した時点で受診確認のとれていない 4,493 件に調査用紙を郵送
し、受診予定がないと返信のあった 194 件を対象とした。対象をがん
検診項目：便潜血、上部消化管X線・内視鏡、胸部X線・CT、前立腺、
子宮がん、乳がん（以下A群）、生活習慣病関連項目等：血圧、糖代謝、
脂質、肝機能、尿酸、腎機能、心電図、眼底、腹部超音波（以下B群）
の 2群に分け調査した。
【方法】194 件（A群：41 件、B群：153 件）には、電話や手紙で受診
勧奨を行った。手紙には、健診当日の医師の説明や過去のデータの推
移などを考慮し、病院や検査の案内を含め個別的な内容で作成した。
受診勧奨後の受診確認については、当センターへの連絡と翌年の健診
時の問診で確認した。
【結果】A群の 3 ヵ月以内受診率 45.6％、調査用紙返信時受診率
33.6％、受診勧奨後受診率 22.0％、最終的な受診率は 64.3％であった。
B群ではそれぞれ 11.9％、25.5％、30.1％、35.6％であった。
【考察】A群受診率は時間の経過とともに下がる傾向がみられること
から、早期の受診勧奨が大切で、健診当日紹介状を発行するなどの働
きかけが重要であると考える。B群においては、繰り返し促すことで
受診につながる傾向がみられ、生活改善をしてデータが正常化した方
もいた。今後もこの取り組みを続けるとともに、当日の結果説明や保
健指導にも生かしていきたい。

1-6-03
受診勧奨方法における効果評価からがん検診精度管理を考える
新潟県厚生連　上越総合病院　健診センター

○吉
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田　貴
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志　　大渕　香織
【目的】人間ドック健診受診者のがん検診精検受診率を向上させるた
め、文書および電話による受診勧奨を行ったので、その方法と効果を
検討する。
【方法】2014 年 4 月から 2017 年 3 月までの人間ドック健診の精検対象
者で、「胃（上部消化管X線）、肺（胸部X線）、大腸（便潜血）、腹
部超音波、乳（マンモグラフィ）、子宮（頸部細胞診）」に関して受診
勧奨を行う。精検対象者へ結果報告書、精密検査依頼書兼結果報告書、
返信用封筒、精密検査のご案内等を同封する。精検未受診者に対し、
ドック健診受診月から 3ヶ月後（1回目）、5ヶ月後（2回目）に受診
勧奨の文書、及びがん検診に関する啓発文書を送付。更に乳、子宮に
関しては受診月から 7ヶ月後（3回目）に電話による受診勧奨を行う。
3年間の累計における精検受診率、未受診理由等を把握し比較検討し
た。
【結果】胃、肺、大腸、腹部超音波における精検受診率（平均）は、
受診勧奨前 50.0％、1回目 66.8％（勧奨前比 16.7％増）、2回目 73.2％（1
回目比 6.5％増）、乳、子宮では、受診勧奨前 74.5％、1回目 85.3％（勧
奨前比 10.7％増）、2回目 89.0％（1 回目比 3.8％増）、3回目 92.2％（2
回目比 3.1％増）であった。精検未受診の理由として、「気になる症状
がないため」、「以前精密検査を受診して異常なし」、「次回のドックが
近いから」等が挙げられた。
【考察】精検未受診者へ受診勧奨を行うことで、精検受診率が向上した。
がん検診により異なるが、受診勧奨を行っていない年度と比べても約
15 ～ 30％増となった。受診勧奨は精検既受診者の拾い上げにつなが
ること、また受診勧奨の文書に未受診理由が記載できる欄を設けるこ
とで受診者の意思確認ができることは未把握率の減少に寄与すると考
えられる。未受診理由の把握から、がん検診に関する知識の啓発が重
要であることなど課題を明らかにすることができた。受診勧奨方法と
効果評価を継続的に行い更なる精検受診率の向上に努めたい。

1-6-04
AI 予測モデル（機械学習）を用いた特定健診対象者のグループ
分けとグループごとの通知介入効果の検証
全国健康保険協会福岡支部　企画総務グループ

○大
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江千
ち え こ

恵子
【目的】全国健康保険協会福岡支部の被扶養者の特定健診対象者は 20
万人を超えており、効率的な受診勧奨方法を模索している状況である。
特に個別勧奨を実施する場合、母数も大きいため費用対効果も考慮す
る必要がある。今回、「どのターゲットに受診勧奨すると効果的か？」
という視点で、AI 予測モデル（機械学習）を用いて、健診対象者の
健診受診確率によるグループ分け（10 グループ）を行い、どのグルー
プに介入の有効性が認められるかを検証した。【方法】本研究は、全
国健康保険協会福岡支部における保健事業として実施された無作為化
比較試験（平成 27 年度福岡支部パイロット事業）のデータを用いた
二次解析である。対象者は、被扶養者 40 － 74 歳のうち、過去５年間
（2010 － 2014）に少なくとも１回は受診した者とした。対象者をラン
ダムに２群に分けた後、介入群だけが 2015 年 11 月末に受診勧奨通知
を受け取り、対照群は何も受け取らなかった。４か月間のフォロー
アップ後、機械学習を用いて算出した健診受診確率に基づき 10 グルー
プに分け（例  健診受診確率０－９％のグループ、健診受診確率 10 －
19％のグループなど）、各グループについて両群の受診率を比較した。
解析方法はカイ二乗検定を用いた。【結果・考察】介入地域 48,217 人
の対象者のうち、介入群は 5,120 件、対照群は 38,313 件であった。予
測モデルに関しては、モデルの予測能力を示すAUC値は 0.738（95％
CI；0.725 － 0.751）であった。各健診受診確率グループに対する通知
介入の有効性に関しては、50 － 59 群の比較においてのみ、介入群と
対照群の統計的有意差が示された（P＝ 0.023）。通知介入による健診
受診率向上効果は、中程度の健診受診確率（50 － 59％）を有するグルー
プに対して行うのが最も効果的である可能性が示唆された。
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1-6-05
要精密検査対象者（人間ドック）への受診勧奨の現状と今後の
課題
佼成病院　健康管理室
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希　　山田　晴香　　松村　美紀　　湧川　温子　
　須山　出穂　　河口　正雄
【目的】当施設では、人間ドックの結果郵送時（1回目）、4ヶ月後（2
回目）、7ヶ月後（3回目）に手紙による要精密検査対象者への受診勧
奨を行っている。受診勧奨による受診率や受診しない理由を分析し、
受診率の向上のための対策について検討する。
【方法】対象は、平成 29 年 6 月 1 日から同 11 月 30 日までの人間ドッ
ク受診者のうち要精密対象 528 例で、生活習慣病関連項目（血圧・脂質・
糖代謝・肝機能・尿酸）、がん検診項目（胃・便・子宮・乳房）につ
いて要精密受診率を検討した。尚、受診率は、カルテおよび手紙や電
話による調査から算出した。また、1回目の受診勧奨後に受診が確認
できなかった 301 名に対して、受診しない理由をアンケート調査した。
【結果】1回目の勧奨後の受診率は、生活習慣病項目全体で 26.1％（血
圧 28.8％、脂質 16.5％、糖代謝 25.0％、肝機能 17.6％、尿酸 30.0％）、
がん項目全体で 44.2％（胃 35.6％、便 29.6％、子宮 46.1％、乳房
55.6％）であった。2 回目以降の勧奨後の受診率は、生活習慣病項
目全体で 46.3％（血圧 51.1％、脂質 38.7％、糖代謝 53.3％、肝機能
58.3％、尿酸 62.5％）、がん項目全体で 58.5％（胃 55.3％、便 51.1％、
子宮 66.2％、乳房 80.0％）と全ての項目で上昇していた。アンケート
の返信は 86 例（28.6％）で、そのうち未受診者は 38 例（43.6％）であっ
た。一番多い理由は、「忙しい・時間がない」が 52.6％、次いで「自
覚症状がない」が 28.9％であった。
【考察】2回目以降の受診勧奨で全ての項目で受診率が向上しているこ
とから、複数回の受診勧奨は有効であり、今後も継続していく必要が
ある。さらに、未受診者が医療機関に受診しやすい環境を整えるため、
ドック当日の外来予約実施や案内状の見直し、医療連携の充実などを
検討していきたい。

1-6-06
病院併設型施設の電子カルテと武田グループ統一の健診システ
ムの連携− Excel を経由した情報共有・受診勧奨・統計処理
宇治武田病院　健診センター1

武田病院グループ2
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子 1　　田伏　洋治 1　　西川亜友美 1　　饗庭オリエ 1　
　坪井　美加 1　　土屋　絵未 1　　武田　隆男 2　　武田　隆久 2　
　武田　道子 2　　武田　隆司 2

【目的】当施設は病院併設型でありながら、武田病院健診グループの
一機関という位置づけの健診センターである。併設病院とは検査デー
タを電子カルテで共有して円滑な二次受診につなげている。また、武
田グループ総合窓口とは健診システムで情報共有をすることで、健康
相談等の窓口を一本化し、受診者にわかりやすい運営に努めている。
今回は、この電子カルテと健診システムを Excel 経由で連携し、受診
勧奨に活用しているため、その工程を報告する。
【方法】医師は紹介文を電子カルテに入力し、内容のコピーを受診指
導で使用する Excel 文書へ貼り付け、共有サーバーへ保存する。この
ファイルから保健師が内容をコピーして健診システムへ入力する。こ
の一覧を健診システムから Excel 形式で出力し、内容のカテゴリや受
診の有無を背景色で色分けし、Visual Basic でカラーナンバーをふり、
カウント関数で統計した。受診者の希望により併設病院外への紹介も
行うが、今回は併設病院に焦点を絞って報告する。
【結果】Excel を経由することにより、情報共有の為の作業の簡素化と、
正確性が向上した。また、色分けによる視覚的な管理に加えて、自動
計算によるリアルタイムな受診率把握が可能となった。健診システム
での情報共有により、総合窓口との連携を図ることが可能になった。
【考察】当施設の特色を活かした受診勧奨を行うためには、２つのシ
ステムの連携が不可欠である。システムはそれぞれ別のパソコンで作
動しているため、連携するには作業工程が多く、導入当初は時間を要
すことが課題であった。今回の方法により作業の簡素化、カテゴライ
ズや未受診者の把握が容易となった。改変の自由度が高い Excel を用
いることにより、受診結果が悪性であった人の抽出など、自由な発想
で追跡調査・分析や、総合窓口との連携を含めて受診勧奨のアプロー
チの幅を広げることに繋がったと考える。

1-6-07
院外で健康相談及びがん検診・人間ドック健診に対する受診勧
奨を行うことの重要性
横浜市立みなと赤十字病院　健診センター
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野　みほ　　伊藤美奈子　　與那覇佳子　　松本　明美　
　守岡　　謙　　津々楽泰江　　前田貴愛人
【目的】通常、健診施設が健康管理のサポートをする対象は各施設に
来る受診者である。しかし、施設内に留まらず住民が訪れやすい場所
でサービスを提供することも重要である。そこで、当センターでは国
民の生命と健康を守るという同じ日本赤十字社の精神に基づいて活動
している献血ルームと連携し、献血が目的の住民に対し医師や保健
師、看護師が健康相談とがん検診・人間ドック健診の受診勧奨を行っ
てきた。これらのサービスに対する評価をアンケートにより行うと共
に、献血者の健康に対する意識調査を行った。【方法】2015 年 10 月
～ 2018 年 1 月（2 ヶ月に 1回、土曜日の午後）、献血ルームに来訪し
た献血者のうち、健康相談を希望した 178 名（平均年齢 42.8 歳）に対
し、アンケートを無記名で実施し、健康相談に関する満足度と健康に
対する意識を分析した。なお、健康意識は横浜市の「平成 28 年度健
康に関する市民意識調査」と比較した。【成績】健康相談を受けた者
の満足度は高かった。健康寿命という言葉を理解している者の割合は
56.7%（横浜市民 40.4%）、朝食を毎日食べる者は 79.2%（同 71.1%）、
運動している者は 66.3%（同 47.7%）、非喫煙者 72%（同 58.3%）、健
診を受けていない者は 10.7%（同 26.4%）となっており、全ての質問
項目において献血者の方が横浜市民より健康意識が高いことがわかっ
た。健診を受けていない者の中で、健康相談を利用した結果、健診を
受けようと思う者は 84.2% と高い割合を示した。【結論】献血者のよ
うに健康意識の高い者に対する健康相談の満足度は高く、受診勧奨が
有効である可能性が示唆された。病院に馴染みの薄い住民に対して施
設外においても、医療従事者からの具体的な説明やアドバイスを行う
ことで、がん検診・人間ドック健診の受診への行動変容を起こせるよ
うな活動は重要である。今後も対象を変えて活動を続けていきたい。

1-6-08
PSA 検査の件数増加による泌尿器科への集患・実績
医療法人社団　愛友会　上尾中央総合病院　健康管理課
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【目的】健康管理課で PSA検査の件数を上げることにより、外来での
大きな収益を得られる治療であるダヴィンチによる手術の件数増加を
目的とした。
【対象】PSA検査の推奨年齢とされる 50 歳以上を対象とし、 受診時に
その後の調査をすることに書面同意を頂いた。
【方法】PSA検査を上記対象者に無料で提供。当日にサービスの案内
をし、検査後は要精密検査である PSA4.01 以上の方に受診勧奨の用紙
を結果郵送の際に同封し、その後、受診状況を調査を実施。
【結果】無料サービス・自費での合計は 2491 件。受診年齢は 60 歳代
40%、70 歳代 37%を占めた。精密検査と判定 された方の年齢は 60 歳
代 51%を占めていた。ダヴィンチの手術件数は、前年度の 3件から 9
件に増加しう ち 7 件は PSA無料サービスの対象者だった。
【結論】泌尿器外来への集患ができ、収益増にも繋がり成功した。受
診者の意識が向上し、予防医学の推進に寄与できた。
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1-6-09
壮・中年の勤労者を対象とした身体の痛みと健康診断結果の関
連性に関する研究
川崎医療福祉大学1

川崎医科大学附属病院健康診断センター2

川崎医科大学健康管理学教室3
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　井上　雅子 2　　山中　義之 2,3　　藤本　壮八 2,3　
　高尾　俊弘 1,2,3

【目的】筆者らのグループは勤労者である壮・中年者におけるロコモ
ティブシンドロームの判定に精神的健康状態が関連し、その背景に睡
眠による休養が不十分であることや運動習慣を有していないことが関
係していることを報告した（2017 年人間ドック学会）。本研究では、壮・
中年の勤労者を対象とし、関節痛の有無と健康診断結果の関連性を検
討することを目的とした。【方法】平成 28 年 4 月 1 日から平成 29 年 3
月 31 日の間に当院健康診断センターにおいて健康診断、人間ドック
を受診した勤労者である壮・中年者（25 ～ 65 歳）2843 名を対象とした。
腰痛及びその他の関節痛の有無と健康診断結果、問診情報を後方視的
に分析し、腰痛及びその他の関節痛に及ぼす検査・問診結果、生活習
慣の影響を検討した。【結果・考察】　痛みを有している者は 537 名で、
男性 277 名、女性 260 名であった。痛みを有している者は痛みを有し
ていない者と比較して、年齢、BMI、腹囲、収縮期血圧、随時血糖値、
中性脂肪、LDLコレステロール、ASTが有意に高値であり、WHO-5（精
神的健康状態）が有意に低値であった。また痛みを有している者は痛
みを有していない者と比較して、睡眠による休養が十分でない者の割
合が有意に多く、生活習慣の改善に取り組んでいる者や取り組むつも
りのある者の割合が有意に少なかった。痛みの有無を目的変数とした
ステップワイズ法によるロジスティック回帰分析を行ったところ、年
齢（オッズ比 1.033）、睡眠で十分に休養が取れているか否か（オッズ
比1.643）、生活習慣の改善に関する行動変容ステージ（オッズ比1.095）、
WHO-5（オッズ比 0.967）、腹囲（オッズ比 1.013）がリスク要因とし
て抽出された。睡眠で十分に休養を取れているか否かが痛みの有無に
影響を与えており、痛みの軽減において休養面へのアプローチが重要
である可能性がある。

1-6-10
立位バランス能とロコモ度テストの結果との関連 第二報 ～開眼
片脚起立時間との横断的検討～
独立行政法人　地域医療機能推進機構　大阪病院　リハビリテーション科1

独立行政法人　地域医療機能推進機構　大阪病院　健康管理センター2

独立行政法人　地域医療機能推進機構　大阪病院　整形外科3
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毅 1　　北山　幸子 2　　二宮　晴夫 1　　冨士　武史 3

【背景と目的】我々は第 57 回本学会学術大会においてロコモ度に対す
る筋力・筋肉量の寄与率として、男性では体重支持指数・女性では握
力が有意に関連することを報告した。第 58 回大会では立位バランス
能の指標である開眼片脚起立時間（SLS）は重心動揺よりもより強く
ロコモ度テストの結果と関連することを報告している。しかしその重
症度との関連やカットオフ値については依然明らかではないため、今
回これらについて横断的検討を行った。
【対象と方法】2014 年 4 月～ 2018 年 3 月に当院二日ドックを受診した
170 例（男性 106 例 , 女性 64 例）、年齢 59.5 ± 12.8（28 ～ 86）歳を対
象とし、SLS を各脚最長 60 秒間測定した . ロコモ度テストの結果より
[ 該当なし ]（N）、[ ロコモ度 1]（L1）、[ ロコモ度 2]（L2）の 3群に分
類し , 各群の SLS との関連を検討した。また、ROC 曲線により SLS
からロコモ度を予測する閾値と曲線下面積（AUC）を求めた。
【結果】ロコモ度はN:66 例（38.8％）、L1:84 例（49.4％）、L2:20 例（11.8％）
であった。各群の SLS は N:56.0 ± 8.7 秒、L1:41.3 ± 19.2 秒、L2:22.9
± 21.3 秒であり、各群間に有意差を認めた（p＜ 0.001）。一方 3種類
のテストによるロコモ度別 SLS は、全てのテストにおいてN:L1、N:L2
間に有意差を認めたが、L1:L2 間には有意差を認めなかった。全例の
内 83 例（48.8％）が SLS60 秒以上を達成し、各群ではN:50 例（75.8％）、
L1:31 例（36.9％）、L2:2 例（10.0％）と全ての群間において有意差を
認めた。ロジスティック回帰分析の結果、SLS は単回帰・多重回帰い
ずれによってもロコモ度悪化の有意な説明因子であった。ROC曲線
による SLS 閾値（感度 , 特異度）およびAUCは L1 では 56.0 秒（0.61, 
0.80）、AUC:0.731,L2 では 16.5 秒（0.65, 0.91）、AUC:0.815 であった。
【考察】ロコモ度各群と SLS との間に関連性を認めた。SLS による予
測においても中等度の正確性を認めた。以上のことより上限を 60 秒
とした開眼片脚起立時間の測定は、ロコモ度テストを補完する指標と
して有用であることが示唆された。

1-6-11
健診受診者のロコモ度テスト参加率の属性別傾向
江戸川病院　総合健診センター1

江戸川病院　内視鏡センター2

江戸川病院　慶友人工関節センター3

江戸川病院　リハビリテーション科4

アルケア株式会社5
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【目的】健診時にロコモ度テストを行うことは将来の要介護対策とし
て意義があると考えるが、人的資源や場所確保など一定の投資リスク
があり、相応の需要を見込んでおく必要がある。今回、当健診センター
への導入の判断材料として、健診受診者にテスト参加の勧誘を行い、
属性別に参加率の傾向を考察した。【対象と方法】2017 年 2 月 9 日～
5 月 18 日のうち、木、金曜日の計 16 日間に当施設を受診した 736 人
（男性 409 人 46.7 ± 0.6 歳、女性 327 人 49.5 ± 0.7 歳）全員にロコモ
度テストの意義と方法を説明し、参加を勧誘した。健診受診者のうち
ロコモ度テスト参加の割合を参加率とし、性別、年代別、健診結果の
所見の有無で、それぞれ参加率を比較検討した（χ 2乗検定）。健診
結果の所見は、BMI25.0 以上、あるいは腹囲が男性 85cm以上、女性
90cm 以上を身体計測の有所見者、血圧、脂質代謝、糖代謝、肝機能
については日本人間ドック学会の判定区分（A～E）のC（要経過観察）、
D（要医療）、E（治療中）、G（要精査）を各項目の有所見者とした。【結
果】健診全受診者 736 人中ロコモ度テストに参加したのは 204 人で参
加率 27.7% であった。うち男性が 409 人中 83 人で参加率 20.3%、女性
が327人中 121人で参加率37.0％であり、女性の参加率が有意に高かっ
た（p＜ 0.01）。年代別では、高い年代ほど参加率は高い傾向となり、
40 代、50 代、60 代の各年代で、女性の参加率が男性と比較して有意
に高かった（40 代、50 代（p ＜ 0.01）、60 代（p ＜ 0.05））。健診結果
が正常者と有所見者の参加率の比較では、全ての健診項目で有意差は
なかった。【結語】今回の結果から、健診結果の有所見者がロコモティ
ブシンドロームに関心がある、と言うことはできなかった。男女とも
年代が上がるとロコモ度テスト参加率が上がる傾向で、40 代、50 代、
60 代で男女差が生まれた。この理由を明確にすることは効果的な啓発
の 1つの要因と考えられ、今後検討したいと考えている。

1-6-12
40 ～ 80 歳代に対するロコモ度テストの結果と身体活動の関連
についての検討−一泊二日人間ドック受診者を対象として−
ＪＡ長野厚生連　長野松代総合病院　健康管理部1

ＪＡ長野厚生連　長野松代総合病院　診療部2
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【目的】当院ドックでは、運動指導の充実を図るためロコモ度テスト
を導入し、ロコモーショントレーニング（以下ロコトレ）や食事につ
いて保健指導を実施している。今回、ロコモ度テスト導入初年度の 40
～ 80 歳代のロコモ度テストの結果と身体活動との関連について検討
したので報告する。【対象】2016 年 7 月 11 日～ 2017 年 6 月 31 日にロ
コモ度テストを実施した40～80歳代の当院宿泊ドック受診者1529名、
平均年齢 59.6 ± 10.2（SD）歳（男性：1079 名、平均年齢 59.2 ± 10.3 歳、
女性：450 名、平均年齢 60.6 ± 9.7 歳）。【方法】対象者にロコモ度テ
ストを実施し、ロコモティブシンドローム（以下ロコモ）あり群・な
し群の 2群に分類し、1）ロコモ認知度・理解度とロコモの有無の比較 2）
ロコモの有無と性別・年齢の比較、年代別の結果 3）男女別ロコモ度
テストの結果と運動習慣・生活活動・歩行速度の関連について検討し
た。【結果】ロコモ認知度 30.2%、理解度 16.8% で 2 群間に有意差は見
られなかった。性別による比較では、男性あり群 41.8%、女性あり群
53.1% で女性は男性に比べてあり群の割合が有意に高かった。ロコモ
の有無と男女別の年齢比較では、男性あり群は、なし群と比べ差は見
られなかったが、女性あり群は、なし群に比べ有意に高かった。ロコ
モ度テストの結果と身体活動に関する比較では、男女ともに運動習慣
と生活活動で 2群間に有意差は見られなかったが、歩行速度では有意
差が見られた。【考察】当院ドック受診者のロコモ認知度・理解度は
全国と比較して低く、ロコモについて知る機会が少ないと思われた。
ロコモ予防のためには、健診機関でのロコモ度テストの実施を通して
ロコモ周知に努め、受診者全員にロコトレ指導を行い、ロコトレ継続
を支援することが重要と考えられた。また、ロコモ度テストの結果と
歩行速度において有意差が見られたことから、歩行速度を速める指導
も併せて行う必要があると考えられた。
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1-6-13
当センターにおけるピロリ抗体検査を勧めるための工夫と除菌
治療への取り組みについて
社会医療法人敬愛会　ちばなクリニック　健康管理センター

○東
あがりえ

江　美
み か

香　　野原　友子　　與儀　綾子　　新屋美奈理　
　大城　朋枝　　シーラ千穂　　清水　隆裕　　兼城　邦昭　
　砂川　　隆
【目的】当センターでは、平成 26 年 8 月から胃検査を受ける方を対象
に人間ドックオプションとしてピロリ抗体検査を導入し、併設クリ
ニックで除菌治療を積極的に行っている。導入にあたり受診者にピロ
リ抗体検査と除菌の必要性を理解してもらうために必要な情報は何
か、除菌対象者がスムーズに治療を受ける為には何が必要なのかを検
討し、チームで取り組んだ。その成果を報告する【方法】ピロリ抗
体オプション検査導入にあたり案内文書を作成し、検査当日の問診時
に説明を行うようにした。平成 26 年 9 月よりピロリ菌外来を開設し、
感染疑いのある受診者が除菌治療まで出来る流れを作った。平成 26
年 8 月から平成 29 年 12 月までに、当センターにてピロリ抗体検査を
実施した 13607 名のうち、陰性高値を含む抗体検査陽性となった受診
者 3248 名と、それ以外での内科二次検診受診者 12929 名をその比較
対照とし、受診状況を追跡した。【結果および考察】結果は、内科二
次検診受診率は 35.0％でピロリ二次検診受診率は 58.7％であった。今
回取り組みを行ったピロリ二次検診受診率が内科二次検診受診率と比
べ高い結果となった。今回の取り組みでは、まず受診者全員にピロリ
抗体検査についての説明文書を事前案内で同封し、受診当日の問診お
よび診察で抗体検査の目的や治療の必要性について看護師および医師
が説明を行ない、さらにピロリ要精査者に対してはピロリ菌外来の予
約案内文書を送付した。今回の取り組みでピロリ菌抗体検査から二次
検診受診および除菌までの流れを作ったことが受診率向上の結果につ
ながったと思われた。

1-6-14
当健診センターにおけるピロリ菌陽性者受診勧奨の取組み
社会医療法人黎明会　健診センター・キタデ

○野
の む ら

村　典
ふ み こ

子　　湯川　英男　　岩橋　一樹　　石水　恭子
【はじめに】当センターでは、判定の一助としてあるいは受診勧奨に
活用すべく、2015 年度より人間ドックや一般健診の問診において、ヘ
リコバクターピロリ（以下Hp）についての問診（1.Hp 検査受診歴、2. 除
菌実施の有無、3. 除菌結果の成否）、胃部に関する自覚症状の問診を
実施している。さらに健診医は、胃粘膜の状況からのHp感染の疑い
の有無の情報と内視鏡所見を内視鏡医と共有し、Hpに関する受診勧
奨コメントを出している。そこで、人気のオプション検査である抗
HpI ｇ G抗体検査結果と、この３年間で蓄積した問診データをもとに、
受診者の行動パターンを調べ、除菌に結びついているのかを調査し、
今後の受診勧奨のあり方について考える。【対象と方法】対象は 2016
年度に当センターを受診し、次年度も受診して２年分のHp問診を聞
き取ることが出来た 17406 名のうち、検査でHp陽性歴のある 1901 名
を除く 15505 名とした。健診当日のHp抗体検査の実施の有無、抗体
検査の結果、内視鏡所見、ピロリ感染疑いの所見を各パターンに分類
後、2017年度（次年度）の問診において、除菌実施の有無を調査した。【結
果】15505 名のうち、抗HpIgG 抗体検査の受診者数は 329 名で、その
うち陽性が 109 名。次年度、除菌していた人は 64 名で、58.7％であっ
た。しかし、そのうち胃炎がひどく、内視鏡医からも注意が出ている
受診者 23 名には、除菌指示コメントを表示。その結果、除菌したの
は 16 名で 69.6％であった。除菌支持コメントを出した人数を差し引
くと、通常の受診勧奨コメントの効果は 55.8％となり、抗HpIgG 抗
体の受診勧奨コメントの効果は約半数に留まった。【考察】抗HpIgG
抗体で陽性と出た場合と、さらに内視鏡医と健診医の診断で除菌指示
が出た場合ではコメントに差異を設けているため、13.8％除菌率が上
がったと考えられる。ピロリ菌に関するコメントそれぞれの効果を調
査し、今後の受診勧奨の強化を図りたい。

1-6-15
健康診断後要受診の判定を受けた病院職員の未受診の要因　
～受診率向上に向けた対策の検討～
独立行政法人　地域医療機能推進機構　群馬中央病院　健康管理センター

○品
しながわ

川　淳
じゅんこ

子　　齋藤冨士子　　茂木　香里　　今井　邦彦
【目的】当院健康管理センターでは病院職員の健康診断を毎年実施し
ている。健診後は一般健診者と同じように精密検査や治療が必要な病
院職員に対して「外来受診票」と返信用封筒を健診結果と一緒に同封
している。しかし、病院職員は未受診者が多い。そこで未受診の理由
を明らかにし、受診率向上に向けた対策を考察したので報告する
【方法】平成 28 年度病院職員健診受診者に、再検査・再受診の判定結果、
再検査・再受診の状況、未受診の理由を問う質問と対象特性を把握す
る質問からなる質問紙を用いてデータを収集し分析した。
【結果】576 名に質問紙を配布し、468 名から回答を得た。（回収率
81.3％）未受率は再検査・受診項目のある職員 230 名中「未受診」「わ
からない」を含め 94 名（40.8％）であった。カテゴリ化した内容から
未受診理由を集約すると、医療職ならではの自己判断で受診をしてい
ない。受診する時間の確保ができない。電子カルテが自由に閲覧でき
ることへの不安が多くあげられた。また、どのような状況、条件が整
えば受診するかについては、外来に受診しやすい環境をつくる事、再
度受診勧奨をすること等が多くあげられた。
【考察】健診後、病院職員という環境の中で再検査や受診率を向上さ
せるためには、職員にも予約枠を設け時間休を利用し、外来受診でき
る体制つくりが有効であると考える。また、受診率向上に向けた対策
として、一般健診者と同じように 3～ 4か月後に未受診者に対して再
度受診勧奨を行い、再検査・受診を促すことである。さらに、職員に
対し職員健診全体の「外来受診票」の返信率や、未受診率などを提示
することで未受診に気づき受診に繋がると考えられる。今年度はこれ
らを実施し受診率向上に努めていく。

1-6-16
便潜血陽性者のさらなる精密検査受診率向上を目指して　
～未受診者についての検討～
医療法人財団　慈生会　野村病院　予防医学センター1

医療法人財団　慈生会　野村病院2

○池
い け だ

田　　舞
まい

1　　葛谷　洋子 1　　赤塚　紀子 1　　森山　美恵 1　
　瀬谷　　彰 1　　野村　幸史 2

【はじめに】当センターでは、便潜血陽性者に対して大腸内視鏡検査
の必要性を視覚的に伝えたパンフレットを使用し、受診勧奨を実施し
ている。2017 年便潜血陽性者の精密検査受診率は約 70％である。受
診率をさらに向上するため、約 30％の精密検査未受診者と受診者の
差異について検討した。【目的】便潜血陽性者のうち未受診者の特徴
や未受診理由を把握し、受診勧奨方法を提案する。【対象】2017 年１
月以降当センター人間ドックを受診し、便潜血検査の結果により要精
密検査に該当し、医師からの結果面談後に保健指導を受けた受診者
を対象とした。【方法】2018 年 2 月以降再度人間ドックを受診された
際、問診時に「精密検査の受診、未受診理由」を聞き取り、前年度パ
ンフレットを用いた受診勧奨時の受診に対する反応や発言との比較を
行う。また、問診票や結果票から未受診者の特徴をとらえる。【結果】
問診時聞き取り調査からは、受診理由として「健診後の受診勧奨と周
囲からの勧め」、未受診理由として「忙しい、時間がなかった」が多かっ
た。研究対象者のうち就業者は 9割を占めており、精密検査受診者・
未受診者を比較すると未受診者の就業率がより高く、喫煙者の割合も
多かった。【考察】喫煙者の方が健康への関心が低く、さまざまな場
面で不健康行動を選択していることから、精密検査未受診につながっ
ている可能性が考えられる。仕事が優先され受診に至らない就業者に
対しては受診行動を取りやすい働きかけが必要である。【結語】受診
行動を促進する今後の取り組みとして、便潜血陽性者が受診の必要性
を感じるための保健指導の充実や、就業者でも受診しやすい選択肢を
提供するサポートを考えていきたい。特に喫煙者に対しては、保健指
導の中で禁煙指導も併せて行っていくことが重要と考える。
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1-6-17
高濃度乳房に対する乳癌の早期発見を目指して
福岡和白総合健診クリニック

○佐
さ と う

藤久
く み こ

美子　　黒田　沙織　　岩本　成未　　持屋　笑子　
　福田　規何　　阿比留友香　　花田　秀幸　　牛島　千衣　
　山永　義之
【はじめに】メディアでも話題になってきている、高濃度乳房とは、
乳腺の密度が高い乳房のことで、アジア人及び若年層に多くみられる。
高濃度乳房はマンモグラフィ検査（以下MMG）では真っ白く描出さ
れてしまう為、同じく白く映る腫瘍があった際に、その判別が非常に
難しいとされる。当院の人間ドックでは、医師の指示により高濃度乳
房と判断された受診者には、結果表に高濃度乳房の通知及び超音波検
査（以下US）の併用を促すコメントを記載するようにした。コメン
トを記載した結果、実際にUSを受診した人数を調査した。【対象・方
法】１）2015 年 11 月～ 2016 年 11 月のMMG受診者（巡回健診除く）
7959 名の内、高濃度乳房のコメントを記載した方 127 名を抽出。２）
翌年ドックを受診した際にUS を受診しているかを調査。【結果】コ
メントを記載した 127 名の内、翌年当院を受診したのは 79 名（60％）
であった。その内、USを併用して受診した方が 20 名（25％）、MMG
単独受診した方が 59 名（75％）となった。内、1名は翌年ＵＳを併
用し精査となり、受診先にて乳癌の診断であった。【考察・おわりに】
翌年の受診時にUSを併用する人は少なかったが、併用した方の中に
は、MMGで所見を認めなくても、US では要精査だったという方が
いた。また、当院も参加した、J-START の結果では、MMG単独よ
りもUS 併用の方が、早期乳癌を多く発見でき、中間期癌が少なく、
感度も有意に高く、良好な成績であった。以上のことも踏まえ、他の
方にもUSの併用を強く推奨していきたいと考えている。しかし、「が
ん検診のあり方に関する検討会中間報告書」においてUSについては
将来的に対策型検診として導入される可能性があるとしながらも現時
点ではまだ実施制度に関しては引き続き検証していく必要があるとさ
れている。今後も動向に注目するとともに、引き続き高濃度乳房の方
には結果表で通知を行い、乳癌の早期発見に繋げたい。

1-6-18
電話と手紙を合わせた受診勧奨導入の検証
医療法人社団日高会　日高病院　健診センター

○狩
か の う

野　晃
こうすけ

佑　　坂巻　浩二　　奥寺　梨恵　　櫻井　雅美　
　牛窪佳緒理　　狩野　澄代　　八束富美子　　正村　泰博　
　工藤　瑞穂　　阿久澤まさ子
【背景・目的】
健診は継続的に実施することが大切であり、健診で精密検査判定と
なった方に適切な情報提供や受診勧奨をすることは、健診医療機関と
して極めて重要な役割である。当院では数年前から受診勧奨に力を入
れており、手紙による受診勧奨（手紙勧奨）を行ってきたが、精密検
査未受診者に対してさらなるアプローチをするため手紙で通知するこ
とに加えて、試験的に電話での受診勧奨（電話勧奨）を取り入れた。
電話での受診勧奨の有効性について検証した。
【方法】
要治療や要精密検査となった方に健診受診 2か月後、手紙勧奨をして
いる。その中で胃カメラ、胃バリウム検査の返信のなかった方に電話
勧奨を行った。試験的に胃カメラ、バリウム検査で電話受診勧奨を行
い、電話した前後の精密検査受診者率を検証した。
【結果】
全検査の手紙勧奨での精密検査受診率は約 43％だった。バリウム検査
は手紙勧奨では約 28％であり、電話勧奨後は約 44％となり、約 16％
増加した。一方胃カメラは、手紙勧奨では約 41％であり、電話勧奨後
は約 56％となり、約 15％増加した。
【考察】
試験的電話勧奨は概ね良好な結果が得られた。理由として画像系検査
はがんなど重大な疾患を連想したことが考えられる。電話勧奨の利点
は、受診者のコスト面や精密検査の内容などの質問にダイレクトに答
えることが安心感に繋がったのではないだろうか。労力を要すること
だが、今後電話勧奨項目を増やしていき、精密検査を受ける重要性も
受診者に理解してもらえるように工夫していきたい。

1-6-19
人間ドックにおける安全配慮による検査中止者の現状
日本赤十字社熊本健康管理センター

○潮
しおたに

谷　豊
と よ み

美　　江口みかる　　盛川恵美子　　緒方　康博
【目的】当施設では検査安全基準を設け、人間ドック中止や安全配慮
による一部検査の中止を実施している。しかし、中止により人間ドッ
クへの不満や定期受診の機会を逃すなど受診者の不利益が生じてい
る。受診者の不利益を最小限にしつつ安全な検査を提供するため、人
間ドック中止者と安全配慮者の現状と課題を明らかにする。【方法】
1. 平成 28 年度、人間ドックに来所し当日中止となった（以下、ドッ
ク中止者）127 人の中止理由、次回受診状況を調査した。2. 平成 28 年
度の受診者で体調や検査結果等による安全配慮者（以下、安全配慮者）
1463 人の理由と中止状況、そのうち平成 29 年度の把握が可能であっ
た 794 人の状況を集計し比較した。【結果】ドック中止理由は、血圧
高値 49 人（38.6％）、体調不良 25 人（19.7％）、他血糖高値、食事摂
取等であった。年度内のドック再受診は 66 人（52.0％）、次年度受診
20 人（15.7％）、受診なし 41 人（32.3％）であった。血圧高値者は当
日受診勧奨し、未治療・放置者 44 人中 35 人（79.5％）が治療開始し
た。　安全配慮者の理由は、血糖高値 233 人、血圧高値 194 人を含め、
当日検査結果によるものが 733 人（50.1％）であった。胃検査中止者
は 499 人（34.1％）で理由は血糖高値 138 人（59.2％）、血圧高値 76
人（39.2％）であった。平成 29 年度の状況は、安全配慮者が約４割減少、
理由別では血圧高値が約７割、血糖高値が約５割減少した。【考察】ドッ
ク中止者の３割が中止以降来所していない現状から、再度受診につな
げる必要がある。受診前の注意喚起や資料等のあり方、予約時の情報
収集についても検討していきたい。血圧と血糖の安全配慮者が減少し
た理由は、ドック当日の受診勧奨の効果と考えられ、今後もドック受
診時の服薬指導や受診勧奨を保健指導で継続し強化する必要がある。

1-7-01
胸部 CT の有用性
武蔵野赤十字病院　健診センター
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【目的】当院ではオプションで胸部ヘリカル CTを設けているが、胸
部 CTで発見された精査や治療が必要と判断された症例を集計し、胸
部 CTの有用性について検討したので報告する。【対象】2014 年 4 月
から 2018 年 3 月まで、当院人間ドックを受診した 8787 名のうち、胸
部 CTを申し込んだ 538 名を対象とした。軽度所見はあるが、経過観
察や、一年後の定期健診と判断された症例は省き、精査や治療が必要
と判断された 77 例の結果について検討した。【結果】人間ドック全体
の男女比はほぼ 1:1 平均年齢は 57.4 ± 12.2 歳、胸部 CTを申し込んだ
男女比は 377/161、精査が必要と判断された 77 例（男 /女 54/22） 平
均年齢は 62.4 ± 11.2 歳と人間ドック全体年齢より平均年齢は高い傾
向にあった。77 例中精査を受けたのは 68 例。同対象期間に発見され
た肺がんは全体で 9例であるが、胸部レントゲンで検出されず、胸
部 CTで発見された肺がんが 2例、腹部超音波では描出できない副腎
や膵、肝病変、人間ドックの基本項目では検査できない心臓や甲状腺
関連の所見が肺疾患以外に 77 例中 37 例で認められた。（肺がん２例、
甲状腺がん１例、COPD２例、その他の肺の所見 40 例、縦隔腫瘍 3例、
胸・腹部大動脈瘤 4例、先天性総胆管拡張症１例、IPMN１例、甲状
腺結節 9例、肝血管腫２例、冠動脈石灰化 6例、心のう水２例、副腎
腫大 3例）【考察】胸部 CTは、胸部レントゲンで検出できない肺が
んのスクリーニングとしてだけではなく、胸部 CTで精査となった症
例の 45％が人間ドックの基本項目では検査対象とならない、あるいは
検査不十分である消化器、循環器、甲状腺、副腎等の所見を把握でき、
疾患スクリーニングとして有用であった。よって、喫煙や動脈硬化の
強い症例、腹部超音波で描出不良の症例には、スクリーニングとして
数年に一回の胸部CTは有用であると考えられた。
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1-7-02
低線量肺がん CT 検診における診療放射線技師の結節影指摘率
について
社会福祉法人　聖隷福祉事業団　保健事業部　聖隷予防検診センター　放射
線課
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栄　　山内紬起子　　朝比奈真一　　山村　大輔　
　村瀬　昌希　　小林　秀行
【背景】
当施設は 2015 年２月から低線量肺がん CT検診において、診療放射
線技師が医師の読影を補助するシステムを導入した。
【目的】
当施設での診療放射線技師が行った低線量肺がん CT検診の読影補助
業務において、異常所見のうち結節影またはすりガラス影（以下、所
見とする）指摘率を検討する。
【方法】
対象は 2015 年２月から 2016 年９月に当施設で低線量肺がん CT検診
を受診した 1157 例。診療放射線技師と医師が共に所見を指摘した所
見指摘一致例数と、医師のみが所見として指摘した所見指摘不足例数
を、読影した技師の経験年数５年未満群、５年以上群、肺がん CT検
診認定技師群の３群に分け、さらに所見のサイズを 5mm以上、5mm
未満で分けて検討した。
【結果】
対象の 1157 例のうち、363 例（５年未満群 94 例、５年以上群 204 例、
認定群 65 例）に所見を認めた。所見指摘一致例数は、５年未満群で
60 ／ 94 例（63.8％）、そのうち 5mm以上は 24 例であった。５年以
上群で 103 ／ 204 例（50.5％）、5mm以上は 48 例であった。認定群で
50 ／ 65 例（76.9％）、5mm以上は 24 例であった。所見指摘不足例数
のうち 5mm以上は、５年未満群で 14 例、５年以上群で 40 例、認定
群で７例であった。経験年数５年以上よりも５年未満の群の方が指摘
率が高い傾向にあった。
【考察】
経験年数５年以上よりも５年未満の群の方が指摘率が高い傾向が見ら
れたのは、経験年数が短い技師が CT検診に携わる際、認定技師によ
る日々の指導が行われている結果と考えられる。今後は経験年数によ
らない全体に向けての指摘率向上のアプローチが必要と考えられる。

1-7-03
当施設および関連施設における肺がん CT 検診施設認定に向け
ての取り組み～撮影条件の調査を中心に
聖隷福祉事業団　聖隷保健事業部　聖隷健康サポートセンターShizuoka1
東京都結核予防会・奈良産業保健推進センター2

聖隷福祉事業団　保健事業部3
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香 1　　鈴木　千晶 1　　影山　善彦 1　　畠山　雅行 2　
　鈴木　美香 1　　堀場　公寿 1　　福田　崇典 3

【背景】米国において、低線量胸部 CTを用いた肺がん検診に関する
無作為比較試験（NLST）によって、喫煙者における肺がんの死亡率
減少効果が認められた。わが国では、これまで肺がん CT検診認定機
構が、肺がんCT検診認定医師および認定技師の認定を行ってきたが、
2018 年度より、肺がんCT検診のさらなる普及と精度管理を担うこと
を目的として、施設認定制度を発足させた。【目的】当施設を含めた
静岡県内の関連する計 3施設が、施設認定要件を満たしているかを調
査し、取得に向けて認定申請することである。【方法】認定施設の申
請には、1.CT 装置ならびに CT撮影に関する要件 2.CT 検診の実績・
精度管理に関する要件 3.CT 検診実施者に関する要件 4.CT 検診の安
全管理に関する要件が必要である。はじめに、当施設を含む 3施設に
おいて撮影線量を調査し、各施設の設定条件下において、画質につい
て物理的、視覚的に評価した。さらに得られた結果をもとに撮影条件
の再検討を行った。2. では、各施設にて年間の統計データと、検討会
資料を整理した。3.4. に関しても同様に、各施設での情報を入力して
登録を行った。【結果】算出された各施設の平均線量値に有意差は認
められなかったが、BMI 高値による線量では違いが認められた。画像
特性に大きな差異は認められなかったことより、各施設の認定医師と
認定技師による撮影条件再検討を行った。提出画像であるBMI20-22、
25 の男性における CTDIvol がすべての施設にて 2.5mGy 以下となり、
施設間での線量、画質の標準化が図られた。また、統計データならび
に検討会の資料を整理し、共有することができた。【考察】肺がんCT
検診施設認定取得に向けて 3施設間で線量と画質を調査し、再検討を
行うことで施設間の標準化とデータの共有が可能となった。今年度中
を目標に、3施設共に施設認定を取得することで、さらに肺がん CT
検診を普及させ、治療可能な肺がんの発見に寄与したいと考えている。

1-7-04
検診で発見された肺がんならびに類縁疾患の既往検診歴から見
た異常判定の有無
一般社団法人　新潟縣健康管理協会
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【目的】肺がん検診受診者は継年受診者が多い。そこで、臨床的に肺
がんとその類縁疾患と診断された者の既往検診歴を調査し、どのよう
な判定経過をたどったかを見るとともに、肺がんの予兆を確認する。
【対象と方法】2012 年から 5年間に当協会での肺がん検診受診者数は
のべ 307,837 人であった。その中から肺がんならびにその類縁疾患と
判断された者の既往検診歴を調査した。診断方法の大部分は胸部XP
（98.0％）で、一部は胸部CT（1.04％）、両者の併用（0.92％）であった。
【成績】診断された肺がん 23 人（受診者の 0.007％）、転移性肺がん（乳
がん原発）１人、肺乳頭腫 1人、肺がん疑い 16 人、計 41 人（0.013％）
が臨床診断上問題となった。既往検診暦のない初回受診者から肺がん
1人、肺がん疑い 1人が臨床的に問題となった。肺がん 23 人中初回受
診者 1人、1年前A判定（異常なし）19 人、B判定（定期的経過観察）
1人、G判定（要精検）2人。肺がん疑い 16 人では、初回受診者 1人、
1 年前A判定 14 人、B判定 1 人であった。なお、当初肺がん疑いと
された 8人は経過観察中に陰影の消失が確認されたために検討対象か
ら除外した。【考察と結語】胸部XPではA判定であったが、同 CT
で G判定になったものが肺がんで 1人、肺がん疑いで 1人いた。1年
前の検（健）診でGと判定されたにもかかわらず確定診断に到らなかっ
た者が肺がんで 2人いた。肺がん検診における CTの有用性、並びに
肺がん疑いには精検受診勧奨を徹底することと、肺がんには治療への
誘導が重要であること確認できた。

1-7-05
呼吸機能が維持されている喫煙者の呼吸症状の臨床的意義
国家公務員共済組合連合会　高松病院　検査科1

国家公務員共済組合連合会　高松病院　人間ドックセンター2

国家公務員共済組合連合会　高松病院　内科3
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香 1　　長田　　剛 1　　田邉　啓介 1　　森　　規子 1　
　横内美和子 1　　日高ゆかり 1　　安田　　貢 2　　森　　由弘 3　
　厚井　文一 3

【はじめに】喫煙が呼吸機能に及ぼす影響は広く知られ、特に肺機能
検査では、慢性閉塞性肺疾患（COPD）の早期発見にも有用とされて
いる。呼吸機能が維持されている有症状の現在・過去喫煙者において、
COPDの診断基準を満たさずとも呼吸症状の増悪、活動制限、気道疾
患の所見が認められた場合は、呼吸器疾患治療薬による治療がされて
いるという報告がある。そこで今回我々は、人間ドック受診者におけ
る肺機能検査と呼吸器症状の関連について検討したので報告する。
【対象と方法】2016 年 4 月～ 2017 年 3 月の期間での当院人間ドック受
診者 6296 名（男性 4005 名、女性 2291 名、30 ～ 80 歳平均年齢 51.9 歳）
を対象とした。現在・過去喫煙者を 2571 名（41％）、非喫煙者は 3725
名（59％）であった。現在・過去喫煙者は、一秒率 70％以上ある群
2116 名と一秒率 70％未満の群 455 名に分けた。さらに、有症状、無
症状の群に分け、非喫煙者とあわせて 5つの群にした。症状は息切れ、
咳、痰の呼吸症状のうち１つ以上があれば有症状とした。さらに吸入
薬や呼吸器系薬の使用の有無の割合を比較した。
【結果と考察】現在・過去喫煙者一秒率 70％以上で無症状者 1812 名、
有症状者 304 名、一秒率 70％未満で無症状者 360 名、有症状者 95 名
であった。呼吸器系薬の使用者は、現在・過去喫煙者一秒率 70％以上
で無症状者 6名（0.3％）、有症状者 14 名（4.6％）、一秒率 70％未満で
無症状者 15 名（4.2％）有症状者 11 名（12％）であった。これより、
一秒率 70％以上の有症状者と一秒率 70％未満の無症状者の薬使用者
の割合がほぼ同じであり、非喫煙者 71 名（1.9％）の 2倍以上であった。
喫煙者は一秒率が 70％以上であっても呼吸器症状がある受診者は指導
が必要と考えられた。
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胸部要精密検査判定と呼び出しシステムの活用：3 年目の解析
大阪市立大学大学院医学研究科　先端予防医療学1

大阪市立大学大学院医学研究科　消化器内科学2

大阪市立大学大学院医学研究科　肝胆膵病態内科学3

大阪市立大学大学院医学研究科　呼吸器内科学4
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【背景】胸部単純X線検査は肺疾患、特に肺癌のスクリーニングとし
て人間ドック、健診において大変重要な検査である。肺癌は他の癌と
比し進行が速く１回の見落としが治癒の機会を奪うこともありえる。
その一方で、胸部単純X線検査には診断の限界があり、陳旧性肺結
核などの病変がある場合、肺癌の指摘が困難な場合もある。我々は、
大学病院附属人間ドック施設における胸部要精検判定の現況を開院 1
年目から年ごとに報告している。今回は 3年目までを解析した。【方
法】2017 年 1 月 1 日～ 12 月 31 日までの 1 年間に胸部単純X線検査
をされた 11925 例のうち、要精検判定者の内訳、再受診率、診断率、
胸部 X線所見、CT 所見等を検討し、さらに 2015 年 5597 例、2016
年 10020 例との比較検討を行った。【結果】11925 例において 5259 例
（44.1％）は前年も受診され胸部X線検査を施行されていた。胸部要
精検判定は 334 例（2.8％）、13 例は当日説明し 282 例は後日に呼び出
しシステムにて連絡した。合計 239 例（71.6％）が当院で CT検査を
施行された。その 239 例の主なX線所見は、結節影 170 例（71.1％）、
すりガラス影 28 例（11.7％）、散布影・粒状影 9例、ブラ・空洞影 7例、
胸膜疾患 5例、間質影 5例、浸潤影 4例であった。CT検査での主な
所見は、結節・すりガラス影 20 例（肺癌 9例、過誤腫 1例、神経鞘
腫 1例、クリプトコッカス疑い 1例）、結核・非結核性抗酸菌症 22 例、
活動性炎症 12 例、気胸 1例であった。肺癌発見率は 0.075％、標準化
発見比は 1.20 であった。【考察】健診後の電話連絡にて 2017 年も高頻
度に再受診され CT受診率も高率であった。要精検判定率は 2016 年
2.8％と同程度であった。肺癌発見率は 2016 年 0.07％、2015 年 0.11％、
標準化発見比は 2016 年 1.13、2015 年 1.53 であり、2017 年も遜色ない
結果であった。したがって、胸部要精検症例に CT検査を加えること
により、肺がん罹患者の検出が可能と考える。さらにデータ更新を行
い若干の文献的考察を加え報告する。

1-7-07
当院人間ドック受診が契機となって発見されその後特異な経過
をたどった肺腺がんの 1 例
庄原赤十字病院　内科1

庄原赤十字病院　外科2

庄原赤十字病院　総合診療科3

庄原赤十字病院　消化器内科4

庄原赤十字病院　循環器内科5
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【目的】当院人間ドック受診が契機となって発見されたが、経過や症
候が非常に特異だった肺腺がんについて報告する。【症例】60 代男性。
以前から発作性心房細動としてワーファリンを内服されていた。当院
人間ドック受診時に 1. 上部消化管内視鏡検査で咽頭の血液、2. 胸写で
右上肺野縦隔に接する部分の腫瘤、を認めた。その時点では喀血を含
め明らかな呼吸器症状はなかった。【経過】耳鼻咽喉科領域の疾患を
否定したのち肺CTを撮影し、右肺 S2 に径 70mm大の腫瘤を認めた。
しかし、その時はワーファリンの副作用である肺胞出血による血腫と
考えワーファリンの中止とビタミンKの静注で帰宅させた。約 3週間
後のフォローアップの肺 CTで同様の腫瘤があり肺がんを疑い、他病
院Aで PET-CTを撮影した。肺腫瘍にはFDGの強い集積を認めると
ともにリンパ節や副腎にも集積を認め肺がんの stage 4b と診断した。
他病院B呼吸器内科に紹介し、気管支鏡を受け診断は確定した。しか
し、そのころから下血を認めるようになり、当院での上下部消化管内
視鏡で著変なかったため他病院Cでカプセル内視鏡、続いてダブルバ
ルン内視鏡を受け、十二指腸～空腸に多発性の腫瘍を認め肺がんの転
移と診断された。その際輸血も受けたがその後下血は止まったため他
病院Aに紹介し化学療法を開始された。【結論】本症例は呼吸器症状
ははっきりせず、上部消化管内視鏡検査で咽頭の血液が発見の契機と
なった。また肺がんの小腸転移はまれであると報告されており、その
点でも非常に教訓に富む症例であると考え報告する。

1-7-08
５年前の胸部 X 線写真から診断し得たと思われるステージΙ A
肺癌の１例
医療法人社団ちくま会　メディカルガーデン新浦安　総合健診センター
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【目的】胸部X線検査にて人間ドック初回受診時に異常なしと判定さ
れたが、５年後の２回目受診時には要精密検査となり肺癌と診断され
た一例が、過去画像から診断し得たと思われたので報告する。【症例】
初回受診時 46 歳の女性。家族歴は実父・実母に肺癌。喫煙歴は約 8
本 / 日× 17 年（22 ～ 38 歳）で喫煙指数 136。呼吸器症状などの自覚
症状なし。【経過】当センターにおいて人間ドック初回受診時の平成
24 年 7 月 4 日では、胸部X線検査は異常なしの判定でしたが、２回
目受診となった５年後の平成 29 年 8 月 31 日には、胸部X線及び CT
検査にて左上肺野結節影で要精密検査の判定でした。その後、他施設
において左肺癌と診断され、11 月 10 日胸腔鏡下左上葉切除術とリン
パ節廓清術を施行されました。病期分類はT1bN0M0 でステージΙA
でした。【考察】今回の症例において初回時の胸部X線画像を見直し
た所、５年前に異常陰影を指摘し要精密検査と判定できれば、より早
期に癌の診断と治療ができたと考えました。現在、胸部X線画像の読
影は放射線科専門医による遠隔読影と、当センター人間ドック健診専
門医にて二重読影を行なっていますが、読影医の診断精度の向上が必
要と思われました。また、本症例は肺癌の非高危険群ですが、喫煙・
遺伝要因のリスクファクターがあることから、初回受診時に収集した
医療情報から喀痰細胞診や胸部 CT検査に導くことで肺癌の早期検出
ができたのではないかと考えました。【結語】今後は、読影医の読影
力向上を図りながら、受診者個々のリスクファクターを考慮した上で
必要な検査を追加することで、癌の早期発見に繋げていきたい。

1-7-09
尿酸低値は腎機能悪化に影響する
川崎医科大学　健康管理学

○藤
ふじもと

本　壮
そうはち

八　　山中　義之　　鎌田　智有　　高尾　俊弘
【目的】血清尿酸値（serum uric acid: SUA）が高値であることは腎機
能障害進展との関連が報告されている。しかし低値について検討した
報告は少ない。我々は SUA低値と腎機能との関連について検討した。
【方法】2006 年度から 2008 年度に川崎医科大学附属病院健診センター
を受診し eGFR の 2 年以上の変化を検討可能な受診者を対象とした。
対象において eGFR ＜ 60ml/ 分 /1.73m2、尿蛋白定性≧ 1+ を除外し
た。SUAの値別に男性では 4mg/dL 以下と 4.1mg/dL 以上 5.0mg/dL
未満、5.1mg/dL 以上 6.0mg/dL 未満、6.1mg/dL 以上 7mg/dL 未満、
7.0mg/dL 以上、女性は 3mg/dL 以下、3.1mg/dL 以上 4.0mg/dL 未満、
4.1mg/dL 以上 5.0mg/dL 未満、5.1mg/dL 以上 6mg/dL 未満、6.0mg/
dL 以上と男女それぞれ 5群に分けた。eGFR60ml/min 未満になるか
20％以上の eGFR 低下をアウトカムとして SUAの各群と腎機能の関
連を Kaplan-Meyer 法及び COX 比例ハザード法を用いて検討した。
【結果】：対象症例は男性 988 症例、女性 682 症例であった。Kaplan-
Meyer 法の解析では女性では各群に有意な差は認めなかったが、男性
では 4mg/dL 以下の群で他の群と比較し有意にアウトカムイベントの
発症率が高かった。年齢、血圧、BMI、初診時 eGFRで補正した Cox
比例ハザードモデルでも同様の結果であった。【考察】SUAが高値で
あることは健診現場においても問題視され、患者指導等の対策が行わ
れていが、低値である場合の多くは影響が十分に検討されていない。
しかし本結果は、男性で SUA4.0mg/dL 以下の低値の場合に腎機能増
悪のリスクがあることを示唆した。今回はその機序等の文献的考察も
含め発表する。
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1-7-10
当院健診センターの人間ドックで発見された腎がんおよび膀胱
がんの検討
JA高知病院JA高知健診センター1

JA高知病院泌尿器科2

JA高知病院検査科3

○黒
くろいわ

岩　厚
あ つ お

夫 1　　谷村　正信 2　　豊嶋　　光 3　　久米江里子 3　
　福冨　裕佳 1　　竹村　　彩 1　　宮嵜恵利子 1　　山崎真由香 1　
　川村　冨紀 1　　蒲原　　晋 1

【目的】JA高知病院健診センターの 1日・2日人間ドック時に施行さ
れる腹部エコー検査で発見された腎がん、および 2日ドックの膀胱エ
コー検査または尿検査で発見された膀胱がん症例を検討した。【対象】
2010 年 1 月より 2018 年 3 月までの８年間の 1日および 2日人間ドッ
ク受診者 45218 名。【方法】人間ドック学会を含む３学会が作成した
腹部超音波検診マニュアル（2014）に従い、検査科技師延べ 5名、医
師 1名により汎用超音波診断装置 SSA-680 とコンベックス型プローべ
（3.5MHz）を用いてスクリーニングエコーを行った（平均検査時間 8
分 25 秒）。カテゴリー 4、5を当院泌尿器科での精査（CT・MR検査）
または二次医療機関に紹介して精査・治療とした。【結果】過去８年
間に腎がん 10 例（男性７、女性３）、膀胱がん 5 例（男性３、女性
２）が発見された。膀胱がんの 1例は尿細胞診で、1例は顕微鏡的血
尿を契機に発見された。粗発見率はそれぞれ 0.021％、0.069% で、危
険因子としては、ともに年齢、高血圧、喫煙歴が挙げられ、腎がんで
は性差が認められた。側腹部痛や腫瘤、肉眼的血尿などの自覚症状を
訴えた方や、家族歴・職業歴のある方はいなかった。治療は二次医療
機関にて実施され、腎がんは 9例が pT1 で治癒切除、１例が pT3 に
て術後に IFN α治療が追加された。膀胱がんは、5例とも pTa であ
り TURBTにて治療され、複数病変が 1例あった。【結語】腎がん診
療ガイドラインに示されたように腎がんの早期発見に腹部エコー検査
は有用と考えられた。当院ではこの4月より1日ドックにも膀胱エコー
検査をオプション検査に設定して、より積極的に腎・膀胱がんのスク
リーニングを行ってゆきたい。

1-7-11
腎石灰化症例の検討
（公財）田附興風会　北野病院　健康管理センター

○遠
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紀子　　米本　智美　　高森　行宏
【目的】腹部超音波検査における腎石灰化は健診で比較的よく見られ
る所見である。当健康管理センターの健診受診者を対象として、腎石
灰化の有無とそれに関連する因子について検討した。
【対象と方法】対象は 2016 年 4 月～ 2017 年 3 月に当健康管理センター
の人間ドックで腹部超音波検査を施行した 3708 人（男性 2043 人、女
性 1665 人、平均年齢男性 59.0 ± 13.1 歳、女性 56.6 ± 12.8 歳）。腹部
超音波所見および問診・健診結果について検討した。統計はｔ検定、
χ二乗検定、二項ロジステック回帰分析を用いた。p＜ 0.05 を有意差
ありと判定した。
【結果】腎石灰化を 1231 例（33.2%）に認めた。そのうち右腎石灰化
は 891 例（72.4%）、左腎石灰化は 964 例（78.4%）、両腎石灰化は 624
例（50.7%）であった。腎石灰化を有するものの中で腎結石も有する
者は 161 例（13.0%）であった。単変量解析で腎石灰化は性別、年齢、
腹囲、メタボリックシンドローム、高血圧、脂質異常症、血糖異常、
高尿酸血症、eGFR、尿潜血、腎結石、腹部大動脈壁石灰化、運動習慣、
就眠前の食事、尿管結石の既往に有意に関連を認めた。単変量解析で
有意差がある項目で多変量解析を行ったところ、腎石灰化の有無に関
し有意な影響を認めたのは年齢、尿潜血、腎結石、腹部大動脈壁石灰化、
尿管結石の既往だった。
【結論】単変量解析では生活習慣病関連因子と腎石灰化に関連が見ら
れたが、多変量解析では関連がみられなかった。一方、腎結石や尿管
結石の既往は単変量、多変量ともに有意に関連があり、腎石灰化は腎
結石の前段階の可能性があると考えられた。

1-7-12
人間ドック受診者を対象とした尿路系悪性腫瘍検出における尿
沈渣の有用性
公益財団法人　大原記念倉敷中央医療機構　倉敷中央病院　総合保健管理セ
ンター　検査室1

公益財団法人　大原記念倉敷中央医療機構　倉敷中央病院　総合保健管理セ
ンター2
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恵 1　　和田　憲和 2　　竹久　佳子 1　　田中亜矢子 1　
　文屋千恵子 1　　鈴木真由美 2　　楠葉　藍子 2　　太島　丈洋 2　
　村上　典彦 2　　菊辻　　徹 2

【目的】尿路系悪性腫瘍は 50 歳以上で好発し、無症候性顕微鏡的血尿
をきたす主要な疾患であることが知られている。また、尿沈渣での異
型細胞の検出が報告されているが、人間ドック受診者を対象とした比
較的大規模な集団でのその報告は限られている。当施設での尿沈渣実
施例における異型細胞検出の頻度および最終的に尿路系悪性腫瘍の診
断に至った症例を調査した。【方法】2014 年 10 月から 2017 年 9 月の
期間、人間ドックで尿沈渣を実施した 37,767 名を対象とした。調査項
目を以下に示す。1）尿沈渣における異型細胞検出例 2）尿路系悪性
腫瘍と最終診断された症例 3）尿路系悪性腫瘍であった症例のうち尿
潜血反応が陰性の症例【結果】総数（n=37,767）に対して 1）は 43 例
（0.11％）であり、2）は 21 例（0.06％）であった。その診断結果の内
訳は、膀胱癌 20 例、尿管癌 1例であり、3）においては 4例（19％）
であった。【考察】尿沈渣での異型細胞検出を契機に尿路系悪性腫瘍
と最終診断された割合（0.06％）は、岡山県の尿路系悪性腫瘍（膀胱・
腎など）の粗罹患率；人口 10 万人対 107.2 人（「岡山県におけるがん
登録 2013」. http://www.pref.okayama.jp/page/508900.html）の約 0.5
倍であった。今回の調査結果で、尿路系悪性腫瘍と最終診断された症
例において、尿潜血反応が陰性でありながら尿沈渣に異型細胞を検出
した例が認められた。非侵襲的かつ簡便な尿検査で尿沈渣を実施する
ことは、尿路系悪性腫瘍の検出のための有効なスクリーニング検査の
一つになり得ることが示唆された。【結語】人間ドックにおいて尿沈
渣を実施することは、尿路系悪性腫瘍の検出に有用であると考えられ
る。

1-7-13
ドック受診者のＣＫ D に関与する可能性のある因子について
霞が関ビル診療所1

東都クリニック2
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二 1　　美並真由美 1　　鈴木　順一 1　　野本　一臣 2

対象：平成 26 年４月から 30 年３月までに霞が関ビル診療所と東
都クリニックを受診した CKD 受診者の 125 名（男　78 名、女　47
名、平均 53 歳）の蛋白尿の有無、血圧値、クレアチニン、GFR、尿
酸値、LDL 鎮痛剤、UTI、喫煙の有無について検討した。高血圧は
140/90mmHg 以上あるいは降圧剤内服者、LDL 高値は 140mg/dl 以
上か高脂血症治療薬内服者、高尿酸血症は 8.0mg/dl か高尿酸薬内服
者。GFRは 60ml/min 以下を CKDとした。筋肉過多によると思われ
る偽のクレアチニン高値例は除外した。結果：蛋白尿陽性は約２割・
CKDは全員ステージ３であった。男女に分けて検討すると、男は高
血圧 15 名、LDL高値 15 名、鎮痛剤９名、高尿酸血症５名、喫煙のみ
２名、糖尿病腎症１名、片腎２名であった。女は鎮痛剤 15 名、LDL
高値 15 名、UTI　４名、高血圧　３名、喫煙のみ１名、IgA腎症２名、
片腎１名であった。考察：ドック受診者は CKDをほとんど知らず啓
蒙が必要である、CKDの主なリスクファクターは高血圧、高尿酸血症、
UTI　、鎮痛剤の使用であるが本研究の結果は LDL の関与する可能
性が否定できない。また中性脂肪の関与の可能性や生下時の低体重が
CKDに関与する可能性も指摘されている。結語：二人の医師による
ドック受診者の問診と検査結果から女性は約２割、男性は４割で関与
する因子が不明な受診者があった。
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尿中微量アルブミン検査の導入検討
一般財団法人　大阪府結核予防会　相談診療所　臨床検査部1

一般財団法人　大阪府結核予防会　相談診療所　診療部2
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1　　岡部　文雄 1　　下瀬　雅士 1　　渡邉　和彦 2　
　寺坂　邦広 2　　増田　國次 2

【はじめに】尿中微量アルブミンは、糖尿病性腎症の早期診断マーカー
として頻用されると共に、腎臓の微細な変化を反映し、心血管疾患や
脳血管疾患の危険因子としても重要視されている。そこで、検診にお
いて簡便に検査できないかと考え、今回、尿試験紙を用いたアルブミ
ン／クレアチニン比（以下、A/C比）の有用性について検討を行った。
【対象・方法】対象は、当施設のドック健診を受診された 2505 名（男
性 1,464 名、女性 1,041 名）である。方法は、1）尿蛋白とA/C比の感度・
特異度、またこれらの有所見の一致率、2）尿蛋白とA/C比の結果から、
希釈尿・濃縮尿・尿蛋白（－）による微量アルブミン尿の各割合、3）
微量アルブミン尿を呈するリスクの可能性の高い5群（高血圧、糖尿病、
脂質異常、メタボリック症候群、喫煙）との関連性の解析。以上につ
いて検討した。分析器はUS-3500、試験紙はウロペーパーα III‘ 栄研 ’
７C（共に栄研化学）を使用した。
【結果】1）尿蛋白とA/C 比ついては、感度 63.2％、特異度 88.1％、
有所見一致率 42.5％であった。2）尿蛋白とA/C比の結果より、希釈
尿 1.3%、濃縮尿 10.3％、微量アルブミン尿 4.4％となった。3）微量ア
ルブミン尿を呈するリスク群解析では、脂質異常を除く 4群に傾向は
あったものの、有意な関連性は認められなかった。
【考察】今回の検討で濃縮尿による偽陽性や、蛋白試験紙ではスクリー
ニング出来なかった微量アルブミン尿を発見することができた。この
ことより、尿蛋白とA/C比の有所見一致率が低くなったと考えられる。
今回の検討ではアルブミン尿を呈するリスク群解析について有意な結
果を認めなかったが、微量アルブミン尿は心・脳血管疾患の発症に関
与していると考えられており、また微量アルブミン尿や蛋白尿がある
と、将来末期腎不全発症割合は増加すると言われている。これらのこ
とを含め、試験紙法による尿中微量アルブミン検査の導入は、有用性
が高いと思われる。

1-8-01
精度管理向上を目指した子宮がん検診の取り組み
医療法人社団相和会　みなとみらいメディカルスクエア
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彦　　宗明　誠治　　菅原　裕人　　大村　昌夫　
　神谷　知至　　石川　廣記
【目的】近年、人間ドックのがん検診においても精度管理の重要性が
指摘されている。これに伴い当院でも細胞診検体採取法の変更、追跡
調査体制の充実を図っているが、今後の精度管理の向上のために問題
点を整理し、より良い管理法を検討する。
【方法】対象は 2016 年 10 月から 2017 年 9 月までの 1年間に当院ドッ
クで子宮頸部細胞診を受診した 6,602 名とした。検体採取法はシンプ
レップ法を採用した。ASC-US と診断された場合（C6判定）は残検体
によるHPV検査（cobas 法）を推奨し、HPV陽性者と他の有所見者
に対して当院外来を受診した場合は組織生検を行った。当院未受診で
要精検（D2 判定）と診断された場合は受診 3か月後に追跡調査票を
郵送、精検受診の有無を確認し精検受診率を算定した。
【成績】6,602 名中、18 名（0.27 %）が不適正検体と診断され、5名が
再検査を受けた。160 名（2.4 %）が ASC-US と診断され、うち 88 名
が HPV検査を追加（提出率 55.0 %）、16 名が陽性と診断された。（陽
性率 18.2 %） 未提出者 72 名中 5 名がドック受診時HPV検査を併用
（うち 1名陽性）、1名のみ 6か月後の細胞診再検を受けたことが確認
された。ASC-US, HPV+のため当院で生検を施行した 12 名中 11 名に
CIN1以上の所見を認めた。ASC-H以上の所見を認めた方は 114 名（要
精検率 1.7 %）で、40 名が当院外来受診（うち CIN1 22 名、CIN2 11
名、CIN3 5 名）、24 名が追跡調査により他院受診が確認され、精検受
診率は 56.1 % であった。他院受診の場合、組織診断が確認できたの
は 1名のみであった。
【結論】不適正検体となった 18 名中、14 名は月経開始後 3日以内であ
り、出血がある場合シンプレップ法での検体採取には注意が必要であ
る。ASC-US で HPV検査未提出の 66 名中、65 名はその後の経過が確
認できず、C6 判定のフォロー体制に問題がある。D2 判定の場合、他
院での受診状況、診断結果の把握が現在の追跡調査では不十分であり、
より良い精度管理のために改善が必要である。

1-8-02
当院での子宮がん検診への LBC・HPV 検査導入の試みと課題
医療法人社団　進興会　せんだい総合健診クリニック1

アネックス仙台ラボ2

医療法人社団　進興会3

おざわ女性総合クリニック4
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子 1,2　　志賀　清彦 2　　菊池　式子 2　　東岩井　久 1,2　
　米田　麻美 1　　石垣　洋子 1　　森山　紀之 3　　小澤　信義 4

子宮頸がんの死亡率を減少させるためには、子宮がん検診の受診率を
上げることが重要である。そのためには行政健診、妊婦健診、職域健
診の特徴を考え最も実施率を上げる方法をとる事が勘要である。厚労
省の渋谷らのがん検診に関する仙台市でのアンケート調査によれば、
子宮がん検診の受診率は 47% であった。この検診受診者の受診経緯
に関して、全年齢では（1）行政健診（51%）（2）職域健診（24%）（3）
個人的に施設を探した（9%）（4）妊婦健診（7%）であった。30 代で
は（1）行政健診（36%）（2）職域健診（31%）（3）妊婦健診（18%）
であった。当院では主として職域健診を担当し、2015 年より LBCを
導入している。2015 年は 21,309 名が検診を受け、1）不適正率は 0.1%
（2013 年 0.39%）と減少した。２）ASC-US は 0.77%、LSIL は 0.6%、
HSILは0.29%であった。３）CIN２以上の発見数は58例（2013年36例）
であった。４）HPV検査はオプションで施行しているが、645 名（2013
年 374 名）で陽性率 13%であった。従来法で施行していた 2013 年の
成績と比較すると LBC法が従来法より成績が良い傾向にあった。検
診料金に対しては、補助率が高いほど受診率は向上する傾向にあった。
機械購入コストとランニングコストが高値ではあるが、LBC法は不適
正標本の改善とHPV検査の併用により CIN2 以上の発見数の増加と
より早い段階の細胞病変検出が可能であると考えられた。

1-8-03
近年当科で経験した子宮頸がん検診を契機に発見された子宮体
癌（子宮内膜癌）9 症例の検討
倉敷成人病健診センター1

倉敷成人病センター　病理診断科2

倉敷成人病センター　産婦人科3
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弘 1　　石原真理子 2　　安藤　正明 3

（序文）子宮体癌は近年増加傾向にあり、2017 年の罹患者予測では全
子宮がん 28,100 人中 16,400 人、同死亡数予測では 6,700 人中 2,600 人
を占めるとされている。一方、早期発見すれば比較的生命余後が良い
疾患であるにも拘らず、子宮頸がん検診における細胞診のように低侵
襲かつ有益性が明確な検診方法が未だ確立されていない。昨年当学会
において大阪医科大学後山等が「任意型子宮がん検診における経膣超
音波検査での子宮内膜スクリーニングの臨床的意義」を発表されてい
たが、今回我われも過去 3年間に当科で経験した子宮頸がん検診を契
機に発見された子宮体癌 9症例を検討して若干の知見を得たので報
告する。（症例の背景と結果）当科では年間延べ約 15,000 人が対策型
および任意型子宮がん検診を受診され、ほぼ全例に経膣超音波検査
（TVS）を併用している。その内、子宮体癌 9症例の年齢分布は 47 歳
から 69 歳、閉経年齢分布は 47 歳から 58 歳、閉経前は 2 症例あり、
前年度検診受診歴有りが 6症例であった。未産婦は 1症例、BMI ＞
25 は 4 症例、現病歴、既往歴では高血圧 3症例、家族歴では乳がん 2
症例、検診時有症状 5症例であった。全例とも検診時にTVS で子宮
内膜病変を疑っており、時系列的変化や筋層浸潤等を疑わせる所見を
伴い特に子宮体癌を強く疑っていた症例は全9症例中4症例であった。
また、子宮体癌症例の臨床的進行期は 1a 期 6 症例、1b 期 2 症例、3c
期 1 症例であったが、1b 期を含む 2症例で 2次検査時初回子宮内膜細
胞診は陰性であった。（考察）検診での子宮体癌のスクリーニングは
難しいと思われるが、臨床的進行期との相関も示唆される症例もあっ
た。子宮内膜像の時系列変化（7/9 症例）、MRI でも描出された腫瘍
の有茎状部分や筋層浸潤を示唆する不整形エコー像（3/9 症例）など
に留意し、さらにドップラー検査併用も考慮して診断精度を上げて行
きたい。
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1-8-04
子宮頸部軽度異形成の追跡診成績
一般社団法人　新潟縣健康管理協会
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子　　半藤　　保　　石黒　義隆　　小川　弘良　
　金田由美子　　筧　　映里　　村山　　実
【目的】子宮頸部軽度異形成（CIN1）の大部分は、治療を行なわなく
ても自然に改善、消失すると言われている。ただし、改善 ･消失まで
の期間は定かでない。また、一部は逆に憎悪 , 進行するとされており、
その取扱いには慎重さが求められている。そこで、CIN1 の追跡診を
行ってその適正取扱い法を明らかにする。【方法】過去 11 年間に子
宮頸がん検診を目的に当会を受診した 65013 人から発見された CIN1 
143 人（0.7％）を対象に 1,2,3 年後に追跡細胞診を行った。なお細胞
診陽性症例は指定医療機関で精密検査を行ったが、精検受診症例は少
数のため今回は追跡細胞診成績を中心に分析した。〔成績〕CIN1 431
人中再受診し、細胞診陽性所見呈したものは 1年後ASC-H2、L-SIL8、
H-SIL1、計 11/72（15.7％）、2年後ASC-US1、L-SIL4、計 5/49（10.2％）、
3年後 L-SIL1、計 1/21（4.8％）であった。これらの受診者を 39 歳以
下と 40 歳以上とに分けてみると、39 歳以下は 1,2,3 年後の細胞診陽性
率は 4/33（12.1％）、2/22（9.1％）、0/7（0％）で 40 歳以上では 1,2,3
年後の細胞診陽性率は 7/39（17.9％）、4/27（14.8％）、1/14（7.1％）
であった。病理組織診陽性症例は、1年後 CIN1 6/7、CIN2 1/7、2 年
後 CIN1 2/2、3 年後 0/0 であった。【考察と結語】CIN1 の追跡細胞診
陽性率は 1年後 15.7％、2 年後 10.2％、3 年後 4.8％で 40 歳以上は 39
歳以下に比べ細胞診陽性率が高く推移した。以上のことから、CIN1
は診断確定後少なくとも 3年以上、とりわけ 40 歳以上の高年者は追
跡する必要がある。CIN1 の予後は感染したハイリスクHPVの種類、
患者の免疫能などに依存すると思われる。

1-8-05
新潟縣健康管理協会における従来型塗抹細胞診検体と液状細胞
診検体の子宮頸がん検診成績の比較検討
一般社団法人　新潟縣健康管理協会
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美子　　半藤　　保　　石黒　義隆　　小川　弘良　
　丸山　昌子　　金田由美子　　筧　　映里　　村山　　実
【目的】当協会では 2011.4 から子宮頸部細胞診を従来型の木製ヘラ擦
過塗抹細胞診法（従来法）からサイトブラシ擦過液状検体法（LBC法）
に変更した。両法の長所、短所についていくつかの報告があるが、要
精検率、細胞診の精度、とくに CIN2 以上の検出能についてはいまだ
評価が定まらない。そこで、当協会の成績を利用してその検証を試み
た。【方法】2006.1.1 ～ 2011.3.31 までの従来法による検体と 2011.4.1
～ 2016.12.31 の LBC 法による検体の成績を比較検討した。一次検診
は当協会で複数医師により細胞が採取され、鏡検判定は外注で行った。
また、二次検診は指定医療機関で実施された。【成績】従来法 28,501
人と LBC法 36,466 人との比較ではその順に、要精検率；1.13％、1.40％、
CIN1；0.44％、0.85％、CIN2；0.11％、0.16％、CIN3；0.06％、0.08％、
CIS；0.06％、0.07％といずれの頻度も LBC 法が多かった。とくに
CIN1 で約 2 倍の差を認めた。CIN2 以上の発見率は初回受診者では、
従来法 0.42％、LBC法 0.57％であったが、両方法とも初回受診後 2，3，
4，5 年後の継年受診者においては概ね年ごとにその発見率は漸減傾向
を示すものの LBC法での発見率が必ずしも従来法を上回るものでは
なかった。【結論】LBC 法での CIN1 発見率は従来法の約２倍であっ
た。しかし、CIN2以上の病変の発見率は両方法に大差を認めなかった。
子宮頸がん検診に際し、LBC法で CIN1 を含めて幅広く異常者を検出
しておくことはその後の子宮頸がん早期発見への警鐘になる。

1-8-06
健診センターにおける LBC 法を用いた子宮頸がん検診  
～従来法との比較を中心に～
代々木病院健診センター1

名古屋大学医学部　産婦人科2

エヌ・ケイ・クリニック3

病体生理研究所　検査部4

新百合ヶ丘総合病院　がんセンター5
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【目的】液状化細胞診（以下 LBC）、HPV 検査の開発・導入により、
子宮頸がん検診は大きな変革の時を迎えている。われわれは 2015 年
4 月より、院内の子宮頸がん検診に LBC を導入した。従来行われて
いた直接塗抹法による検診成績と比較した。【方法】LBC法を用いた
院内検診例（2015 年 4 月 ~2017 年 3 月、4275 例）と、従来法による
院内検診例（2013 年 4 月 ~2015 年 3 月、3498 例）の細胞診成績を比
較した。また、同時期の従来法による巡回検診例（2013 年 4 月 ~2015
年 3 月、2513 例；2015 年 4 月 ~2017 年 3 月、3095 例）の成績も併
せて検討した。なお細胞採取はいずれもサーベックスブラシを用い、
LBCはBD SurePathで施行した。【成績】1．院内検診LBC症例（n=4275）
では、ASC-US 98,LSIL 60,ASC-H 14,HSIL 30, で、従来法（n=3397 ; 
ASC-US 40,LSIL 28,ASC-H 9,HSIL 22, その他 2）に比べ、LSIL,ASC-
USの検出率が有意に上昇した（p＜0.01）。2．巡回検診例（全て従来法）
では、2015 年 4 月 ~2017 年 3 月例とそれ以前の症例間に、いずれの
病変においても検出率に差がみられなかった。【結論】LBCの導入に
より、異常所見、とくに LSIL, ASC-US の検出数・率が上昇した。今
後症例を増やし、LBCの高度病変検出率向上効果の検討、また病理組
織診断の結果を集積し、その効果を検証したい。

1-8-07
人間ドックオプション骨盤部 MRI を用いた骨盤内臓脱の予測因
子の検討： 骨盤底加齢の画像診断学的評価
国際医療福祉大学三田病院　放射線診断センター1

東京医科歯科大学　臨床解剖学分野2

イリモトメディカル3

国際医療福祉大学山王メディカルセンター　女性医療センター4
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　煎本　正博 3　　太田　博明 4

【目的】超高齢化社会を迎え骨盤内臓脱 （子宮脱、膀胱脱、直腸脱）に
悩む患者は増加している。骨盤内臓脱の要因として、加齢による骨盤
底筋群の脆弱化の関与が大きいと考えられている。我々は人間ドック
オプション骨盤部MRI の画像を用い、骨盤底筋群の形態変化と加齢
との関係を分析し、骨盤内臓脱の発症予測の可能性について検討した。
【方法】20 ～ 91 歳の女性を対照とし、人間ドックオプションである骨
盤部MRI 検査画像 74 症例を用いた。T2 強調画像の冠状断像で、骨
盤底筋群の最大の筋である肛門挙筋の形態を評価した。描出された肛
門挙筋の形態を次の 4型に分類した：Gullwing （G）, Shallow V （S-V）, 
Deep V （D-V）, Wine glass （G）。さらに、4型の肛門挙筋形態と年齢
との関係を分析した。【結果】全ての症例で肛門挙筋は同定可能であっ
た。G型 13 例 平均年齢 25.7 歳 , S-V 型 27 例 平均年齢 40.9 歳 , D-V
型 20 例 平均年齢 59.9 歳 , W型  14 例 平均年齢 75.1 歳であった。G
型は若年者に多く、年齢とともに S-V 型 , D-V 型と移行し、 高齢者で
はW型が多かった。肛門挙筋形態の 4型の分類は年齢と高い関連性
を示した。【考察・結論】骨盤部MRI 検査によって肛門挙筋を容易に
描出でき、加齢に伴なう骨盤底下垂を客観的に評価できた。肛門挙筋
形態から骨盤底加齢の程度を推定し、骨盤内臓脱のリスクについて予
測が可能と考えられた。さらに、本法の応用によって、受診者に骨盤
底筋体操などを推奨することにより骨盤内臓脱の予防が期待される。

人間ドック　Vol.33　No.2　2018 年182（294）



1-8-08
女性の年齢別、分娩回数別尿漏れの頻度
一般社団法人　新潟縣健康管理協会
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【目的】老化に伴う女性の尿漏れが生活の質を損なう大きな社会問題
としてクローズアップされている。尿漏れは単に本人のQOLの問題
にとどまらず、介護や社会福祉サービスなどからも重視すべきことが
らである。その実態解明の一助として年齢別、分娩回数別尿漏れの
頻度を明らかにすることを試みた。【方法】対象は過去６ヶ月間に当
協会を子宮頸がん検診に訪れた女性 2,401 人で、予診票に尿漏れの項
目を列挙し、該当項目を○印で囲む方法で自由記入してもらった。そ
の結果尿漏れについて回答のあったものは 1,818 人（75.5％）、回答な
しは 583 人（24.3％）であった。有意差検定はχ 2 検定によった。【成
績】年齢別に尿漏れは、20 代 4.4％、30 代 6.1％、40 代 10.4％、50 代
13.0％、60 代 12.5％、70 代（ないしそれ以上）12.6％、合計 184/1726
（10.7％）であった。39 歳以下の尿漏れの頻度は 4.4 ～ 6.1％と比較的
少数であったが、40 歳以上では、10.4 ～ 13.0％の間にあった。また、
分娩経験のない人の尿漏れは 4.3％であったのに対し、分娩経験者は
年代別にみて 10.6 ～ 16.4％の頻度であった。統計学的に 20 代、30 代
は 40 代以降に比し有意に、また、分娩経験ありは分娩経験なしに比
し有意に尿漏れの頻度が高いことが分かった。【結論】子宮頸がん検
診受診者 1,726 人の予診票に尿漏れの有無を○印で自由記入法により
尋ねたところ、全体で 10.7％に、年齢別には 40 歳以降では 20 歳、30
歳代に比べ有意に、また、分娩ありは分娩なしに比べて有意に尿漏れ
頻度が高いことが分かった。

1-8-09
男性喫煙者のブリンクマン指数と6年間の呼吸機能1秒率の変化
医療法人社団せいおう会　鶯谷健診センター1

獨協医科大学医学部公衆衛生学講座2
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【目的】
COPD罹患と重症化予防のためには呼吸機能検査が重要であるが、喫
煙者の呼吸機能を縦断的に追跡した報告はまだ少ない。そこで本研究
は、ブリンクマン指数と呼吸機能 1秒率の 6年間の経年的変化を検討
した。
【方法】
H22 年～ H28 年に人間ドックを受診した男性 2,454 人から喫煙問診欠
損 12 人、呼吸器疾患治療中 50 人、元喫煙者と喫煙と禁煙を繰り返す
者1,174人を除外した1,218人を分析対象とした。研究デザインはコホー
ト研究を用いた。1,218 人のうち喫煙者はブリンクマン指数（BI）400
未満 150 人・400 以上 800 未満 287 人・800 以上 212 人に分類し、非喫
煙者 569 人と合わせて 4群における 1秒率の経年的変化を一般線型モ
デル反復測定により分析した。交絡因子の年齢・血圧・脂質・血糖・
飲酒・運動を調整した。また、自覚症状（咳・痰・息苦しさ）の割合
の経年的変化をCochran Q 検定で検討した。
【結果】
交絡因子を調整した反復測定の分析結果はベースライン時に比べ、非
喫煙群では 6年間の１秒率の変化は 3年目から有意に低下していた。
BI400 と BI800 未満群は 2年目、BI800 以上群は１年目から有意に低
下していた。BI400 未満群、BI800 未満群、BI800 以上群と非喫煙群と
の１秒率（%）の差（95％ CI）がベースライン時には、それぞれ -1.2（-2.4,0.
１）、-1.8（-2.8,-0.8）、-2.7（-3.8,-1.5）であったが、７年目の差（95％ CI）は、
それぞれ -2.0（-3.3,-0.6）、-2.8（-3.9,-1.7）、3.9（-5.1,-2.6）であった。４群
における経年の自覚症状の変化は有意に認められなかった。
【考察と結論】
ブリンクマン指数が高いほど 1秒率の低下が早く、年次低下率も大き
いことが有意に認められた。また、自覚症状の出現する割合の変化は
少なく、問診等によるCOPD早期検出は困難であることも示唆された。
COPD予防や重症化防止には、喫煙者に呼吸機能検査を推進すると共
に、禁煙外来へ繋げるなど健診機関の役割として取り組みを強化して
いく必要があると考える。

1-8-10
最新のエビデンスに基づいた病院職員を対象にした禁煙治療の
試み～健保組合とコラボした充実治療メニューの提供と効果の
検討～
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1

台東区立台東病院・老人保健施設千束2
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１．目的
最新の禁煙治療のエビデンスに基づいて、病院職員に対して健康保険組合と
コラボして充実した治療メニューを提供し、その実施可能性と効果について
予備的な検討を行うことを目的とした。
２．方法
禁煙治療は 12 週間の標準治療（標準）に加え、標準コースに 12 週間の治療
を追加するコース（追加）と、喫煙本数を減らしながら 24 週間で禁煙するコー
ス（減煙）を設定した。診察はプライバシー保護の観点から外部の専門医が
担当することとし、実施時間は夕方の就業時間直後に行った。募集方法は、
健診時に医師から喫煙職員に募集のちらしを配付して勧奨するほか、院内に
ポスターを掲示した。治療終了後 3ヵ月間禁煙成功した場合、健康保険組合
から自己負担額に対して費用補助（上限あり）があることを事前に周知した。
３．結果
喫煙職員41名中 9名が参加し（標準6名、減煙3名）、参加率は22%であった。
受診者 9名中 8名が治療終了時ならびに治療終了時点から 3ヵ月間の禁煙継
続に成功し、成功率は89%であった。加熱式たばこ単独使用者が3名参加し、
全員成功した。精神疾患の病歴を有するものが 4名参加し、3名成功した。
４．考察
参加率 22%、禁煙率 89%という比較的高い結果が得られた。これらの理由
として、健診時の診察医師からの受診の声かけ、充実した治療メニューの提
供、診察時間の工夫、費用補助、外部医師による治療、脱落を防ぐ看護師か
らの声かけ、医師と看護師によるペアでのカウンセリング、禁煙に成功した
職員による参加の呼びかけが考えられる。加熱式たばこ使用者についても治
療を行うことでスムーズな禁煙導入が可能であることが示唆された。今回提
供したプログラムは、病院という喫煙が大きく制限される環境下で今なお喫
煙している職員のニーズや喫煙特性に適した内容であったと考えられる。今
後協会内の他施設に取り組みを拡大し、その効果を検討する予定である。

1-8-11
当センターにおける「アルコール使用障害スクリーニング」の
集計結果から
三重県厚生連　鈴鹿中央総合病院　健診センター　オリーブ
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　　信太　照美　　清水　正子　　畑中　美幸　
　小西　佳絵　　西村　　晃　　浜田　正行　　作野　功典
【目的】
　前回の特定保健指導の見直しの中でアルコールのリスクに着目した
保健指導が明記されている。具体的にはアルコール使用障害スクリー
ニング（ＡＵＤＩＴ）を行い、その結果に基づいて行われる減酒支援（ブ
リーフインターベンション）である。
今回我々はＡＵＤＩＴとその結果に基づく減酒支援の手引きを使用し
て、当センターのオリジナルの保健指導ツールや支援方法を作成する
ことを目的としてアンケート調査を実施した。
【対象及び方法】
　平成 29 年 4 月 1 日から 9月 31 日までの受診者 3193 名（男性 1713
名・女性 1480 名）の内、「特定健診における標準的な質問票」で、一
回の飲酒量が「1～ 2合未満」以上と回答し、尚且つ飲酒頻度が「毎日」
又は「時々」飲むと回答した受診者 879 名（男性 710 名・女性 169 名）
を対象とし、ＡＵＤＩＴを郵送により送付回収した。
【回収結果】
　回答数 467 件で回収率 53.1％であった。問題なしとされる 0～ 7 点
が 207 件 44.3％（男性 150 件・女性 57 件）、減酒支援対象の 8 ～ 14
点が 185 件 39.7％（男性 170 件・女性 15 件、年代別では 40 歳未満 5件・
40 ～ 44 歳 9 件・45 ～ 49 歳 20 件・50 ～ 54 歳 21 件・55 ～ 59 歳 29 件・
60 ～ 64 歳 28 件・65 ～ 69 歳 31 件・70 歳以上 42 件）、アルコール依
存症が疑われる15～40点が75件16.1％（男性64件・女性11件）であっ
た。
　今回の調査でＡＵＤＩＴを用いることにより問題飲酒者と減酒支援
対象者の把握が簡便に行われることが確認でき、当センターの保健指
導ツールと支援方法の開発にも有用であると思われた。
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1-8-12
脳ドック受診者の深部皮質下白質病変に及ぼす年齢と血圧管理
の影響
小松市民病院　健診センター1

小松市民病院　脳神経外科2
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子 1　　後藤　善則 1　　新多　　寿 2　　村松　直樹 2　
　吉田　優也 2　　朝日　ゆり 1　　川岸由里子 1　　高　　香織 1　
　横川美穂子 1　　村上　眞也 1

【背景】当院における脳ドック受診者の年齢は中央値 70 歳（平成 28
年度）と、市の助成が始まった平成 19 年頃に比し約 5歳高齢化して
いる。受診者は認知機能障害への対応を脳ドックに期待しており、画
像診断の進歩により認知症に関連する虚血性白質病変も注目されてい
る。受診者の思いに応える結果説明や保健指導に向け、深部白質病変
（DSWMH）と年齢および血圧管理との関係性を明らかにしたい。【対
象と方法】平成 28 年度に受診した 169 名（男性 81 名、女性 88 名）。1：
65 歳未満（A群、32 名）、前期高齢者（B群、67 名）、後期高齢者（C群、
70 名）に群分けしDSWMHの有無を比較した。2：血管の評価として、
DSWMHの有無と、頚動脈超音波による内膜複合体（IMT）との関
係について検討した。3：血圧管理状況とDSWMHの有無について調
査した。【結果】1：DSWMHの有所見率はA群 3.1％、B群 14.9％、
C 群 25.7％と高年齢ほど増加していた。2：IMT の有所見率もA群
12.5％、B群 25.4％、C群 36.8％と加齢により増加し、DSWMHの存
在と IMTの肥厚に関連を認めた。3：高血圧症の有無でDSWMHの
有所見率に有意差を認めず、降圧療法のDSWMHに対する有用性も
示されなかった。【考察】DSWMHに高血圧症が強く影響していると
の報告が以前よりなされているが、当院の検討では年齢の影響が強
かった。DSWMHに IMT肥厚を伴うことが多かったことからも病態
は血管病変であると推測されるが、降圧剤など内服加療による改善・
予防効果は認められなかった。認知症もDSWMHと同様に年齢に伴
い増加するが、DSWMHに対する有効な対処法は明らかにされておら
ず、不可逆的な老化である可能性から、DSWMHを根拠とした認知機
能に関する説明には注意を要すると思われた。

1-8-13
‘ 正常者 ’ における “ 白質病変 ” 出現に関する研究−経過からの
検討−
静岡県立大学　看護学部1

静岡県立大学　経営情報学部2

山王メディカルセンター3

国際医療福祉大学　医学部4

○伊
い と う

藤　　暖
はる

1　　荒井　孝子 1　　松浦　明美 1　　西山こころ 1　
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【目的】正常者に出現する白質病変（DSWMH）が認知機能低下に関
与していることはロッテルダム研究などで指摘されている。今回は、
脳ドックデータから白質病変を経年的に増加させる因子を検討した。
【方法】平成 21 年 10 月 13 日から平成 27 年 4 月 30 日の期間に行われ
たA健診施設脳ドッグ 10,812 例のうち、複数回受診しているケース
1,573 例を対象とした。1回目と 2回目にDSWMH グレードが 0であ
るものをDSWMH発生なし群（256 人）、2回目受診時にDSWMHグ
レードが1以上になっている者をDSWMH発生あり群（168人）とした。
2 群間で年齢、性別、BMI、収縮期血圧、拡張期血圧、HbA1c、空
腹時血糖、総コレステロール、LDL コレステロール、HDLコレステ
ロール、中性脂肪、non　HDL コレステロール、eGFR、尿酸、尿蛋
白、喫煙歴・メタボリックシンドローム・糖尿病・慢性腎臓病・高血
圧症・脂質異常症・高尿酸血症の有無との関連を調べた。IBM SPSS 
Statistics version 22 を用い、t 検定、McNemar 検定、カイ 2乗検定、
二項ロジスティック回帰分析を行った。
【結果】 DSWMHなし群とDSWMH出現群における 1回目受診時の各
因子を比較して、BMI、収縮期血圧、総コレステロール、LDLコレス
テロール、non　HDL コレステロールに有意差が見られ（p ＜ 0.05）、
平均値はいずれもDSWMH出現群の方が高値であった。DSWMH発
生に影響する因子を 2項ロジスティック分析したところ、LDL コレ
ステロールが選択された（モデルカイ 2乗検定　p ＜ 0.05、Hosmer-
Lemeshow検定　p=0.517、オッズ比p ＝ 1.007、判別的中率 61.0％）。
【結語】今回の経時的検討から、LDLコレステロールとDSWMH発生
について関係が見られた。したがって LDL コレステロールの適切に
維持することは、DSWMH発生ひいては認知機能低下を予防する意味
でも重要であることが示唆された。

1-8-14
当院脳ドック受診者における深部皮質下白質病変と危険因子と
の関連
トヨタ自動車株式会社　トヨタ記念病院　健診センター1

トヨタ自動車株式会社　トヨタ記念病院　神経内科2
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【目的】当院の脳ドックコースは受診者に対し、神経内科医による結
果説明会の案内と「脳ドックを受けられた方へ」という画像所見の説
明を記載した用紙を健診結果とともに送付している。受診時に得られ
た各因子と深部皮質下白質病変（DSWMH）のグレード分類との関連
を検討し、当院におけるDSWMHに関連する因子を調査することで
結果説明会や所見説明用紙をよりわかりやすく、受診者の生活習慣改
善に活かせる充実した内容に改訂した。
【方法】2016 年 1 月～ 2017 年 12 月に当院脳ドックを受診した 1698 名
から脳内疾患の既往がある受診者と繰り返し受診者を除外した 1473
名を対象とした。受診時の属性およびデータ（年齢、性別、喫煙の有無、
高血圧症、脂質異常症、糖尿病、慢性腎炎、痛風の既往または治療の
有無、BMI、血圧、空腹時血糖、HbA1c、総コレステロール、中性脂肪、
HDLコレステロール、LDLコレステロール、尿酸、eGFR、クレアチ
ニン、総頸動脈内中膜複合体厚）とDSWMHとの関連を統計ソフト
SPSS を用い、Mann-Whitney の U検定、カイ 2乗検定、二項ロジス
ティック回帰分析を行った。DSWMHの程度はMRIのFLAIR横断像、
T1横断像等から脳ドック学会分類（Shinohara ら）に基づきグレード
0、1、2、3、4に分類した。
【結果】DSWMHの程度をグレード 0、1とグレード 2以上で分け、20
因子について群間比較を行った。その結果、高血圧症、糖尿病、年齢
など 10 項目で有意差が認められた（p＜ 0.05）。また二項ロジスティッ
ク回帰分析では、高血圧症の既往または治療の有無、年齢、収縮期血
圧が強く影響を与える因子ということが確認できた。この結果を踏
まえ、受診者に送付している所見説明用紙の見直しを行った。また、
DSWMHは脳卒中の危険因子でもあることから、医師からの結果説明
時にDSWMHの危険因子を保有するグレード 2以上の受診者に対し
て分析結果に基づく、より詳細な指導もできるようにした。

1-8-15
当院での脳ドックの現状と課題
地域医療機能推進機構　九州病院　健康診断部
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【目的】当院での脳ドック（検査項目：頭部MRI検査・頚動脈エコー検査）
は脳神経外科医が担当医として開設されたが、脳神経外科医にとって
結果説明に割く時間は負担であった。そのため有所見者への対応につ
いて神経内科医の協力を検討することが必要であった。今回、脳ドッ
クの現状を把握し、今後について検討したので報告する。【方法】平
成 29年 4月 1日から平成 30年 3月 31日までの一年間に当院の脳ドッ
クを受診した 203 名について、有所見率、異常所見内容、リスクファ
クター、有所見者への対応の状況に後方視的に調査した。【成績】脳
ドック受診者 203 名のうち有所見者は 31 名（15.3％）であり、年齢は
46 ～ 70 歳で男性 16 名、女性 15 名であった。所見別では未破裂脳動
脈瘤が 12 名、脳腫瘍 1名、頚動脈プラークが 8名、陳旧性脳梗塞が 5
名、陳旧性脳出血が 4名、白質病変が 1名であった。リスクファクター
としては高コレステロール血症が 1名、高中性脂肪血症が 6名、糖尿
病が 7名であった。未破裂脳動脈瘤・脳腫瘍の 13 名は全員脳神経外
科を受診し、手術実施例はなく定期的経過観察となった。内科治療中
が2名で、健診での経過観察が3名で、脳ドック受診のみが13名であっ
た。【結論】未破裂脳動脈瘤の頻度は 5.9％ですべて脳神経外科受診さ
れ、受診率は高かったが、実際に手術が施行された例はなかった。他
の有所見者では脳ドック受診のみが 42％であり、脂質異常症や糖尿病
有病者が 45％に認められ、また、動脈硬化に伴う病変が多いため脳血
管疾患の予防の観点から脳ドック後のフォロー体制の再検討が必要で
ある。こうした状況を鑑みてこれから神経内科医の支援を得ることは
妥当であると考えられた。

人間ドック　Vol.33　No.2　2018 年184（296）



1-8-16
脳ドック MR angiography における読影精度の検討　未破裂
脳動脈瘤発見率の比較
医療法人社団葵会　AOI国際病院1

医療法人社団葵会　AOI国際病院健康管理センター2

○今
いまいずみ

泉　陽
よういち

一 1,2　　近　　貴志 1　　熊丸　裕也 1,2　　栗原英由樹 2　
　阿原　孝之 2　　東谷　保子 2　　高村　　徹 1,2　　瀬田　健博 2　
　古川　良幸 1

脳ドックを受診した健康成人において、脳卒中学会が認定する専門
医資格の有無により、未破裂脳動脈瘤発見率の差を比較・検討した。
非専門医による読影がなされていた 2013 年 9 月から 2017 年 3 月の
43 ヶ月間（第１期）に脳ドックを受診した 803 人（23-91 歳、平均
53.5 ± 11.6 歳）と 2017 年 4 月から 2018 年 3 月の 12 ヶ月間（第２期）
に脳ドックを受診した 310 人（22-84 歳、平均 52.0 ± 11.0 歳）を対
象とした。1.5T MRI で MRAを撮影し、脳動脈瘤を診断し、検討し
た。また、糖代謝異常の有無（HbA1c: 6.5 未満 vs 6.5 以上）、脂質代
謝異常の有無（LDL: 180 未満 vs 180 以上）、高血圧の有無（SP/DP: 
140/90 未満 vs 140/90 以上）、喫煙歴の有無（受診時喫煙あり vs なし）
に関しても検討を加えた。全期間で 32 人に疑い例を含めた動脈瘤を
認めた。第１期では 6人に認められ、発見率は 0.75% であった。第２
期では 26 人に認められ、発見率は 8.39% であった。両期間の発見率
に有意差を認めた（p＜ 0.01）。両期間とも発見率は女性に高く、第１
期では女性 3人 1.01%、男性 3人 0.59%、第２期では女性 6人 13.0%、
男性 20 人 7.58% であった。男性、女性ともに両期間の発見率に有意
差が認められた（p＜ 0.01）。糖代謝異常の有無、脂質代謝異常の有無、
高血圧の有無により発見率に差は認めなかった。喫煙者は非喫煙者よ
り多く動脈瘤が発見される傾向にあった。若干の文献的考察を加えて
報告する。

1-8-17
頭部 MRA 撮影時におけるメタルアーチファクトに対して追加
撮像が有効であった 1 例
社会医療法人愛仁会　カーム尼崎健診プラザ1

社会医療法人愛仁会　愛仁会総合健康センター2

○廣
ひ ろ せ

瀬　敏
としあき

明 1　　上田つた子 1　　橋本　昭利 1　　跡部　　優 2　
　石川　優子 2　　山崎　　駿 2　　中嶌　一彦 1　　岡村　雅雄 2

【はじめに】MRI 検査は放射線被ばくがなく非侵襲的であり容易に任
意の断面像が得られることから、臨床に重要な画像検査法である。脳
領域においては脳腫瘍や脳血管疾患の診断に不可欠となっている。し
かし、義歯などの磁性体を含有するインプラントがある状態ではメタ
ルアーチファクトが生じて、診断の妨げになる。今回、 MRAがメタ
ルアーチファクトの影響で診断困難な症例に対して、追加撮像を行
い改善できたので報告する。【症例】35 歳女性。歯科矯正用ブリッジ
を装着していたが、歯科医から撮影可能の回答を得てMRI 検査を施
行した。 歯科矯正用ブリッジ装着により、MRA画像では、メタル
アーチファクトが生じて、両側内頚動脈錐体部から前方循環系の動
脈に、欠損を認めた。T2、T1、FLAIR 画像では若干のメタルアーチ
ファクトが生じたが、診断可能な画像を得られた。両側内頚動脈錐体
部から前方循環系の動脈を描出する為に、STC（Saturation Transfer 
Contrast）パルスの設定を解除して、TEを 6.8ms から 5.5ms に変更
したところ、追加撮像では前方循環系の主幹動脈が描出できた。【考
察】近年の頭部MRAでは、末梢血管の描出向上の為、脳実質に STC
パルスを与えている。STCパルスは出力の大きいRFパルスを用いる
ので、磁性体が磁力を帯び、周辺磁場が不均一となることで欠損像が
生じた。今回 STCパルスの設定を解除することで、周辺磁場の不均
一化が減少し、欠損血管が描出された。また、TEを短縮し、短時間
で信号収集することで、メタルアーチファクトとなる雑音成分を軽減
することができた。 義歯などのメタルアーチファクトは、比較的遭
遇することが多く、汎用のMRA画像だけでは診断は困難だが、 STC
パルスの設定を解除した追加撮像では、末梢血管の描出が低下したが、
前方循環系の主幹動脈の画像が得られて、診断が可能になった。追加
撮像では受診者の身体に不利益はなく、撮像条件の変更も煩雑ではな
く検討に値する手法と考える。

1-8-18
人間ドックの上部消化管内視鏡検査後に一過性全健忘を来した
3 症例
北里大学　北里研究所病院　予防医学センター1

北里大学　北里研究所病院　神経内科2

○小
こ す ぎ

杉　理
り え

恵 1　　山田　　悟 1　　内野　章子 2　　飯ケ谷美峰 2　
　中野　　雅 1　　常松　　令 1

【はじめに】一過性全健忘（transient global amnesia TGA）は、一過
性の健忘を呈する疾患である。健忘以外の高次脳機能障害を認めず、
発作の持続時間は平均５～７時間程度で 24 時間以内に回復する。意
識や自己認識は保たれているが、記憶保持ができず前行性健忘がみら
れるため、自分の置かれている状況が理解できず、同じ質問を繰り返
すことが特徴である。今回、当施設では 2017 年４月から 2018 年３月
までの１年間で、人間ドックの上部消化管内視鏡検査後に一過性全健
忘を来した症例を３例経験したため報告する。【症例】症例は、50 ～
60 代の３例で、男性２名、女性１名。いずれの症例も上部消化管内視
鏡検査は複数回の経験があり、鎮静剤は使用していない。内視鏡検査
は３症例とも経口で行い、萎縮性胃炎や表層性胃炎、胃底腺ポリープ
などの所見を認めるものの、組織検査は必要としなかった。１例は嘔
吐反射が強かったが、その他２例は特段問題なく検査は終了となった。
３症例とも検査後～２時間以内に、「なぜここにいるのかわからない」
「検査をしたことを覚えていない」と訴えた。ドックで来院されたこ
とを説明すると、「全然覚えていない」と訴えられ、また次の瞬間に
は同じ質問を繰り返したためTGAが疑われ、精査・経過観察のため
入院とした。３症例とも診察所見での神経学的所見や頭部MRI・脳波
検査の異常は認めず、症状の悪化は認めなかった。夜間～翌朝には発
作が消失し、短期記憶・見当識障害は回復したが、内視鏡前後の記憶
は消失したままであった。【考察】TGAの誘因は激しい運動や精神的
ストレスなどと言われており、SPECTを用いた脳灌流の検索による
と、海馬などの一過性の低灌流が示唆されている。各種検査での発症
例は散見され、検査による精神的ストレスが誘因となっているものと
推測される。TGAは各種検査の合併症として認識しておくべき病態
であり、若干の文献的考察を加え報告する。

1-10-01
人間ドックにおける糖負荷試験実施者への生活指導によるス
タッフのスキル向上への取り組み
慶友会　吉田病院
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央里　　横田　欽一　　武田　寛樹　　端　　百恵　
　柿崎　郁美　　志目知英美　　吉田　良子　　吉田　遼平
【はじめに】これまで当院では人間ドックを受診し異常値がみられた
者に対し、結果説明後の健康相談を行ってきた。平成 29 年度から、
スタッフの指導スキル向上の為、オプション検査としてブドウ糖負荷
試験（以下OGTT）を実施した者に対して、結果説明と生活指導を実
施したので報告する。【対象と方法】対象は当センターに所属する保
健師 1名、管理栄養士 4名であり、平成 29 年度人間ドック受診者の
中で、OGTT を行った 101 名（正常型 44 名、境界型 49 名、糖尿病
型 8名）全員に指導を実施した。生活指導はOGTT実施当日または
翌日に行った。血糖値・インスリン値をグラフ化した結果票の利用、
指導用資料の作成や症例検討を行うことでスタッフのスキル向上に
努めた。【結果】代謝特性の異なる対象者への指導を重ねることによ
り、インスリン抵抗性、インスリン分泌障害を理解し、対象者の特性
に合った生活指導へと繋がった。また、血糖値・インスリン値をグラ
フ化した結果票の利用により数値を見ながら客観的に指導を行うこと
ができ、指導用資料の作成により、インスリン作用不足が代謝障害に
繋がること、症例検討により対象者の特性を把握してのアプローチ方
法の検討や情報共有の必要性を学んだ。【結語】膵臓機能の予備能力、
耐糖能の状態について判断し、個々人の代謝特性を理解するために、
OGTT実施者への生活指導は有用であると考える。今後も対象者への
生活指導を継続し、対象者の経年結果からその効果について検討して
いきたい。平成 30 年度からは指導スタッフを増やして実施し、定期
的な症例検討や使用教材の統一化により当センターのボトムアップに
向け取り組んでいく予定である。
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1-10-02
推定食塩摂取量からみた血圧管理の保健指導
社会医療法人財団　天心堂　健診・健康増進センター
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生久
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美子　　小野　順子　　磯部　　恵　　板井恵津子　
　松本　泰祐
【はじめに】食塩過剰摂取は血圧上昇と関連があるが、日本人は依然
として食塩摂取量が多い。減塩は降圧が期待できるだけでなく、降圧
薬の減量・作用増強の一助となり、高血圧の予防や治療の観点でとて
も大切である。今回、推定食塩摂取量と血圧並びに生活習慣との関
連から血圧管理における保健指導を検討したので報告する。【対象】
2016 年～ 2017 年度、健診者で塩分チェックに協力いただいた 2242 人。
男性 1350 人（平均年齢 46.9 歳± 11.83）女性 892 人（平均年齢 44.7
歳± 11.71）【方法】対象者を性別に高血圧治療群（以下、治療群：男
性 195 人、女性 81 人）、高血圧放置群（以下、放置群：男性 321 人、
女性 117 人）、正常血圧群（以下、正常群：男性 834 人、女性 694 人）
に３分類し、それぞれの群の推定食塩摂取量を比較した。さらに、推
定食塩摂取量と生活習慣との関連をみた。統計はｔ検定を使用した。
【結果】女性の推定食塩摂取量は治療群と正常群に有意差はみられず、
放置群は他の群に比べて有意に多かった。男性は治療群、放置群、正
常群で有意差はみられず、３群とも推定食塩摂取量が多かった。男女
ともにメタボ該当者及び予備軍、男性では運動不足・喫煙者に推定食
塩摂取量が多かった。【考察】１）女性の放置群は推定食塩摂取量が
多く減塩指導が必要である。2）男性は 3群とも血圧と塩分摂取量に
有意差がみられず、血圧に関しては、生活背景、二次性高血圧、体質
など多面的側面も考慮する必要がある。なお参考値であるが、二次性
高血圧である原発性アルドステロン症は、2017 年度当院では高血圧症
の 1.9％、男性 1.3％（1117 人中 14 人）、女性 2.9％（1063 人中 31 人）
であった。3）減塩への切り口として、男女ともにメタボ改善、男性
では禁煙や運動習慣づくりに向けた指導が有効であると考える。4）
低カリウム並びにナトリウム貯留作用のある血漿アルドステロン濃度
と血漿レニン活性の比（ARR）も参考にすべきである。

1-10-03
当院における経年的な保健指導の効果について
医療法人　大宮シティクリニック
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来　　松澤　範子　　中島　直美　　中山由里子　
　梶川　歩美　　野老由美子　　高橋　麻美　　森山　　優　
　中川　一美　　中川　高志
【目的】当院では 2015 年 10 月より独自の対象基準を設定し、延べ
15232 名に人間ドック当日の保健指導を実施しており、実施率は 95％
である。今回、経年的な保健指導介入の効果について検討した。【対象】
2017 年 4 月 1 日から 2018 年 2 月 28 日までの人間ドック受診 32838 名
中、2015 年度、2016 年度とも保健指導対象になった 1275 名。特定
保健指導の動機づけ支援、積極的支援該当者に加え、全ての年齢に
て、腹囲男性 85cm以上、女性 90cm以上、もしくはBMI25 以上を独
自の保健指導対象とし、検査の待ち時間に個別で 15 分程の保健指導
を実施している（高血圧、糖尿病、脂質異常症の投薬治療者を除く）。
【方法】2回連続指導群、1回のみ指導群、未指導群に分け、体重、腹
囲、BMI、検査値（血圧・血糖・HDL・中性脂肪）が改善した人数の
比率について、分析した。【結果】三群間の比較では BMI で有意差が
認められた。さらに、二群間での差を比較したところ、BMI 以外で
は、体重においても未指導群に対し、2回連続指導群、1回のみ指導
群ともに改善した割合が高く、有意差が認められた。腹囲、検査値で
は有意差はみられなかった。2015 年度に当院の保健指導対象であった
が、2017 年度に非該当となったのは、2回連続指導群が 27％、1回の
み指導群が 26％、未指導群が 20％であった。【考察】体重と BMI で
は、指導介入群と未指導群の改善状況に有意差が認められたことから、
一度でも指導介入したことで健康意識を高め、生活習慣の改善につな
がったといえる。腹囲においても指導回数を重ねるにつれて減少傾向
であったことにより、生活習慣改善に対するモチベーション維持にも
つながったと示唆され、連続した保健指導介入が有用であったと考え
られる。今後もさらに、健康寿命の延伸に向けて、経年的な保健指導
介入とともに、未指導群への効果的なアプローチも課題として取り組
んでいきたい。

1-10-04
一日ドックにおける保健師・看護師による保健指導効果の検証
公立昭和病院　予防・健診センター
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【目的】人間ドック当日の保健指導は有効であると言われており、当
院でも管理栄養士・保健師・看護師が指導を行っている。そこで、昨
年度一日ドック受診時に保健指導を受けた受診者が指導された内容
を継続できたかを調査し、保健指導が有効であったかを明らかにす
る。【方法】2016 年９月以降に一日ドックを受診し、保健師・看護師
による保健指導を受けた 100 名に再受診時にアンケートをとる。【結
果】前回ドックで指導された内容を覚えているかは、はい 90％、いい
え 10％。指導内容（複数回答可）は、運動 63 名、食事内容改善 30 名、
節酒21名、間食８名、禁煙６名、夕食の時間改善２名。継続できたかは、
はい 48％、内容を変更して継続中 18％、いいえ 30％、途中でやめた４％
（男女別：男 68％、女 58％、年齢別：39 歳以下０％、40 代 55％、50
代 50％、60 代 77％、70 代 67％、80 歳以上 67％、受診目的別：健康
チェック 68％、ガンの早期発見 50％、会社の健診 58％、内容別：節
酒 74％、食事内容改善 72％、運動 64％、間食 43％、禁煙 60％、夕食
の時間０％）継続できなかった理由は、やろうとは思ったが結局でき
なかった、間食・飲酒などやめるように言われたが好きなのでやめら
れなかった、指導された内容を忘れてしまった、時間がなかった、や
る気がおきなかった、指導された内容が難しかった、等であった。【考
察】今回の調査によると、過半数の受診者が何らかのセルフモニタリ
ングを継続できていた。しかし、年齢 60 歳代、お酒を減らすように
言われた人、食事の内容を改善するように言われた人では半数以下に
とどまり、39 歳以下および夕食をもっと早い時間に摂るように言われ
た人は０％であったことから分野毎に差がみられた。また、継続でき
なかった理由には様々な因子が影響していた。

1-10-05
健康学習会での運動教室の内容に関する検討
公益財団法人　東京都予防医学協会1

トヨタ自動車株式会社　ウェルポ2
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絵 1　　加藤　京子 1　　瀬戸口恵子 1　　松本　重美 1　
　丸茂　貴子 1　　菅原　哲也 1　　金子　昌弘 1　　大畠　利彦 1　
　小堀　悦孝 1　　吉兼　直文 2

【目的】本会では健康学習会時に、質の良い睡眠で休養が取れるよ
う、睡眠講義・運動講義・実技を行っている。この内容が参加者に
適切であったか分析したので報告する。【対象】2017 年 4 月～ 2018
年 3 月に本会人間ドックを受診し、健康学習会に参加した 271 人（30
～ 60 歳代の男性：122 人、女性：149 人）。【方法】運動習慣と問診票
の「睡眠で休養が取れていますか」に対する回答を男女別にχ二乗検
定を行った。また、運動習慣と「平日・休日の睡眠時間の差」との
関係を分析した。【結果】 運動習慣がある人は男性 122 人中 54
人（44.3％）、女性 149 人中 71 人（42.4％）。運動習慣がある人で、「睡
眠によって休養が取れている」と回答した人は男性 42 人（77.8％）、
女性 41 人（57.7％）、「睡眠によって休養が取れていない」と回答した
人は男性 12 人（22.2％）、女性 30 人（42.3％）であり、男女間で有意
差を認めた（P=0.018）。運動習慣がない人で、「睡眠によって休養が
取れている」と回答した人は男性 45人（66.2％）、女性 40人（51.3％）、「睡
眠によって休養が取れていない」と回答した人は男性 23 人（33.8％）、
女性 38 人（48.7％）であった（有意差なし）。また、平日・休日の睡
眠時間の差を調べると、運動習慣がある人の方が睡眠時間の差が少な
い（2時間以内）と回答した人の割合が高かった。【考察】結果より、
運動習慣があっても、睡眠によって休養を取れているかについては男
女で差があることは分かった。「運動を習慣とする」、「質の良い睡眠
をとれるようになる」この 2点を目標にしているが、ここに男女差を
踏まえプログラムすることが必要であると考えられた。今後も各個人
にあった運動習慣、質の良い睡眠確保のためにできることを健康学習
会で見つけてもらい、日常生活に反映させていくことが重要であると
考える。
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1-10-06
グループ職員の健診後事後指導による支援
医療法人順風会　順風会健診センター　産業保健支援室1

医療法人順風会　順風会健診センター　診療部2
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日子 1　長谷部靖子 2　　西山　里枝 1　　黒川　泰伸 1　
　渡邉　早苗 2　　八木　　完 2

【目的】当グループでは、職員の健康促進と精密検査受診率の向上を
目的に健診後事後指導を行っている。今回、健診後事後指導を振り返
り、グループ内各事業所の健康づくりをサポートする健康支援の方向
性を検討した。
【対象】2016 年度定期健康診断を受診したグループ職員 1,920 名を対
象とした。
【方法】健診結果において事後指導対象者を、特定保健指導（特保）、
年齢非該当特定保健指導（プレ特保）、要精密検査および要治療（受
診勧奨）に分類した。特保、プレ特保には個別案内後、面談を行った。
また、受診勧奨該当者には事前に受診状況を確認し、必要に応じて面
談を行った。
【結果】事後指導対象者は、特保 113 名、プレ特保 34 名、受診勧奨
288 名（重複あり）であり、事後指導実施率は特保 64.6％、プレ特保
73.5％、受診勧奨 91.3％であった。がん検診項目の精検受診率は、事
後指導実施前の 2013 年度と比較し、肺がん検診 76.9％から 96.0％、
胃がん検診50.0％から93.3％、大腸がん検診57.8％から76.1％となった。
【考察】特保、プレ特保、受診勧奨の個別アプローチを実施し、対象
者の 83.2％に事後指導を実施した。プレ特保の充実は、特保該当者、
しいては生活習慣病での受診勧奨該当者の減少につながるため、大変
重要である。また、受診勧奨に関しては個別に受診勧奨を行うことで
受診への妨げとなっていた障害を解決でき、受診率が向上した。今後、
生活習慣改善からの発病予防に重点をおき、個々の職員に合わせたき
めの細かい個別健康支援アプローチ「パーソナライズ化健康支援」の
需要が増えてくると考えられる。
【結語】グループ職員に対して「パーソナライズ化健康支援」を行う
ことで、職員の健康促進、更にグループの健康経営につなげたい。

1-10-07
内臓脂肪測定検査を行い生活習慣の改善に継続的に取り組んだ
が、内臓脂肪面積減少に至らなかった受診者の思い
昭和伊南総合病院　健診センター
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子　　栗山　　功　　加藤美由貴　　村澤　　歩
【目的】６か月後の内臓脂肪測定再検査時に受診者が期待した検査結
果が伴わなかった背景、検査前後での気持ちや生活習慣の変化を明ら
かにし、受診者の生活習慣改善行動を促すための保健指導への示唆を
得る。
【方法】平成 27 年度中に内臓脂肪測定検査を受検した 246 名中、6か
月後に再検査を受けた受験者 12 名のうち、内臓脂肪面積が増加し、
その原因となる理由が思い当たらなかった 2名（男性 2名、年齢は 75
歳と 71 歳）。平成 29 年 1 月半構成的面接によるインタビューを行い、
ＩＣレコーダーに録音した内容を逐語録に起こしコード化、類似する
内容ごとにサブカテゴリー、カテゴリーを分類した。
【結果】面接の結果、61 のコードから 11 のサブカテゴリ－にまとめら
れ、[ 前向きな行動変容 ]、[ 内臓脂肪が減らなかったことへの葛藤と
自己分析］、[ 他者にゆだねる一面がある健診者 ] の 3 カテゴリーで構
成された。6か月後の再検査実施後も運動や食事習慣、生活行動で生
活改善の行動変容は継続して行われていたが、内臓脂肪が減らない葛
藤を感じていた。今後も継続して検査や保健指導を受ける機会の要望
があったが、健康管理の主体が本人ではなく保健指導に依存する気持
ちと、人間ドックに対する誤解と過度の期待をもった受診者の一面が
明らかとなった。
【考察】受診者のさらなる行動変容を促すためには、保健指導で受診
者自身が抱える疑問を聞き、生活習慣を具体的に再度細かく見直しを
行い、受診者自身が気づかなかった生活習慣を明らかにすることが大
切である。そのうえで具体的な目標の修正を図り行動目標を立てる必
要がある。保健指導では受診者が他者に健康管理をゆだねる一面があ
ることを認識したうえで、一医療機関による個別の保健指導だけでな
く、かかりつけ医との連携や、受診者が自ら選択し行動できるような
情報提供や社会資源の活用を促す支援を行う必要がある。

1-10-08
健診同日に食後血糖検査を実施して
公益財団法人　藤沢市保健医療財団　藤沢市保健医療センター
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子　　明間　勤子　　姫野　秀朗　　田中　静子　
　古賀　睦実　　加藤　智美　　山口　純子　　喜田　明子　
　鈴木　清美　　相馬　純子
【目的】近年、「空腹時血糖値やHbA1c 値が軽度高値でも糖尿病合併
症が発症進行している」ケ－スの背景には、食後高血糖の影響があ
るのではないかといわれている。そこで空腹時血糖値（以下 FBG）
や HbA1c 値が軽度高い方に対して、健診当日に食後血糖検査を実施
し、早期に動機付けできる可能性を探った。【対象】2017 年 11 月 1 日
～ 2018 年 3 月 15 日の間、糖尿病が未治療であり前回健診の FBG 値
100mg/dl 以上、HbA1c 5.6% 以上および糖尿病の家族歴のある者を対
象に検査を勧めた。実施者数は 148 名（男性が 80 名、女性は 68 名。
年齢は 34 ～ 88 歳）であった。【方法】対象者は健診終了後に食事（当
施設で提供される食事：男性 840kcal　女性 740kcal）を摂取し、食事
開始後1時間値の血糖を指先採血にてグルコ－ス分析装置で測定した。
判定は 1時間値が 140mg/dl 以上のものを異常値とした。【結果】148
名中、食後血糖値（以下 PPG）140 mg/dl 未満 19 名、140 ～ 159mg/
dl  22 名、160 ～ 179mg/dl  34 名、180mg/dl 以上が 73 名であった。
そのうち、健診当日 FBG 値 100mg/dl 以上の受診者では PPG 値が
140 mg/dl 以上が 90%。健診当日HbA1c5.6% 以上の受診者では PPG
値が 140mg/dl 以上は 92%であった。【まとめ】148 名中 129 名（87％）
の受験者がPPG1時間値が 140mg/dl 以上であった。そのうち 180mg/
dl 以上の積極的な介入が必要とされる受験者が 73 名（49％）を占めた。
人間ドックの項目として、75gOGTTを実施する施設はあるが、今回
は健診のお弁当を摂取後に 1回のみの侵襲の少ない採血を実施する事
で血糖値スパイクを発見することが出来た。FBGと HbA1c に加え糖
尿病予備群へアプロ－チする有効な方法と考える。また糖尿病への関
心を保たせる動機付けの契機となった。今後は継続的に介入すること
で、糖尿病への進展抑制につなげられると考える。

1-10-09
食事の速度と腹囲に関して　一般社団法人日本健康倶楽部約 60
万人のデータから
一般社団法人日本健康倶楽部和田山診療所
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【はじめに】過去に本学会では、当診療所のデータにおいて、食事の
速度とメタボリックシンドローム症候群（以下　Mets）に関する発表
を行ってきた。今回、当方が所属する一般社団法人日本健康倶楽部（以
下当法人）のデータで同様の分析した結果、興味深い傾向が見られた
ので報告をする。【方法】　当法人全国 18 支部 1,723,401 人のうち、特
定健康診査の実施項目を満たした症例 628,783 人（男 332,891 人、女
295,847 人）が対象。食事の速度は、標準的質問票の回答を使用し、
職業分類は日本標準産業分類（平成 25 年 10 月改定）により分類した。
統計分析は IBMの SPSS statistic21 を用いた。【結果】1）食事の速度
に関して男性の 32.5%、女性の 24.0% が「はやい」と回答。また、業
種別では、男性は、宿泊業・飲食サービス業で 46.3% が食事の速度「は
やい」と回答し、女性は不動産業，物品賃貸業で 33.3% が食事の速度
「はやい」と回答。また男女とも製造業が「はやい」と回答した頻度
が最も少なかった。2）食事の速度と腹囲の平均値 食事の速度が「は
やい」と回答した群と「おそい」と回答した群では、平均値で男性で
は 6.0cm、女性では 4.8cmの差を認め、いずれも有意差が見られた。（p
＜ 0.001）3）地域別の食事の速度  全国の支部を地域別に分けて調べ
たところ、男女とも、食事の速度が「はやい」と回答したので沖縄が
最も多く、北海道が最も少ない傾向にあった。食事の速度が「はやい」
と回答した群でMets 該当者の頻度が最も多くみられたのが、沖縄の
男性で 20.3％であった。【まとめ】　やはり、食事の速度と腹囲には関
係性があると思われ、食事の速度を落とすことが、食生活習慣を大き
く変えずに効果がもたらせる可能性が示唆された。さらに、地域や職
業を細かく分析することで、効果の高い保健指導が見いだせると考え
ている。
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1-10-10
特定保健指導初回面談の実施時期別成果の検討
東京慈恵会医科大学　総合健診・予防医学センター　新橋健診センター
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咲　　伊藤　恭子　　中島　麻衣　　石川佳奈美　
　飛田　　綾　　河合　　茜　　佐藤さとみ　　川上　恵美　
　内藤　安子　　加藤　智弘
【はじめに】現在、生活習慣病が本邦の国民医療費の 1/3 を占め、
2025 年には団塊の世代が後期高齢者となることから、予防医療の拡
大・充実は益々重要な課題となっている。この 4月から第 3期特定健
診・特定保健指導が開始されるが、当センターでは先駆けて 2015 年
7 月より人間ドック受診日当日の特定保健指導初回面談を開始してい
る。今回、従来の特定保健指導との成果を比較検討したので報告する。
【方法】対象期間は 2016 年 4 月から 2017 年 3 月までの 1年間で、健
診受診から数ヶ月後に健康保険組合から特定保健指導の利用券が発行
され、予約の上で初回面談を行った従来の特定保健指導群（予約群）
45 名と、人間ドック受診日当日に当センターで階層化を行い、その日
のうちに初回面談を行った群（当日群）15名を対象とした。分析方法は、
予約群と当日群の 2群間における体重 4％以上の減少達成率と、体重
（kg）、腹囲（cm）、血圧（mmHg）の平均値の変化を支援形態別（積
極的支援・動機づけ支援）に統計学的に検討を行った。【結果】積極
的支援の予約群、当日群における半年後の体重 4％以上の減少達成率
は、予約群 48.3％、当日群 44.4％であり有意差はなかった（p＝ 0.84）。
また動機づけ支援は予約群 43.8％、当日群 16.7％と有意差はなかった
（p＝ 0.24）。さらに積極的支援の予約群と当日群の、体重、腹囲、血
圧の平均値の変化を比較したが有意差は認めず（体重 p＝ 0.68、腹囲
p＝ 0.57、血圧 p＝ 0.67）、動機づけ支援においても同様に有意差は認
めなかった（体重 p＝ 0.12、腹囲 p＝ 0.94/、血圧 p＝ 0.61）。【結論】
特定保健指導を受ける心構えのない健診受診日当日に初回面談を行っ
たとしても、従来の特定保健指導と比較し、内臓脂肪減少の成果に有
意な差がみられなかった。よって特定保健指導の初回面談を健診受診
日当日に行える集合契約Α 2開始に対しても意義があることが示唆さ
れた。

1-10-11
特定保健指導初回面談における個別支援とグループ支援の指導
効果の比較
医療法人社団　せいおう会　鶯谷健診センター1

獨協医科大学医学部公衆衛生学講座2
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内あかね 1　　本井　正代 1　　工藤雄一朗 1　　植松　彩子 1　
　高橋　理香 1　　平野　好絵 1　　春山　康夫 2

【目的】
特定保健指導によるメタボリックシンドロームの改善効果は多く報告
されているが、特定保健指導の実施率は約 2割と低いのが現状である。
本研究では、個別支援とグループ支援の指導効果を明らかにし、特定
保健指導の実施率向上に向けて方法の確立を目的とした。
【対象と方法】
平成 28 年度に鶯谷健診センターにて特定保健指導に参加した 40 ～ 74
歳の男性 2,508 人のうち、中間評価時及び最終評価時脱落者を除外した
特定保健指導終了者の 2,345 人を評価対象者とした。本研究のデザイン
は介入研究を用いた。積極的支援（1,344 人）と動機づけ支援（1,001 人）
における初回面談から最終評価時（6ヶ月後）までの体重、BMI 及び
腹囲の変化の差について、年齢、検査値、生活習慣、残業時間を調整
したANCOVAを用いて個別支援とグループ支援の効果を比較した。
【結果】
初回面談を実施してから 6ヶ月後、個別支援とグループ支援における
腹囲、体重及び BMI はそれぞれ有意に低下したことが認められた。個
別支援とグループ支援における肥満 3指標の変化の差を比較した結果、
積極的支援では「体重」（-1.02 vs -0.76kg, p=0.165）「BMI」（-0.21 vs 
-0.30kg/m2, p=0.169） 及び「腹囲」（-1.64 vs -1.21cm, p=0.246）で、動
機づけ支援では「体重」（-0.41 vs -0.62kg, p=0.285）「BMI」（-0.09 vs 
-0.16kg/m2, p=0.331） 及び「腹囲」（-0.67 vs -0.86cm, p=0.495）でそれぞ
れ変化の差は有意に認められなかった。
【考察と結論】
本研究の結果から、積極的支援と動機づけ支援において個別支援とグ
ループ支援で支援方法の違いにより、特定保健指導終了 6ヶ月時点で
の肥満改善効果の差はほとんど無いことが明らかとなった。グループ
支援は一度に多くの対象者と初回面談を行うことができる利点から、
企業や地域などで特定保健指導の場を設けるなど、状況に応じてグルー
プ支援も推奨していくことが実施率向上に繋がるのではないかと考え
る。

1-10-12
特定保健指導を振り返る～平成 20 年度から平成 27 年度までの
特定保健指導修了者の結果・記録から～
組合立　諏訪中央病院　ドック健診センター

○両
もろずみ

角さゆり　　佐藤まり子　　滝沢　文枝　　川島　典子　
　小林　　梓　　吉澤　　徹
【目的】当院では平成 20 年度の制度開始から特定保健指導を実施し、
平成 2７年度実施者まで約 90 件を実施している。今回特定保健指導
実施者の過去の記録から、保健指導実施前後の対象者の変化を確認し、
実施した保健指導内容を振り返ることで、今後の保健指導技術を向上
させるための課題を見出す。【方法】電子カルテ（特定保健指導記録）
よりデータ収集し、比較する項目は腹囲、体重、行動変容ステージ、
運動習慣・食習慣の評価とし、体重・腹囲の減少の大きい者から順に
並べ、大きい者と少ない者の事例を比較した。【結果】対象者のうち、
7割以上の対象者が体重減少し、6割以上の対象者が腹囲減少している。
体重腹囲ともに減少した者は 6割弱、どちらか一方でも減少した者は
8割に達していた。行動変容ステージを、体重腹囲ともに減少した者と、
その他の者を比べたところ、「つもりはない」はほぼ同率あり、行動
変容ステージの低い者であっても、成果が上げられないわけではない
ことがわかる。体重腹囲ともに減少した者の方が「実施中 6か月以上」
が少なく、行動変容ステージの高い者でも必ずしも成果を上げられる
ものではないことがわかる。「実施中6か月以内」の者を加えてみても、
同様の結果であった。運動習慣・食習慣の改善についての比較でも、
体重・腹囲ともに減少した者では、多くの者が運動習慣・食習慣を改
善しており、行動変容できていることが伺われる。【結論】対象者の
体重・腹囲の変化に影響を及ぼすものは、保健指導のみに限ることは
難しい。保健指導実施前後で対象者の体重・腹囲は改善し、体重・腹
囲が改善した者では運動習慣・食習慣が改善し、行動変容が起こって
いた。保健指導内容の評価のためには、保健指導実施時に、保健指導
内容の評価を記録しつつ、実践していく必要があることがわかり、こ
れを評価し保健指導技術の向上につなげることが今後の課題である。

1-10-13
特定保健指導初回面接当日実施に向けた医師面接による階層化
の試み
船員保険健康管理センター　医局1

同　保健指導室2

同　運営部3

○高
た か ぎ

木　重
し げ と

人 1　　佐藤　元美 2　　中嶋加代恵 2　　梅津　雅夫 1　
　石川　　公 1　　庄田　昌隆 1　　原田　弘秋 1　　田茂和歌子 1　
　横山　　修 3　　田口　春英 3

【目的】当センターでは、2008 年特定健診・特定保健指導開始時より、
人間ドック受診者（40-74 歳）の一部を対象に、当日階層化、当日保
健指導を実施してきた。第 3期特定保健指導の運用見直しで、受診当
日に全ての検査結果が判明しない場合でも、初回面接・計画策定の分
割実施が可能とされたことを受け、生活習慣病健診受診者に対して、
健診の最後に実施される医師面接・結果説明の場で、血液生化学検査
結果が判明していない場合も含めて、医師による階層化および特定保
健指導受診勧奨を行ったので報告する。【方法】2018 年 4 月より、合
意の得られた健保組合加入者の生活習慣病健診受診者（40-74 歳）を
対象とし、受付時に当日保健指導実施の可能性がある受診者であるこ
とを受診票に明記、検査終了後、面接担当医師が服薬の有無、BMI、
腹囲、血圧、血液生化学検査（脂質、糖代謝）結果を確認して階層化
を実施した。血圧を 2回測定していた場合、面接担当医師の判断でど
ちらか良い数値の結果を採用、血液生化学検査は面接時点で結果が判
明している項目のみで判定（結果が判明していない項目はリスク無し
と仮定）した。保健指導対象となった受診者には、面接担当医師より
当日初回面接の受診勧奨を行った。【成績】抄録提出直前から開始さ
れた研究であるため、対象となった生活習慣病健診受診者数、保健指
導の対象者数および実際に当日初回面接を実施した受診者数について
は、会場にて発表予定である。【結論】健診当日の医師面接による階
層化および特定保健指導受診勧奨は、受診者数を向上させ、受診者の
健康寿命や生命予後の延長に寄与する可能性がある。一方で、健診現
場において当日結果説明、当日階層化、当日保健指導実施を目指すの
であれば、階層化にあたって採用する血圧値について、2回測定した
場合、その平均値とすることには様々な問題があり、どちらか一方を
採用する運用も考慮する必要がある。
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1-10-14
当院における特定保健指導実施の経験−開始後 3 年間の受診者
10,922 例を対象とした解析−
医療法人　広島健康会　アルパーク検診クリニック

○森
もり

　　尚
な お こ

子　　野坂　麻美　　澤田美千代　　栢木　聡子　
　吉澤　浩司　　鍵本　　修
当院における特定保健指導の実施状況とその効果について集計し、考
察を加えたので報告する。【対象と方法】2013 年度から 2015 年度ま
での 3年間に、当院において特定健診を受診した 10,922 例のうち、積
極的支援、および動機づけ支援の対象と判定されたそれぞれ 676 例と
616 例を対象とした。国の指針に従った特定保健指導を行い、1年後
の保健指導レベルの改善度により効果を判定した。特定保健指導を受
けなかった集団（対照群）についても同様に集計し、対比した。【結果】
特定保健指導完遂率は、積極的支援対象群で 27.1％（676 例中 183 例）、
動機づけ支援対象群で 41.4％（616 例中 255 例）であった。積極的支
援対象群における、1年後の健診受診率をみると、特定保健指導を受
けた集団では 63.4％（183 例中 116 例）、指導を受けなかった集団（対
照群）では 46.1％（447 例中 206 例）であった。改善率は、特定保健
指導を受けた集団では 56.0％（116 例中 65 例）と、対照群の 42.2％
（206 例中 87 例）に比べて有意に高い値を示していた。動機づけ支援
対象群における、1年後の健診受診率は、特定保健指導を受けた集団
で 64.3％（255 例中 164 例）、対照群で 53.4％（339 例中 181 例）であり、
改善率は、前者で 49.4％（164 例中 81例）、後者で 44.8％（181 例中 81例）
と、両者の間で差は認められなかった。なお、特定保健指導を受けな
かった対照群のうち、改善がみられた受診者について、健診受診時の
問診票をもとに集計したところ、積極的支援対象者の 83.9％、動機づ
け支援対象者の 85.2％が自身の健康管理について高い関心度を示して
いることが明らかとなった。【結論】自身の健康維持に高い関心度を
示す受診者に対して、健診当日に結果を示して説明することは、生活
習慣の改善をもたらす契機となること、これに、保健指導を加えるこ
とにより、更に改善が促進されることが明らかとなった。

1-10-15
マーケティング手法を用いた人間ドックインターネット予約運
用の効果
一般財団法人芙蓉協会　聖隷沼津健康診断センター

○笠
かさはら

原　典
のりひこ

彦　　伊藤　　孝　　原田　雅子　　阿部　幸洋　
　伊藤　　剛　　渡邉　智恵
【目的】当センターでは、顧客サービスの向上のため電話予約の緩和、
24 時間 365 日予約可能にするため 2013 年より人間ドック予約サイト
を利用したインターネット予約を開始した。しかし利用実績は無く顧
客サービスの向上に繋がらなかった。他業種では、当たり前に普及し
ているインターネット予約がなぜ利用実績がないのか？人間ドックイ
ンターネット予約の利用者数を増加させ、電話予約の緩和、24 時間
365 日予約可能にするための有効な対策を導き出し、顧客サービスの
向上に繋げる。【方法】マーケティング手法であるR－ STP-MMのフ
レームワークを用いる。R調査を行い、一般のインターネット予約の
メリットを踏まえ、S細分化、T絞込み、P位置を明確化する。その
後MM明確に戦略を実行する。利用者数の変化と利用時間帯分布利
用実績の割合で評価する。【結果】R－ STP-MMのフレームワークに
基づき絞り込んだ顧客に対してカスタマイズした形でのインターネッ
ト予約を 2015 年より開始した。2015 年～ 2018 年の実績では利用者
数は約 33 倍。の利用実績。利用時間分布では、ほぼ 24 時間 365 日の
利用時間帯分布という結果になった。【考察】予約の選択肢としてイ
ンターネット予約導入とマーケティング手法を用いた有効策としての
インターネット導入では明らかな成果の違いがあった。さらなる顧客
ニーズに応え、人間ドック以外でも再検査等での導入も視野に入れて
いる。今後も顧客サービスの向上に繋げていく。

1-10-16
検査リスク管理機能導入による業務改善の取り組み
一般財団法人京都工場保健会　総合健診センター

○中
なかしま

島　香
か お り

織　　鈴木麻由美　　平　　真子　　堀木亜紀子　
　濱岡　才子　　宮崎　祐子　　福井　秀之　　橘　　　宏　
　高梨　芳彰　　丸中　良典
【目的】当会では計測値の自動取得や進捗管理等を行う「健康診断デー
タ自動収集進捗管理システム」を独自に開発し健診現場で活用してい
るが、病歴や検査リスクに関する問診情報は、受診者が記入した問診
票を健診スタッフが目視確認していた。より安全に検査を実施するこ
とを目的に、2016 年４月には受診者が健診開始時にタブレットに入力
した問診情報を元に検査の実施可否を自動的に決定し、健診スタッフ
間でその情報が共有できる「検査リスク管理機能」（以下、リスク管
理機能）をシステムに追加した。その成果について報告する。【方法】
１．リスク管理機能導入前後のインシデント件数を比較した。２．人
間ドック受診者 300 名を対象にタブレットの入力操作や画面表示につ
いてアンケートを実施した。３．健診スタッフ 55 名を対象にリスク
管理機能導入についてアンケートを実施した。【結果】１．リスク管
理機能導入前には「検査実施には至らなかったが禁忌の検査に案内し
た」などのインシデントが年間１～２件発生していたが、導入後は発
生していない。２．受診者への調査では、タブレット入力操作につい
ては「簡単または普通」が 99％、タブレットを用いた看護師の医療面
接は「効率的」との意見が 63％であった。３．健診スタッフからは「検
査禁忌事項に該当した場合、自動的に中止されるので安心」「検査実
施可否の判断が必要な場合、速やかに医師と連携出来るようになった」
「受診票の目視確認が不要となり、検査実施に集中できるようになっ
た」などの意見が挙がった。【考察】受診者が負担を感じずに問診情
報を入力できるリスク管理機能の導入で、専門職による確認や判断を
必要とする受診者情報が健診スタッフ間で共有可能となり、より安全
に効率的に健診を実施できるようになった。今後は検査禁忌項目だけ
でなく、個別対応を要する検査の注意項目についても漏れなく確認で
きるシステムの構築が必要である。

1-10-17
当施設選択理由に関する実態調査報告
新赤坂クリニック1

横浜北幸クリニック2

○諸
もろほし

星　　恵
めぐみ

1　　谷村　亜矢 1　　波木　清香 1　　小森　信子 2　
　八子　　剛 1　　松岡　賢祐 1　　中村　恭子 1　　松木　隆央 1

【目的】
当施設の人間ドックは健保（会社）経由の受診者が中心であり、H29
年の日帰り人間ドック受診者数は 38,524 名で年々増加している。周辺
には最新のサービスや特色ある人間ドック施設が多数存在する中、何
故当施設を選択しているのか、年齢・性別・初診・再診（受診 2回以上）
で選択理由に違いがあるかを検討した。
【対象と方法】
H30 年 3 月 16 日～ 31 日の日帰り人間ドック受診者 1,715 名に自記方
式アンケートを実施し、関連を調べた。
【結果】
回答率 1,482 名（86.4％）で有効回答率は 1,412 名（95.3％）だった。
男性 938 名（66.4％）女性 474 名（33.6％）で年齢分布は 40 歳代（39.4%）
が最も多く、初診（20％）再診（80％）だった。当施設選択理由を
17 項目から複数回答とし、上位は順に「会社指定」（50.1％）、「立地」
（49.9％）、「前回比較」（48.7％）、「スタッフ対応」（27.1％）で、「会社
指定」「立地」はどの年代においても 50％前後の人が選択した。50 歳
を超えると「前回比較」（60％以上）と「スタッフ対応」（30％以上）
が他の年代より多く選択された。初診は「会社指定」（57.2％）、再診は「前
回比較」（60.4％）が最も多かった。当施設を毎回継続受診していると
回答した再診は 76.6％だった。「次回も当施設を受診するか」の質問
に対し、「はい」が 80%だった。
【考察】
「会社指定」の次に、「立地」がどの年代においても施設選択理由の大
きな要因であったことから、当施設の立地が受診者に優先されている
ことが分かった。また、再診や中年期は前回比較を意識して受診して
いる事が分かり、年齢が高くなるにつれて、過去データ比較の重要性
が認識できていると考える。スタッフ対応も次回受診選択に繋がる要
因のため、接遇や専門知識の研修の継続が重要である。
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1-10-18
タブレットによる誘導支援と受診者サービスの導入
医療法人　松柏会　大名古屋ビルセントラルクリニック1

医療法人　松柏会　国際セントラルクリニック2

株式会社ホスピタルネット3

○戸
と か じ

梶　由
ゆ か

香 1　　芳野　純治 1　　石垣　美樹 1　　間瀬　貴文 1　
　毛利やよい 1　　前田　健吾 2　　中村　吉郎 2　　松下　智久 3

【目的】当院は 2施設で、年間受診者数が 85,000 人を超える健康診断
を実施している。かねてより受診者に対して実施していたアンケート
調査の結果、受診待ち時間のクレームが多く当院内でも課題であっ
たが、誘導支援による健診時間短縮、待ち時間の有効活用を目指し、
2016 年より iPad タブレットを受診者用に導入した。誘導支援導入後
の効果とアンケート結果内容につき報告する。【対象期間 /方法】A
施設 /2017 年 4 月～ 2018 年 3 月、B施設 /2017 年 5 月～ 2018 年 3 月。
健診時、受診者に使用してもらうタブレット誘導支援による健診時間
調査を実施した。健診に掛かる時間を検証し導入前との比較を行った。
またタブレット内にアンケートコンテンツを設け、アンケート結果よ
り受診者満足度の調査を行った。【結果】A・B両施設共に一人当た
りの健診時間は導入前に比べて短縮されており、待ち時間に起因する
クレーム件数は著しく減った。また、タブレット内に受診者サービス
としてコンテンツ（電子書庫 /ゲーム /インターネット /各サービス
情報等）を設けることにより待ち時間のストレス軽減に繋がり、普段
タブレット等を使い慣れていない方も含め受診者からの評価も高かっ
た。【考察】誘導支援システムは自動的に次の検査へ案内でき、また
混雑している検査から空いている検査へ手動で案内できる機能もある
ため、受診者の検査間の待ち時間短縮を実現すると共に院内スタッフ
の混雑時混乱を防ぎスムーズに案内することができた。また、システ
ムで受診者の検査待ち情報が管理できるため、個々の動きも把握でき、
全体の運用がスムーズになった。今後も誘導順や待ち時間の特徴等検
証を引き続き行い、更に円滑に施設内誘導を行っていく。待ち時間に
タブレットを利用できることで受診者満足度も上がっていると考えて
いる。今後はこのタブレット内コンテンツの定期的見直しやアンケー
ト結果を反映した更なるサービス向上を検討していく必要がある。

1-10-19
受診者満足度調査～結果と課題～
社会医療法人中山会宇都宮記念病院総合健診センター

○千
ち ば

葉　暢
の ぶ こ

子　　吉田　　寧　　海野　　均
【目的】当施設の人間ドックの受診者はH28 年度は 29543 名、29 年度
は 29598 名でほぼ横ばい状況にある。受診者満足度（以下 CS）の向
上を目的とし CS 調査を実施しているため、その結果と課題を報告す
る。【方法】H29 年 2 月 13 日～ 2月 18 日（以下A）、30 年 3 月 5 日～
10 日（以下 B）の人間ドック受診者を対象とし各セクション別に満足
を 4点満点で点数化した自己記入式アンケート調査を実施しAの結
果をもとに課題に取り組み Bで評価した。【結果】A・Bとも回収率
は 93.8%、リピート率は 85%。Aの結果を各部署にフィードバックし
それぞれ話し合い委員会でその結果を共有し課題を明らかにして業務
改善や研修会を実施した。具体例の１つとして放射線科では、指示動
作が多いため声の大きさや速度を意識することを徹底し掲示物の工夫
などを図った。Aから Bにかけて「胃内視鏡」医師が有意に高くなり、
「子宮頸がん検診」が有意に低くなった。（P＜ 0.05）理由として内視
鏡では「声かけがあった。」子宮頸がん検診では「動作が早くて声か
けがあまりなかった。」などの意見があった。Bの自由記載欄での要
望では 50%が説明内容や方法の充実や工夫が求められた。その他「毎
年受診しており、いつも通りと感じ可もなく不可もなし」との声もあっ
た。【考察】サービスは保持しているが、全体的な向上には至ってい
ないことが示唆される。理由として毎年同内容での CS 調査を実施し
委員会を中心に問題を解決する取り組みは行われているがより受診者
のニーズを把握するための CS調査内容の工夫はされなかったため詳
細な改善に至らなかったことや受診者のニーズを先取りした改善活動
はされていないことが考えられる。【結語】CS向上するためには、よ
り詳細なニーズを把握するための CS 調査、クレームやインシデント
事例の分析だけではなく受診者のプラスの意見も分析し、「安全、安心」
に加えて「感動」をもたらす人間ドックのサービスを提供していく必
要がある。

1-10-20
人間ドックにおける看護ケアの評価～看護満足度調査を通して～
NTT東日本伊豆病院　看護部　健診センター

○長
は せ が わ

谷川智
と も み

美　　齋藤　未来　　露木　久美　　石川裕理子
【はじめに】人間ドックにおける受診者サービスの向上を目的に年 3
回の顧客満足度調査を実施しているが、看護の質の評価は難しいと感
じていた。そこで受診者が看護師の対応をどう感じ、どの程度満足し
ているかを明らかにし、人間ドックにおける看護サービスの質向上を
目的に調査を実施した。
【方法】調査期間：平成 29 年 12 月 18 日から 26 日対象者：当院人間
ドック受診者調査方法：無記名自記式調査調査内容：属性、看護師の
対応についての満足度と看護師の具体的対応についてNURSERV-J を
使用。看護師への要望は自由記述とした。満足度とNURSERV-J 4 要
素（信頼性、反応性、確実性、共感性）は Spearman の順位相関係数で、
属性とNURSERV-J 4 要素はMann-WhitneyU 検定で分析した。
【倫理的配慮】自施設倫理委員会の承認を得た。
【結果】446 名に依頼し、有効回答 117 名 26％。看護師の対応の満足
度では「大変満足」42.7%「ほぼ満足」47.9% であった。NURSERV-J 
4 要素の満足度は、全ての項目で 90％以上「非常にそう思う」「やや
そう思う」の回答であった。4要素は互いに強い相関がみられたが、
満足度と 4要素は中程度の相関であった。「共感性」は初回受診者・
複数回受診者とも、満足度は 88.1％で他の 3要素よりやや低かった。
【考察】満足度とNURSERV-J 4 要素は中程度の相関であり、受診者
が看護師に求めるものはNURSERV-J 4 要素では測定しきれず、待ち
時間の調整や採血、検査介助技術など、人間ドック独自の要素の影響
が考えられる。自由記述に「案内をする側は毎回同じ事でも、聞く方
は初めてという思いで伝えてほしい」という記載があり、「共感性」
の満足度がやや低い結果の背景とも考えられる。受診者の言動等の反
応から、声かけや確認の仕方を変えるなど、相手の気持ちに配慮した
意識的な関わりが必要である。
【結論】
1．看護師の対応への満足度は高い。
2．NURSERV-J 4 要素では測定しきれない要素がある。

1-10-21
スピードドック実施報告　−時間を有効活用したい利用者の声
に応えて−
社会福祉法人聖隷福祉事業団　聖隷予防検診センター　顧客サービス課

○和
わ で

出　郁
い く み

美　　大石佳乃子　　内山　香織　　宮地　結香　
　川嶋はる奈　　小山えりな　　太田　陽子
【背景・目的】当センターでは「待ち時間の軽減」及び「当日結果説
明・当日個別指導率増加」の為 2015 年７月より日帰り人間ドック利
用者を対象に「スピードドック」を開始した。スピードドックとは、
通常の日帰りドックでは 13 時 15 分から結果説明・個別指導が開始さ
れ終了が 14 時から 16 時までかかるところ、各検査を優先的に実施し
10 時 30 分から結果説明を開始することで個別指導、昼食を含め 13 時
までに終了するものである。また実施可能人数は日帰りドック 1日 75
名中、2015 年度・2016 年度は限定 10 名、2017 年度は 12 名としている。
今回導入後 2年が経過し、今後のサービス向上に繋げる為、実施状況、
利用者の声を調査したので報告する。【方法】2015 年 7 月～ 2018 年 3
月までの実施人数、収入、リピート率を集計。2015 年 8 月～ 2016 年
6月の期間にて1528名にアンケートによる満足度調査を実施した。【結
果】実施人数は 2015 年度 1115 名、2016 年度 1955 名、2017 年度 2379
名と増加傾向であった。リピート率は 2016 年度 27.0％、2017 年度（4
月～ 11 月）47.0％であった。アンケートよりスピードドック利用者の
84.2％が満足と回答した。スピードドック利用者の内 8.7％は前年度に
結果説明及び個別指導を受けていなかった。また、10 ～ 15 名が 13 時
までに終了することで通常日帰りドック利用者の結果説明までの待ち
時間が軽減された。【考察】開始当初は利用者の認知度が低く希望者
が少なかったものの認知度が上がると共に希望者が増加し、2018 年
度は 15 名まで実施可能人数を増やすこととなった。スピードドック
導入により、待ち時間軽減、当日結果説明・個別指導率の増加に加え
利用者の満足度にも繋がった。今後も利用者の声に答えリアルタイム
ドック実現に向け良いサービスが提供できるよう努めていきたいと考
える。
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1-10-22
日々の意識改革から受診者満足の向上へ～思いやりを形に～
亀田クリニック　健康管理センター　健康管理課1

亀田総合病院　健康管理科2

亀田クリニック　看護室　健康管理支援室3

亀田総合病院　医療技術部　超音波検査室4

○加
か と う

藤　梨
り ほ

帆 1　　村木　洋介 2　　中村　充利 1　　金山　美紀 1　
　荒井　玲子 1　　落合　　駿 4　　高坂　美波 4　　齊藤　寛弥 4

【背景・目的】
当健康管理センターの CS 委員会では、2011 年に「CS ＝受診者満足とは
何か？」という活動テーマでスタートし、2016 年は「表にあらわれない
ものを想像するセンスを磨く」、2017 年は「洗練されたドックへ！」と段
階を踏んで品質向上に努めてきた。当センターに来院する受診者は、日
本人をはじめ海外からも多く訪れるようになり、様々なニーズに応えるた
め、日帰り、１泊コースに加え、専任のエスコートがご案内を行うVIP コー
スを実施している。さらに今後、怪我の予防を目的としたスポーツチェッ
クを含むアスリートのためのコースを企画している。様々な背景の受診
者皆様に安心して健診をお受けいただくこと、ここで健診を受けて良かっ
たと感じていただくことを目的に、日頃より思いやりの心を形にして表
すための職員の意識改革と受診者満足向上のための活動を行った。
【方法】
年間の活動テーマに沿って毎月の目標設定と振り返りを行った。振り返
りについては、個人個人の意識向上のため、グループメールにてスタッ
フ全員が個々の体験談や考えを発信し、共有した。加えて受診者からの
声を活かす取り組み、日々の事例研究、勉強会を開催した。日頃の取り
組みのレベルを測るために受診者満足度調査、待ち時間調査を行い、自
ら改善策を考え、実行する PDCAサイクルを繰り返すことにより、更な
る満足度向上を目指すこととした。
【結果】
受診者満足度調査では、2016 年度第 1 回（総合満足度 86.6％、総合不満
度 0.1％）
第 2回（88.9％、0.3％）に対して、2017 年度は、第 1回（99.2％、0.8％）
第 2回（99.4％、0.6％）と高評価につながった。また、一人一人が目標を
振り返ることで、自身の足りない部分が認識され、意識改革につながった。
【考察】
スタッフ全員が、常に受診者第一の視点を持ち、思いやりの気持ちを持っ
た対応ができることを目指し、今後も活動を続けていきたい。

1-10-23
当センターにおける心電図誘導間違い防止についての取り組み
一般財団法人淳風会　淳風会健康管理センター

○槇
ま き お

尾　有
ゆ か

華　　東谷　　渚　　遠藤姫花里　　柴田えりこ　
　柳田　俊一　　光宗　皇彦　　井上　和彦　　清水　信義
【はじめに】
当センターでは内部施設と巡回健診において人間ドック、定期健康診
断を実施しており、年間約 15 万人の心電図検査を行っている。1時間
当たり 25 ～ 30 件の検査を行っており、慌ただしい中での心電図誘導
間違い防止の取り組みについて報告する。
【取り組み内容】
1．色付き・番号入り胸部電極の使用。2017 年から導入しており、そ
れ以前は単色の胸部電極を使用していた。色と番号がついていること
により目視で付け間違いに気が付くことができる。今回、導入前（2016
年度）と導入後（2017 年度）で比較した。2016 年度心電図検査件数
150,325 件に対し付け間違いは 7 件。2017 年度では 156,887 件に対し
付け間違いは 5件と減少していた。
2．心電図検査チェックリストで技師の育成。このチェックリストは
心電図検査に必要な基礎知識、正確な機器操作技術、お客様への適切
な接遇の習得を目的とし、習熟度の評価および指導を行うものである。
電極を目視して気が付くだけではなく波形を見て付け間違いに気が付
けるよう新人スタッフや経験年数の浅いスタッフには常に教育をして
いる。
四肢電極の付け間違いを 2016 年度と 2017 年度で比較した。2016 年度
は 4件。2017 年度は 2件と減少していた。個人の心電図波形の判断が
向上したことにより減少したと考えられる。
【まとめ】
色付き・番号入り胸部電極を使用してからまだ 1年しか経っていない。
より付け間違いを減らしていくためにも、更なる技師の育成と検査手
技の検討を行っていく必要がある。

1-11-01
上部消化管内視鏡検査の稼働率を上げるために（キャンセル待
ちの有効性と受診者サービスの向上を検討）
医療法人社団相和会　みなとみらいメディカルスクエア

○森
も り た

田　良
りょうこ

子　　原　麻美代　　庄原　照美　　大島しのぶ　
　宗明　誠治　　富塚　道則　　大村　昌夫　　神谷　知至　
　亀井　一彦　　石川　廣記
【目的】近年、上部消化管内視鏡検査の需要が高まり、当施設では半
年先まで検査の予約が埋まっている。また受診者からも、予約が取り
にくいという声も多くなったため、2014 年 4 月から『キャンセル待ち』
の運用を始めたので、検査枠の有効活用と受診者へのサービス向上に
つながるか、その有用性を検討した。
【方法】キャンセル待ちの案内は、予約時と受付時で 2回行った。予
約時に検査の予約が取れない方へ、キャンセル待ちを希望するか確認
をした。受診 1週間前と当日に検査枠の空きが出ていた場合は検査の
案内を行った。調査期間は、キャンセル待ち実施前の 2013 年 4 月か
ら 2014 年 3 月までの 1 年間と、実施後の 2014 年 4 月から 2016 年 3
月まで 2年間で、実施可能人数に対する実施者の数から稼働率（％）
を月別に算定、比較した。
【成績】実施前の 2013 年、稼働率が 100％に至る月はなかった。実施後、
閑散期の 4月・5月において、受診者人数が少ないため、稼働率は少
し低くなったが、繁忙期の 7月以降になると、ほとんどの月で 100％
まで稼働率が上昇した。稼働率の平均は、運用実施前 85.4％から運用
実施後 98.4％と約 13%上昇していた。また、受診後に実施している受
診者アンケートでも「キャンセル待ちをしていて事前に空きが出たと
連絡があってよかった。」や「当日に空きが出て追加ができ、とても
よかった。」という高評価を得ることもできた。
【結論】キャンセル待ちの運用は、検査枠の管理や事前の健保への補
助申請手続きに時間や手間がかかり問題が生じる場合もあるが、数の
限られた内視鏡検査枠の有効活用が可能となり、受診者へのサービス
向上につながったことが示唆された。今後もより有効な検査枠の活用
方法や、受診者へのサービス向上の方法について検討していきたい。

1-11-02
働き方改革～インカムの導入～
神鋼記念病院付属　新神戸ドック健診クリニック

○藤
ふじわら

原　亜
あ き

紀　　小橋　祥子　　蘆田　陽子　　早苗　清香　
　稲谷　　梓　　森脇寿美子　　大橋由美子　　西川　晋史　
　伊東　香代　　山本　正之
【はじめに】
当施設は 2009 年 10 月に開設し、女性専用エリアを設け男女別々の動
線で検査誘導を行っている。当ドックでは、一日の受診者を午前36人、
午後 14 人を上限とした運用を行っており、開設当初は年間約 4000 人
の受診者数だったが、現在では約 12000 人と増加している。受診者数
増加に伴い、当施設が取り組んだ働き方改革について報告する。
【改革内容】
開設当初はアテンダントが動き回り受診者の誘導を行っていたが、
2017 年 6 月よりインカムを使用することで、受診者誘導が大きく変化
した。インカム導入前は、アテンダントがメッセンジャーとなり、各
検査室に出向き、次の受診者の案内をしていた。
インカム導入前のメリットは、対面で検査の伝達を行う事で医療ス
タッフの状況が良く掴めていた。一方デメリットとしては、アテンダ
ントの受診者誘導に関わる動線が長く時間効率が悪かった。その結果、
胃内視鏡の業務遅延や待ち時間延長での受診者の不満が大きくなり、
スタッフ全体の昼休憩も短縮した状態であった。
インカム導入後は、一斉に情報を伝達することが可能となり、アテン
ダントと検査担当者の連携が良くなり、受診者の待ち時間が短縮でき
た。又、ドックの所要時間が短くなり、満足度アップに繋がった。
【まとめ】
インカムを導入したことにより、他職種の見えなかった業務が見える
化され、職種間に相互協力の気持ちが芽生え、共有できる業務は積極
的にカバーし合える環境へと変化していった。また、他職種間の心理
的距離も縮まり、話しやすい環境へと変化していった。当ドックの働
き方改革であるインカムの導入は、仕事効率を上げるだけではなくコ
ミュニケーションツールとして大きな効果を発揮している。
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1-11-03
大腸内視鏡検査前説明の工夫～安心・安全な自宅飲用にむけて
の取り組み～
社会医療法人　かりゆし会　ハートライフ病院　予防医学センター

○高
たかみや

宮江
え り こ

利子　　小橋川広美　　呉屋みなみ　　桃原　勝美　
　石川　礼子　　山内　敦子　　奥島しょう子　大城　志乃　
　謝花　隆光
【目的】はじめに、沖縄県の大腸がんによる死亡率が高い中、当院で
は大腸がん早期発見へ向けてプロジェクトチームが立ち上がり、同時
に当センターにおいても便潜血陽性者への精査勧奨の強化を行った。
平成 24 年から当センターでは大腸内視鏡検査をオプション検査とし
て導入し、年々受検者も増加し年間約 300 件の実施となっている。中
には初めて検査を受ける方や、高齢者の方も多くより細やかな説明や
確認方法、安全面への配慮が必要とされる。今回検査前説明の工夫を
し、より安全に安心して検査が受けられるよう改善に向けての取組み
を報告する。【方法】（1）受検者の情報を把握するためのチェックリ
スト作成（2）既存のパンフレットをスタッフのアンケート調査にて
評価・見直しを行う（3）時間毎に確認できるパンフレットの作成【結
果】受検者情報チェックリストを作成することで、前回の履歴や便秘
症、抗凝固剤服用、当日鎮静剤使用などの情報が一目でわかり、具体
的な説明ができた。また経験者にはポイントをおさえて説明すること
で説明時間の短縮にもつながった。これまでは、当日の腸管洗浄剤の
飲用方法をDVD視聴も合わせて行っていることで細かい時間毎の表
記はしていなかった。そのため腸管洗浄剤の飲用開始が遅れたり、飲
みづらさから飲用ペースが遅れたり、便秘症の方の洗浄効果の確認に
時間がかかる事も度々あった。そこで便秘症の方の検査前の注意事項
の追加や、腸管洗浄剤を自宅飲用時に時間ごとにチェックできるもの
とした。【考察】オプション検査として大腸内視鏡検査件数も、導入
時年間 144 件から年々増加し平成 28 年 335 件、平成 29 年 276 件の実
施となっている。大腸がん早期発見への取組みと同時に、今後とも受
検環境を整備しさらに安心・安全な検査受入れが出来るよう継続検討
していきたい。

1-11-04
iPad を用いた胃Ｘ線検査の説明動画導入効果の検討
医療法人社団　新町クリニック

○阿
あ く つ

久津加
か な

奈　　佐々木恵理子　　佐藤奈雄子　　山内　雅子　
　神應　知道　　高木　　敏
【目的】当施設では、胃Ｘ線検査前の待ち時間にA4用紙両面にまとめ
た検査説明文を見ていただいてから検査を行っていた。しかし、文面
だけではイメージが沸きにくいという意見を参考に、iPad の無料アプ
リを使った検査説明動画（3分程度のもの）を作成し今回その効果に
ついて検討した。【対象・方法】H30 年 1/22 ～ 2/10 の休日を除いた
18 日間のうち、基準撮影法 2で胃X線検査を行った 347 名を対象に、
動画を見ていただかない前半群 9日間 150 名（平均年齢 50.2 歳、男性
87 名、女性 63 名）、動画を見ていただく後半群 9日間 197 名（平均年
齢 49.5 歳、男性 115 名、女性 82 名）に分け検査時間を比較検討した。
また、動画を見ていただいた後半群にはアンケートを行った。【結果】
検査平均時間は、前半群 8分 8 秒± 1 分 12 秒、後半群 7分 38 秒± 1
分 6 秒と有意に短縮された（p＜ 0.001）。アンケートの結果は、動画
を見たことによる検査の理解については ｢深まった｣ 164 名（83%）、
｢少し深まった｣ 32 名（16%）、｢少し理解しづらかった｣ 1 名（1%）
という回答であった。さらに検査中の動作については ｢スムーズに動
けた｣ 155 名（79%）、｢少し動けた｣ 40 名（20%）、｢あまり動けなかっ
た｣ 2 名（1%）となった。【考察】iPad を用いた胃Ｘ線検査の説明動
画導入は、動画により検査に対しての理解が深まったことからスムー
ズな検査につながり、検査時間短縮に寄与したと考えられた。検査前
の待ち時間に差があり、必ず全員に見せることができないため、今後
は胃Ｘ線検査初診者の方、当施設では初めて胃Ｘ線検査を行う方を中
心に見せる方向で検討している。また、動画視聴は検査前の待ち時間
の有効活用にもつながる可能性があると考えられ、待ち時間の有効活
用にも繋がっているのか、今後検査説明動画を見ていただいた受診者
にアンケートを行う予定である。今後より良い検査説明動画にするこ
とで受診者にとっての満足度貢献に寄与していきたい。

1-11-05
当センターのオプション検査について
社会福祉法人　恩賜財団　龍ケ崎済生会済生会病院　総合健診センター

○熊
くまがい

谷　広
ひろつぐ

嗣　　江橋　敏男　　安東　奈美
【目的】受診者単価を上げるためには、オプション検査の受診数を増
やす事が不可欠である。当センターで行っているオプション検査への
取り組みをまとめ、近年の推移と傾向を調べる事で、オプション検査
の受診率向上を図る。
【対象と方法】2014 年 4 月～ 2017 年 3 月までの受診者（延べ 51,847 件）
を対象とし、主要なオプション検査の受診数とオプション検査が収入
に占める割合を算出した。
1. 「検査項目の手引き」という冊子タイプのオプション案内（ページ
数 22）を作成し、事前の案内書に同封している。
2. オプション委員会を発足し、他部署も交え、現行オプションと新規
オプションについて検討している。ここでの意見を基に、「検査項目
の手引き」の更新を定期的に行っている。
【結果と考察】近年のオプション検査受診の推移から、全体的に毎年
増加傾向にあると言える。レディース検査や血液検査、腹部超音波検
査は手軽にできる事に加え、助成金が増えている事も大きく影響し
ていると考えられる。対して、頸動脈エコーや肺 CT、内臓脂肪 CT、
動脈硬化検査などの生活習慣病に関わる検査については、助成金が出
ている健保組合などはあまり多くないが、近年高い増加傾向にあった。
「検査項目の手引き」は、項目毎の説明や臓器別の検査案内などで構
成され、受診者から「分かり易く、見やすい」との評価が高く、予約
時に問合せも多くある事から、印象に残っていると言える。また、オ
プション委員会では、今後の受診に期待ができるものは導入し、伸び
悩んでいるものは削除している。この２つの取り組みが相乗効果を生
み出し、28 年度では総売上の約 21％をオプション検査で占める事に
繋がったと考えられる。
今後は、がん検診以外にも目を向け、生活習慣病に関する検査を導入・
推奨する事がオプション検査の受診率向上に効果的だと考えられる。
売上に大きく影響し、受診者に満足してもらえる内容を引き続き検討
して行きたい。

1-11-06
受付時間短縮を目指した業務改善
社会医療法人生長会　府中クリニック

○林
はやし

　　好
よ し み

美　　原　　育恵　　立花　舞子　　田中ひかり　
　中道香寿美　　小島　寛子　　西川慶一郎
府中クリニックは病院併設型から独立型の健診センターとして開設
し、今年で 6年目を迎えた。受診者数の増加に伴い受付業務に時間が
かかっており、お客様からも受付までの待ち時間が長いと意見を頂い
た。また受付に時間がかかることで、その後の検査にも支障が生じて
いたことから、受付時間の短縮を図る為に手順の改善を行った。その
結果について報告する。
【対象】平成 29 年 12 月 19 日～平成 30 年 3 月 31 日までの人間ドック・
生活習慣病健診受診者 3646 名
【方法】1. 受付業務で問診票の確認に多くの時間を要していた為、受
付時は必要最低限の必須項目のみを確認するようにした。また、問診
票の記入漏れやその他の確認事項は、検査の待ち時間を利用してエス
コート担当が行うこととした。2. 受付担当者によって手順に違いがあ
り、受付にかかる時間にも差が生じていた為、受付業務内容を整理し、
マニュアルを作成した。3. 必要な書類・保険証などを準備してもらえ
るように、エスコート担当が受付までの待ち時間に声掛けをした。4.受
付をサポートする担当（受付サブ）を作り、受付担当がしなくてもよ
い作業は受付サブが行うこととした。
【結果】業務の役割分担を行ったことで受付担当の負担が軽減され、
効率よく受付業務を進められるようになった。また無駄のない受付業
務が行えたことで、時間短縮に繋げることができた。さらに、受付時
に必要な書類をすぐに出してもらえることで、受付がスムーズに行え
るようになった。以上のことから、改善前は約５分２０秒かかってい
た受付業務が改善後は約３分２０秒となり、約２分の短縮となった。
【考察】受付時間を短縮することで、その分、他の業務に時間をかけ
ることができるようになった。また、受付がスムーズになった事で、
検査への案内も早くなり、健診全体の流れが良くなった。今後も受診
者に満足いただけるようアンケート調査を行い、業務改善に取り組み
より良い施設を目指していきたい。
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1-11-07
人間ドック利用者の満足度向上を目指して
公立学校共済組合　近畿中央病院　人間ドック棟1

公立学校共済組合　近畿中央病院　健康管理センター2

○花
はなおか

岡　まり 1　　藤川　史子 1　　江場　巌子 1　　小神　恵子 1　
　木村　佐衣 1　　石田　　芳 1　　内田　輝美 1　　大嶋　有一 2　
　斎藤　　博 2

【目的】受診者の満足度やニーズを把握し、継続改善による受診者満
足を高める目的で満足度調査を実施した。
【方法】調査期間は 2017 年 6 月～ 12 月、対象者は人間ドック、およ
び協会けんぽ生活習慣病健診の受診者とした。調査項目は年代、性別、
スタッフの対応、案内表示の見やすさ、書類記載・予約方法・ロッカー
の利便性、施設の清掃、プライバシーへの配慮について 4段階（それ
ぞれ不満、やや不満、ほぼ満足、満足）で評価し、自由記載欄を設けた。
毎月集計を行い、1か月後には改善策を検討し改善を行った。
【結果】有効回答数は 769 件（うち男性 346 件、女性 325 件、不明 98 件）。
各項目を「不満・やや不満群（以下、『不満』）」「ほぼ満足・満足群（以下、
『満足』）」で集計し、約 90％が『満足』という結果であった。「案内表
示のわかりやすさ」と「ロッカーの使いやすさ」は『満足』が 90％を
下回った。調査開始の 6月と 12 月を比較したところ、案内表示は『不
満』が 14.3％から 8.5％に、ロッカーの使いやすさは 16.3％から 12.8％
に、プライバシーへの配慮は 14.3％から 3.4％と減少していた。「書類
の枚数は適切か」という項目は、6月より 12 月の方が『不満』の割合
が多かった。
【考察】具体的な内容が聞き取れるよう調査項目の見直しを行い、月
ごとに具体的な改善策を実行することで、対策した項目の『不満』割
合が減り『満足』が高まった。対象者は異なるが改善したかどうか月
毎に調査したことで、改善点が評価できた。書類は健診システムを変
更する必要があり、急な改訂が行えないため『不満』が減少しなかっ
たと考えられた。また、質問が抽象的で具体的な内容を把握しにくい
部分があったことから、調査用紙の改善は必要である。2018 年度から
健診システムの入れ替えを行い、書類の枚数が減るよう工夫したため、
引き続き評価していく予定にしている。

1-11-08
人間ドック受診者に対する食事サービスにおける満足度向上へ
の取り組み
一般社団法人新潟縣健康管理協会　健診部　健康増進課

○府
ふちゅう

中　七
な な え

恵　　清水不二雄　　稲葉　有紗　　石黒久美子　
　山本　　晃　　小山　麻美　　西脇　沙織　　五十田　遙　
　村山　　実
【目的】当協会では従来人間ドック受診者に検査後当協会管理栄養士
が考案したメニューの弁当を提供していたが、アレルギーや各受診者
の好みにより配慮したサービスにすることを意図して平成 28 年度よ
り食事選択制を導入した。選択肢は平成 28 年度が弁当２種類、29 年
度は更に外食４種類を追加し、弁当と外食にそれぞれ女性受診者増加
を意図した選択肢も用意した。この企画についての受診者の反応を分
析して今後の食事サービスの方向性を検討するためにアンケート調査
を実施した結果につき報告する。【方法】アンケートは平成 29 年４月
から 12 月までの当協会人間ドック受診者を対象とした。また当協会
独自のライフスタイル調査の設問「日頃から健康を意識して食事をし
ていますか？」への回答も分析した。【結果】選択制について「よかった」
は弁当選択者（平均で 50％）より外食選択者（91％）が多く、理由と
しては「好きなものが食べられる」「それぞれの都合に合わせられる」
等、また「どちらでもない」は 16％、「悪い」は３％で外食より弁当
選択者に多く、「食事を目的としていない」「減塩や健康的な食事をし
たい」等が主な理由であった。また、食事に際しての健康への意識に
関する回答は各食事選択肢間で特徴的な傾向を示さなかった。食事に
ついて「満足」「やや満足」との回答は、選択制開始前の平成 24・25
年度（平均 58％）を、選択制開始後の平成 28・29 年度（平均 80％）
が大きく上回った。各選択肢中女性の占める割合は通常 33 ～ 46％で
あったが女性受診者増加を意図した選択肢では 58％を占めた。【考察】
食事選択制は食事の満足度向上につながったと考えられる。今年度よ
り提携する外食先と協力して健康的な食事を定番メニューとして提供
することを始めており、今後他の提携先にも働きかけて外食でも対象
の好みに配慮しかつ健康的な食事が選べるよう取り組んでいくことも
検討している。

1-11-09
婦人科診察室 2 列体制導入による受診者満足度評価の変化
社会医療法人財団　仁医会　牧田総合病院人間ドック健診クリニック1

東海大学医学部基盤診療学系健康管理学2

○小
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奈江 1,2　　西泊　景子 1　　新井さやか 1　　齊藤　真澄 1　
　川上　里佳 1　　石田　恵美 1　　奥脇　淳夫 1　　西崎　泰弘 2　
　岩瀬　博之 1　　笹森　　斉 1

【目的】牧田総合病院人間ドック健診クリニックでは、年々増加する
婦人科検診受診者に対応すべく、婦人科診察室を分割し、１列から２
列体制へと改装を行った。この改装前後で、無記名選択式一部自由記
載の受診者アンケートを実施した。本調査は、改装による受診者満足
度の変化を評価し、さらなる受診者サービスの向上へと繋げることを
目的とした。【対象】改装前は 2016 年 10 月 28 日から 2017 年 1月 5日、
改装後は 2017 年 10 月 17 日から 12 月 15 日に婦人科検診を受診され
た方のうち、口頭による説明で調査協力を得られた 1,424 人（改装前）、
1,548 人（改装後）を対象とした（回収率はそれぞれ 98.5%、99.7%）。【方
法】調査項目は、年代、受診回数、検査室に関するもの、脱衣スペー
スに関するもの、総合評価など 12 項目で、「非常に満足」「やや満足」
「どちらともいえない」「やや不満」「非常に不満」の 5段階評価とし
た。改装前と改装後の変化を解析するため、Mann-Whitney の U検定
を行った（SPSS Statistics 24、有意水準 p＜ 0.05）。【結果】改装後の
受診者数は、改装前の 1.4 倍に増加したが、待ち時間に対する満足度
は有意に上昇した。改装後の検査室の広さは改装前の半分になったが、
検査室の広さに対する満足度はやや低下傾向はあるものの有意な差は
なかった。質問項目の「検査室のプライバシー」「内診台」「検査室室温」
「脱衣スペースのプライバシー」「総合評価」「今後も受診したい」「知
人に紹介したい」において、改装後に有意な満足度の上昇を認めた。【考
察】検査室の広さが半分になることから満足度の低下が懸念されたが、
検査方法や流れの工夫、環境面の配慮により満足度が向上したと思わ
れる。今回の調査をもとに、高い受診者満足度を維持しつつ、更なる
サービスの向上と受診者の増加へと努めていきたい。

一
般
演
題　
講
演
抄
録

口
頭
発
表　
１
日
目　
8
月
30
日（
木
）

人間ドック　Vol.33　No.2　2018 年 193（305）





一 般 演 題
（口頭発表）

2日目　8月 31日（金）
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2-2-01
大規模健診データを用いた生活習慣の問診結果と各判定の有所
見率との関連性に関する解析
一般社団法人　日本健康倶楽部

○山
やまもと

本　　茂
しげる

　　折茂　　淳　　美原　　恒　　山口　宏茂　
　小笠原恒驥　　下総美奈子　　高橋　　弘　　倉野彰比古　
　山元　紀子　　佐守　友博
【目的】当社団が実施した過去 4年間の健診データの解析を通して、
生活習慣の問診結果と各種判定における有所見率との関連性の全体像
を確認する。【対象及び解析方法】平成 23 ～ 26 年度の当社団の健診
受診者のうち、20 歳以上で性、年齢、問診結果、検査結果等のデータ
が揃っている延べ 2,135,175 人を対象とした。問診は厚生労働省の標
準的な質問票 22 項目のうち生活習慣を尋ねた 14 項目を、判定は身体
計測、画像診断、血液・尿検査項目判定および各種複合判定の 29 項
目を解析に使用した。健診実施年度毎に解析し、男女別に集計した。
問診結果と判定の有所見率との関連性の強さは、各問診結果と各判定
の有所見率に対して5歳刻みの年齢区分ごとにカイ二乗検定を実施し、
1%の危険率で有意となった年齢区分の数の多さで判断した。【結果】
男女の比較では、男性が女性より強い関連性を認めた問診と判定の組
み合わせの数が多かった。判定との関連性が高かった問診項目は、男
性では体重増加、歩行速度、体重変動、食事速度、飲酒頻度、飲酒量
で、女性では体重増加、体重変動、飲酒頻度だった。一方、問診項目
との関連性が高かった判定は、男性では総合、肝機能、脂質、メタボ、
BMI、腹囲、ALT、γ -GTP、HDL-C、中性脂肪で、女性では総合、
メタボ、BMI、腹囲、γ -GTP だった。個々の問診と判定の組み合わ
せをグラフ化したところ、強い関連性を認めた組み合わせでは視覚的
に明確な差異が認められた。また、各年度の解析結果を比較したとこ
ろ、結果は極めて類似しており、問診結果と判定結果の関連性には再
現性があることが確認できた。【考察】生活習慣の問診結果と各種判
定との関連性の全体像を認識しておくことは、受診者指導を行う際に
有益と思われる。また、こうしたエビデンスを視覚的にわかりやすい
形で受診者に提示することは、指導効果の向上にもつながるものと考
える。

2-2-02
低アディポネクチン血症の改善を目指した生活習慣の分析
済生会熊本病院　予防医療センター

○村
むらかみ

上　　光
ひかる

　　吉田　明世　　當麻　康弘　　井上　悦子　
　高尾　祐治　　菅　　守隆
【目的】当センターでは2016年 4月より人間ドックの検査項目にアディ
ポネクチン（以下Ad）を導入し、生活習慣病予防の指標として用い
ているが、低Ad血症の方への生活習慣の分析ができていない。そこ
でAdの初回測定者のうち 4.0 μ g/ ｍｌ未満の低Ad血症群（以下低
値群）と 20 μ g/ ｍｌ以上の高Ad血症群（以下高値群）の問診によ
る生活習慣の違いを比較検討した。【対象】2016 年 4 月から 2017 年
12 月までにAdを初回測定した男女 26,613 名（平均年齢 51.5 ± 9.7 歳）
のうち、低値群 1,179 名（平均年齢 49.3 ± 9.7 歳）と高値群（平均年
齢 57.1 ± 10.9 歳）を対象。【方法】低値群と高値群の二群間で生活習
慣に関する問診項目（体重変化、飲酒、喫煙、運動、食事）を比較し、
生活習慣の違いを分析した。【結果】体重変化では「20 歳から体重
が 10kg 以上増加した」（低値群 71.3％、高値群 11.3％）、「ここ 1年で
3kg 以上体重が増加した」（低値群 22.2％、高値群 9.5％）、飲酒項目で
は飲酒習慣が「0回」（低値群 28.9％、高値群 52.6％）、「毎日」（低値
群 19.1％、高値群 10.8％）、飲酒量が「1合未満」（低値群 46.0％、高
値群 83.9％）、「3合以上」（低値群 7.7％、高値群 0.4％）、喫煙項目で
は「吸わない」（低値群 39.0％、高値群 85.2％）、「吸っている」（低値
群 29.9％、高値群 5.7％）、運動では「日常生活で歩行や同等の身体活
動を 1日 1 時間実施している」（低値群 27.1％、高値群 39.4％）、食事
では「カロリーに関する生活習慣の改善について既に 6ヶ月以上取り
組んでいる」（低値群 14.6％、高値群 32.9％）について有意差を認め
た。【まとめ】今回の結果より、低値群は高値群に比べ、体重が増加し、
飲酒の回数や飲酒量が多く、喫煙している者が多かった。また、運動
や食事の対する意識が低かった。Ad減少は内臓脂肪の増加が原因と
言われており、飲酒や喫煙習慣、運動や食事管理について改めてアプ
ローチしていくことでAd増加が期待できると考える。

2-2-03
ピロリ菌検査と除菌治療の受診説明をした効果の検証～看護師
による個別対応の評価～
済生会新潟第二病院　検診センター

○竹
た け だ

田　慶
け い こ

子　　須田　陽子　　吉澤　和哉　　田崎　和之　
　堀川久美子　　近　麻衣子　　長谷川美代子　石黒　香織　
　藤田美智子
【緒言】当センターでは、人間ドック診察時に医師より内視鏡検査で
ピロリ菌感染胃炎の疑いを指摘された受診者と、オプションのピロリ
菌検査を受けた受診者に対して、看護師が個別に受診説明を行ってい
る。【目的】ピロリ菌検査の必要性・受診方法・治療についての理解、
説明や資料の印象を調査する。前年度受診説明を受けた受診者が、次
年度に受診し、それが受診動機となったか評価する。また看護師の説
明に関して医師の意見を調査する。【方法】2017 年 12 月～ 2018 年 2
月の受診者で、前年度ピロリ菌検査または治療の受診説明を行った 31
名（30 ～ 76 歳 平均 51 歳）に対し、アンケートを行った。また、診
察医師 3名を対象とし、アンケートを行った。【結果】アンケート回
収率は 100％であった。検査の必要性、受診方法、除菌治療について
のいずれも 87%以上の受診者が「理解できた」と回答した。また、説
明や資料も 90% 以上が「良かった」・「役立った」と回答した。前年
度に説明を行った対象者で実際に検査・治療の受診をしたのは 52%で、
そのうち説明が受診の動機となっていたのは 81%であった。一方受診
をしなかったのは 48%で、その理由としては 60%が「忙しかった」「面
倒だった」ためと回答した。平均年齢は受診したほうがしなかったほ
うに比べ有意に低かった。看護師の説明対応については97%が「良かっ
た」と回答した。診察医に対するアンケートでは医師業務の負担軽減
と診察時間の短縮につながったと全員が回答した。【考察】看護師が、
受診者に対して個別に検査・治療の流れを事前に説明することで、受
診者の不安が軽減し、ピロリ菌検査・治療の必要性を理解し、受診に
繋がったと考えられた。また、看護師による説明が、医師の診察の一
助となった。しかし、説明にもかかわらず半数近くが多忙等を理由に
受診せず、さらに高齢者ほど受診せず、個別化等も含め説明方法をさ
らに検討していきたい。

2-2-04
健診施設における健康相談（保健指導）の効果の検討～健康相
談による受診者のデータ変化～
医療法人社団　相和会　相模原総合健診センター

○富
ふ じ お か

士岡　幸
みゆき

　　久保田絵美　　伊林　聡美　　小林　伸行　
　土屋　　敦
【背景】全国の健診機関で特定保健指導以外の一般保健相談も実施さ
れているが、その成果について定性的な評価（食事や運動習慣の改善
など）は散見されるが、定量的に明確にしている報告は少ない。これ
までの「健診データ分析と評価」は殆どが特定健診・特定保健指導に
関するものであり、一般保健相談に関する分析は検索した限り見受け
られない。
【目的】特定保健指導と異なる一般保健相談実施の効果を健診データ
から検討する。
【対象・方法】対象：2015年10月～2017年9月の間に2年連続で人間ドッ
クを受けた受診者、13,250 名。方法：1年目ドック受診者を（1）医師
面接＋保健相談群（2,203 名）（2）医師面接のみ群（4,680 名）（3）ドッ
クのみ群（6,367 名）の 3群に分け、2年目の検査データ 9項目（BMI・
腹囲・収縮期血圧・拡張期血圧・TG・HDL・LDL・FPG・HbA1c）
の変化を調査した。
【結果】対象の内訳は、男性 8,369 名（63.2%）、女性 4,881 名（36.8%）。
年代 39 歳以下 880 名（6.7%）、40 ～ 49 歳 4,795 名（36.2%）、50 ～ 59
歳 4,636 名（35.0%）、60 歳以上 2,939 名（22.1%）であった。各群の 2
年目データ変化では、（1）医師面接＋保健相談群は腹囲・HDL・LDL
が改善し、悪化は 2項目。（2）医師面接のみ群はBMI・HDL・FPG・
HbA1c が改善し、悪化は 4項目。（3）ドックのみ群はHDLのみが改
善し、7項目で悪化した。血圧は全ての群で悪化した。
3群間のデータ改善の比較では、BMI・腹囲・LDL・FPG は（1）医
師面接＋保健相談群が最も改善した。3 群とも差が無かったのは拡
張期血圧・HDL・HbA1c であった。これを性別で見ると、男性では
BMI・腹囲・TG・LDL・FPGの 5 項目で（1）医師面接＋保健相談群
が有意に改善していたのに対し、女性では BMI のみが（1）医師面接
＋保健相談群で有意に改善していた。
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2-2-05
巡回健診による特定健康診査を受診した被扶養者に対する食生
活講話と個別健康相談の取り組み
船員保険健康管理センター

○中
なかじま

嶋加
か よ え

代恵　　岩瀬恵理子　　ジョイナー利沙　佐藤　元美　
　青木麻美子　　渡邉　麻美　　高木　重人　　　庄田　昌隆
【目的】健診受診率の低い被扶養者の女性を中心とした集団に対し、
受診率向上を目的に健診と同時実施で無料の食生活講話と個別健康相
談を実施した。相談内容の分析から見た食生活や健康に関する様々な
問題点を報告する。【方法】2018 年 1 月 10 日～ 3 月 19 日に神奈川県
内の公共施設など合計 28 か所で特定健診を実施。健診終了後「食生
活講話」「個別健康相談」「無料検査（血管年齢、骨健康度、肌年齢）」
を希望者に対して行った。食生活講話は当センター管理栄養士監修の
冊子を全員に配布、管理栄養士により 1日 8 回・1回 15 分にて開催、
個別健康相談は保健師・管理栄養士により対応した。健康相談内容は
記録票に記入、結果をまとめた。【結果】健診受診者数 6,534 人（男性
1％、女性 99％）であった。全受診者のうち食生活講話の聴講率 34％（1
回の平均聴講者数 9.7 人）だった。個別健康相談の利用率 3％、健康
相談の内容は食生活 52％、自覚症状および疾患 31％、無料検査の結
果 10％、検査項目相談 7％であった。食生活の相談内容の詳細は食事
バランス、肥満対策および減量指導、家族の食事（夫や義父の生活習
慣病対策、外食が多い息子の自宅での食べ方、体型を気にする娘の食
事、ジュースやスポーツドリンクなど糖分入り飲料が好きな子供が心
配等）の順で多かった。【考察】食生活講話の終了後に食事の相談を
受けるケースも多く、聴講することで日頃の食生活の振り返りや改善
の動機付けになったと思われる。家族の健康に関する相談も多く、家
庭での食事管理を通して健康に配慮している方が多かった。被扶養者
は自分自身だけでなく、家族構成により異なるライフステージ別の栄
養問題に直面している特徴があることをふまえ、食生活や健康に関す
る正しい知識を習得できる的確な情報提供を行うことが今後重要であ
ると考える。また、年 1回の生活習慣病健診、婦人科検診、乳がん検
診の受診率向上に向けた PRも併せて行う必要性を認めた。

2-2-06
人間ドック受診女性におけるヘモグロビン濃度低値者の特徴と
対応
まつなみ健康増進クリニック　人間ドック健診センター1

松波総合病院　内科2

○北
きたやま

山　梨
り え

恵 1　　日置　敦巳 1,2　　南　　芳子 1　　細川　寿子 1,2　
　河合　壽一 1,2　　林　　　慎 1,2

【目的】 血液中のヘモグロビン（Hb）濃度が 11.0 g/dL 未満の人間ドッ
ク受診女性（以下、「Hb 低値者」）の特徴を把握し、健診事後対応に
活用する。【対象と方法】 2016 年 4 月から 2017 年 3 月までの 1年間の
当人間ドック受診女性 3,402 名を対象とし、Hb低値者の年齢、血液検
査データ、既往歴、併存症および症状の特徴をHb濃度 11.0 g/dL 以
上の非低値者と比較した。Hb低値者については経年経過についても
分析を行った。【結果】 Hb 低値者の割合は全体の 8.9% で、40 歳代で
は15.5%と最も高かった。MCVの平均はHb低値者で76.4fl（±8.0SD）、
非低値者で 88.7fl（± 4.3SD）であった。Hb低値者では貧血の既往、子
宮筋腫治療中の者、立ちくらみの症状を有する割合が高く、それぞれ
27.1%、29.0%、17.8%（既往のない者では 5.7%、8.7%、7.9%）であった。
Hb低値者で治療中の者の割合は 4.3% と低く、さらに治療が必要とな
るHb濃度 10 g/dL 未満の者 133 名についてみても治療中の者は 6.0%
であった。Hb濃度 10 g/dL 未満の者で 2年以内に当人間ドックで検
査を受けた者の 60.7% は前回の検査でも 10.0 g/dL 未満であった。ま
た、Hb低値者と食生活、ダイエットの有無、BMI 値で関連はみられ
なかった。さらに、Hb二次検査受診率（25.5%）は他の検査項目と比
較しても低値であった。【まとめ】 Hb 低値者の割合は 40 歳代で最も
高く、15.5%を占めた。Hb低値者では貧血の既往、子宮筋腫治療中の者、
立ちくらみ症状のある者が多かったが、健診で貧血を指摘されても医
療に繋がらず、Hb濃度の改善がされていない傾向が認められた。こ
れらの結果をふまえ、効果的な二次検査受診勧奨や生活指導の検討に
繋げていきたい。

2-2-07
上部消化管造影検査時の苦痛に対する性別差についての検討
一般財団法人　京都工場保健会1

京都医療科学大学2

○池
いけがみ

上　真
ま さ し

士 1　　渡邉佐知子 1　　富高　智成 2　　石垣　陸太 2　
　森口　次郎 1　　細見　　聡 1　　大地　邦彦 1　　吉良　康男 1　
　辰巳　哲也 1

【目的】上部消化管造影検査（以下、検査）の受診者満足度を向上さ
せるためには , 検査に対する苦痛を軽減させる必要がある。池上ら
（2017）は、抽出された 5つの因子から因果モデルを検討し、バリウ
ム製剤に対する要望の改善が、検査の苦痛軽減に有効であることが示
唆された。本研究では、要望の改善に対する有効な方策の導出を目的
とし、苦痛に対する性別と年齢による差異を検討した。【方法】2015
年 11 月京都工場保健会で受診した 518 名に質問紙調査を行い、回答
に不備のない 441 名（男性 244 名、女性 197 名；平均年齢＝ 46.55 歳、
標準偏差＝ 9.21；検査経験平均回数＝ 6.14, 標準偏差＝ 5.88, 無効回答
44 名）を分析対象とした。対象者の各因子の平均値を観測変数とし、
39 歳以下、40 歳以上に分類した年齢と性別を要因とする 2× 2 の分
散分析を行い、効果量を検定した。【結果】分散分析の結果、いずれ
の因子の評定平均値においても交互作用は認められなかったが、“ 検
査の苦痛 ”、“ バリウム製剤に対する要望 ”では、性別に主効果が認め
られ効果量は中程度であった（F（1,437）=28.57 p ＜ .01 η 2=.06） （F
（1,437）=48.92 p ＜ .01 η 2=.10）。“ 下剤による制限 ”、“ 胃がん発見
への期待 ”、“ 体位変換の負担 ”では、性別に主効果が認められ効果量
は小さかった（F（1,437）=14.02 p ＜ .01 η 2=.03） （F（1,437）=4.93 
p ＜ .05 η 2=.01） （F（1,437）=8.31 p ＜ .01 η 2=.02）。【考察】検査の
苦痛やバリウム製剤への不満は、女性が有意に感じていることが示さ
れた。女性は、色彩と味覚からの影響を受けやすいこと、一回嚥下量
が少ないことが報告されており、バリウムの味、量が性別差に影響し
ていることが推察される。このことから、飲みやすさの改善は特に女
性への苦痛の低減となる可能性が示唆された。

2-2-08
胃 X 線検査におけるリスク管理　第４報
～自動肩当装置の導入によるメリット・デメリット～
新赤坂クリニック　放射線科1

横浜北幸クリニック　放射線科2

新赤坂クリニック　医師3

○坂
さ か の

野　拓
た く や

也 1　　飯塚　明久 1　　望月　久光 1　　松村　和典 1　
　高橋直太郎 2　　中村　恭子 3　　松木　隆央 3

【はじめに】
胃X線検査精度では、画像精度・撮影効率・検査の安全性の三位一体が必
要不可欠である。我々は、以前より胃X線検査の積極的な安全防護対策を、
『胃X線検査におけるリスク管理』として本学会で報告してきた。2015 年
から、胃X線検査の安全性確保の見直しが提唱されているが、当院では、
2013 年よりデジタルX線 TVシステムの更新にあたり、検査リスク管理
の視点から自動肩当装置を導入し運用している。

【目的】
今回は、自動肩当装置が以前の手動による肩当に対して、検査リスク管理
にどの様な効果があるのか、撮影を行う診療放射線技師（以下、技師）の
視点から考察を加え報告する。

【考察】
当院技師からは、撮影効率の視点より『肩当調整の負担軽減』、『滑落防止
の安心感』、『体位変換と体位保持による画像精度向上』等のメリットが上
げられた。また、安全性確保の視点より『受診者の滑落防止』、『肩当固定
不良の減少』、『肩当の滑落防止』等の受診者への負担軽減のメリットがみ
られた。以上により、自動肩当の導入による撮影効率の向上が示されてい
ると思われる。一方、デメリットとしては、『体重制限（100kg 以内）』、『受
診者頭部への備品接触（180cm 以上）』、『レール設置による体位変換の困
難（身幅 55cm以上）』等の撮影可能範囲の制限が上げられた。これに対し、
当院では 3台あるデシタルX線システムの内、1台に手動による肩当を用
意し対応している。しかし、これでは全受診者に均等な安全性確保が出来
ないため、今後も検討・対策が必要であると考える。この様に、自動肩当
装置が検査リスク管理に対し万能ではない事も示唆された。

【結語】
自動肩当装置は、検査リスク管理に効果があり、検査精度の向上がみられ
たが、万能ではない事も分かった。今後は、自動肩当装置の適応外の受診
者に対する安全性確保を目的とした検討・対策を行い、全受診者により高
い精度の胃X線検査を提供したいと考える。

一
般
演
題　
講
演
抄
録

口
頭
発
表　
２
日
目　
8
月
31
日（
金
）

人間ドック　Vol.33　No.2　2018 年 197（309）



2-2-09
胃バリウム検査における待ち時間の推移と今後の課題
一般財団法人　船員保険会　品川シーズンテラス健診クリニック1

運営部　健診業務課2

○杉
すぎさわ

沢　　猛
たけし

1　　本郷　嘉史 1　　前原　　崇 2　　佐藤　夏子 2

【はじめに】
当施設は、新規移転後３年が経過し、これまで毎年受診者数を増やし
てきた。
当初は受け入れ能力に余裕があったため、特に問題視されることがな
かった胃バリウム検査の待ち時間が、ここに来て受診者数の増加とと
もに、再び注視されるようになった。
【目的】
移転を契機に、健診誘導システムの導入と受診予約時間の細分化によ
り、検査待ち時間の短縮を図った。
今回、その効果の有無を検証するとともに、現状での問題点を明確化
し、さらに改善、短縮が可能であるか検討する。
【方法】
施設移転前の胃バリウム検査における、時間ごとの平均待ち時間と、
移転後における時間ごとの平均待ち時間を比較し、どの程度短縮効果
があったのか検証する。
さらに、今後待ち時間の短縮が可能か検討し、その方法も模索した。
【結果】
移転前の胃バリウム検査における最長待ち時間は、60 分であった。ま
た、時間経過とともに、急激に待ち時間が増加していることもわかっ
た。検査開始から 2時間後に、待ち時間のピークがあった。
移転後は最長で 20 分強と大幅に待ち時間は短縮されていた。また、
時間ごとによる待ち時間の差は小さく、その変化は緩やかであった。
ただし移転後は、30 分刻みで人数をきって予約を取っているため、総
受診者数との兼ね合いから、最終受付時間が遅くなり、それに伴い撮
影終了時間も遅くなっている。
【考察】
結果より、健診誘導システムと予約時間の細分化は、待ち時間短縮に
十分有効であることがわかった。
ただし、移転前に比べ、検査終了時間は遅くなっている。今後は健診
誘導システムだけに頼らず、待合いロビーの混雑状況や、各検査の待
ち人数に応じたフレキシブルな検査順序の変更と受診者誘導で、待ち
時間の短縮が可能であろうと考える。

2-2-10
接遇レベルの統一と向上に向けた取り組み
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

○渡
わたなべ

邊久
く み こ

美子　　助川　　薫　　吉岡　裕子　　小田倉　章　
　増澤　浩一　　内藤　隆志
【目的】
当健診センターの受診人数は年々増加しており、それに伴い検査案内
業務が煩雑になってきている。その中でも健診に求められる接遇は「お
客様」としての接遇である。そこで、健診業務において質の高いサー
ビスの提供、スタッフの接遇レベルの統一を図る事を目的とし、診療
部・診療技術部（放射線技術科・臨床検査科・栄養管理科）・看護部・
事務部の全部署で接遇の向上に取り組み、活動したので報告する。
【方法】
1．身だしなみチェックシートの作成と年２回の実施
2．外部研修の参加とフィードバック
3．健診センター接遇研修・勉強会の実施
4．受診者満足度調査の年１回の実施・結果報告・改善の提案
5．動画マニュアルの作成と活用
【結果】2013 年から健診センター全体で接遇について取り組んだ結果、
事務部・看護部に比べやや評価が低かった診療技術部や診療部の接遇
も向上し、受診者満足度調査において 2012 年度は 5段階評価中全体
評価 4.3 だったが、現在 4.4 以上の評価に上がった。さらにこの全部
署での活動が認められ日総研の第２回接遇大賞を受賞した。
【考察】今回の健診センター全体の接遇レベル向上には、接遇改善の
取り組みを基本的な身だしなみ等の目に見える部分から開始し、続い
て個々の知識向上を目的とした勉強会を開催、さらに外部研修で得た
知識を全体で共有し、知識のレベルアップを図るという段階を経た接
遇についての学びが重要だったと考えられる。また、受診者の検査案
内を行う事務部のみではなく、診療部・看護部・診療技術部全体で取
り組んだ事により、全職員が接遇に対する意識を高く持ち、お互いに
刺激しあいながら積極的に活動した結果が接遇レベルを統一し、より
改善させる事に繋がったのだと分かった。
【結語】接遇大賞受賞で職員のモチベーションも上がり、これからも
取り組んでいく励みとなった。今後も接遇レベルの維持とさらなる向
上に努めていきたい。

2-2-11
育児で健診難民となっているママ世代への新サービス
一般財団法人淳風会　淳風会健康管理センター

○中
なかいえ

家　照
てるまさ

雅　　濱西　理恵　　馬場　千絵　　菅野　武司　
　田中　美伸　　井上　和彦　　春間　　賢　　清水　信義
【はじめに】若年層の乳がん・子宮頸がん検診の受診率の低さが問題
となっている。その原因を把握し、受診率向上に貢献できる新サービ
スを企画した。
【背景】国勢調査（平成 27 年）がん検診を受けない理由の認識調査で
は、20 代・30 代の女性は「受ける時間がない」が 64％と最も多く、「健
康状態に自信があり必要性を感じない」の 35％を大きく上回っていた。
また、厚生労働省人口動態調査（平成 27 年）では第一子出産時の全
国平均年齢は 30.7 歳であり、乳幼児がいるママは育児により時間を捻
出できないことが原因のひとつと考えた。
【方法】有効な託児施設を検討した。以前より弊センターから離れた
場所ではあるが受診者用提携託児所を提供するも利用者は少ない。そ
こでセンター内に託児所開設を検討したが、設置ガイドラインを満た
すための改装工事と運営維持管理費による相当な費用負担が試算され
た。そこでセンター敷地内に移動式託児所となる託児カーを時間単位
で配車していただき、ママ受診者に託児施設として提供することとし
た。
【結果】配車初日の利用者は「敷地内に託児所があるのであれば」と
わざわざ遠方より受診いただいた。また別のママからは、多くのママ
は離れたところに子供を預けてまで自分が受診することに罪悪感を覚
える。敷地内にあることが「子供を安心して預けられる」必須条件で
あることを教えていただいた。更に、本企画にて複数のメディア取材
を受け、高いイベント性もうかがわれた。
【結語】乳幼児を持つママは保育所や家族のサポートがないと受診時
間を捻出することが困難である。気軽に安心して子供を預けられる託
児カーの利用は低コストで且つ育児ママ世代の受診率向上に貢献でき
ると思われる。今後は『小学生のママ向け 夏休み企画～お子さんは
夏休みの宿題、その間にママは健診～』の計画もあり、様々なニーズ
に沿った企画でママ世代のみならず、社会や地域が抱える課題解決を
図っていきたい。

2-2-12
検査着リニューアルへの取り組み
一般財団法人淳風会　淳風会健康管理センター

○寶
たからがわ

川　　歩
あゆみ

　　上森　彩乃　　岡　　結希　　大角　博久　
　安木　美穂　　藤本　裕子　　清水　倫子　　井上　和彦　
　清水　信義
【目的】既製品の検査着では「淳風会らしさ」がなく、ありふれた検
査着のため、淳風会に行けばこんな検査着を着ることができるという
ような魅力的な検査着で受診者に満足していただけるオリジナルの検
査着を作成する。
【方法】まず実際に着られる受診者にアンケート調査を実施した。Ｈ
28.3 とＨ 29.6、別施設でＨ 29.2 と時期を分けて計 3回行い、受診者の
意見を参考にまず形を決め、できるだけ意見に沿ってサンプルを作成
した。従来の紐付き作務衣タイプは、検査中に紐が当たって痛い・す
ぐはだけるといった意見が多かったため、作務衣タイプを廃止し被る
タイプで作成した。作成後、画像撮影に影響が出ないか放射線課に協
力を得てテスト撮影を行った。承認を得る為にプレゼンテーションを
行ったが、実際に着られる受診者の意見を第一に考えて反映したため、
医師・技師の意見を取り入れておらず、検査を実施する側から被るタ
イプでは着脱に時間がかかるなどといった問題点がいくつか判明し、
運用には至らなかった。また、色合いもシンプルで地味すぎるとの意
見もあり、再度、見直すことにした。2年目からは 1年目の反省を生
かし、各関連部署の代表者も含め検査着リニューアルプロジェクトと
して進め、医師・技師の意見も取り入れた。被るタイプでは検査の際
に不便な点もあるため、前開きタイプで作成した。検査時にすべて脱
ぐ必要がなく、時間短縮の利便性もあり、スムーズに検査を進められ
るようになると考えた。色合いに関しては、臨床心理士と相談し心を
落ち着かせる色かつ明るい色で作成した。
【結果】受診者と医師・技師双方の意見を取り入れ、前開き被りタイ
プの検査着での運用となった。検査着に淳風会のロゴを入れることに
よりオリジナル感も出ている。明るい色合いにすることで受診者の健
診に対する不安も取り除ける。前開きタイプなので脱着の時間短縮が
でき、検査もスムーズに行うことができる。
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2-3-01
胃 X 線検査時における発泡顆粒の服用方法及び製剤の違いが及
ぼす影響
社会医療法人　愛仁会　愛仁会総合健康センター

○古
ふるかわ

川　勝
か つ じ

治　　田中　芳生　　西野　文郎　　大和　栄一　
　長谷川江里奈　跡部　　優　　石川　優子　　井関　一高　
　杉林　　稔　　岡村　雅雄
【背景】本施設では従来胃X線検査時に発泡顆粒を水で服用していたが、アンケー
トにて検査中のゲップの我慢が苦痛であると回答する受検者が多かった。苦痛
軽減に繋がる事を目的にバリウムによる発泡顆粒の服用を試み、併せて発泡速
度の異なる発泡顆粒 2種類を用いた場合の検査精度、受検者の満足度を調査し
たので報告する。
【対象】2017 年 3 月 13 日～ 3月 25 日に当施設で胃X線検査を受検した 196 名
【使用薬剤】バリブライト LV300 ｇ 140 ｍｌ、バルギン及びバックス発泡顆粒　
5ｇ
【方法】発泡速度の遅いバルギン発泡顆粒を用いた検査をA群（96 名）、発泡速
度の速いバックス発泡顆粒を用いた検査をB群（100 名）とし、次の項目を比較
検討した。
1　 胃がん検診専門技師及び医師による視覚評価
発泡顆粒を水で服用した過去画像と比較し、読影診断への影響を検討
2　検査中の発泡顆粒追加服用の有無
3　アンケート調査
1） ゲップの我慢について
2） 検査に対する感想
【結果】1　発泡顆粒の発泡速度による画質の差はあったが、読影診断への影響
は無かった。
2　検査中の発泡顆粒追加服用は、A群　24名（25%）、B群　28名（28％）であった。
3　アンケートにおいて水で服用した前回検査よりゲップを我慢しやすいと答え
た受検者は、A群　71 名（81％）、B群　60 名（68％）であった。次回も胃透視
検査を受けようと思うかの設問に対し、「はい」と答えた受検者はA群　80 名
（83％）、B群　74 名（74％）であった。
【考察】発泡顆粒の追加においては、A群 B群いずれも同様の結果となり、検査
中の発泡顆粒追加服用について差は認められなかったが、アンケートではA群
の方が高い満足度を示した。これはA群の方が、胃がゆっくり膨らみゲップの
我慢が容易であったと推測される。以上の事より検査精度を維持しつつ、受検
者の満足度の高いA群を導入し、受検者の満足度向上、胃X線検査を回避する
受検者の減少に努めたい。

2-3-02
上部消化管造影検査（胃 X 線検査）における発泡剤 2 分割投与
における受診者の苦痛軽減についての検討
埼玉医科大学病院　健康管理センター

○清
きよさわ

澤　真
ま さ と

人　　成田　政広　　清水　正雄　　足立　雅樹
【目的】　上部消化管造影検査（胃X線検査）は、基準撮影の普及、バ
リウム製剤の品質向上などにより検査の質は向上している。しかし、
バリウム服用、発泡剤の服用による気分不快、腹満感、げっぷの我慢
や体位変換による苦痛などは変わらない。今回、受診者の苦痛軽減を
目的として発泡剤を 2回に分けて服用する検討を行った。【対象】　期
間は 2017 年 10 月から 2018 年 4 月。上部消化管造影検査を受けた受
診者 2,300 名の内、自分自身が担当した 450 名に検査前に問診で発泡
剤服用やげっぷの我慢が苦手で検査に不安があると回答した受診者 30
名（男性 1名、女性 29 名）、年齢分布 40 歳から 70 歳（平均年齢 55 歳）
を対象とした。【方法】　最初に発泡剤 2.5 ｇを水約 10cc で服用、続け
て発泡剤 2.5 ｇと水約 10cc を服用した。その後、検査用バリウムを服
用し検査を実施した。検査終了後、2回に分けて服用することについ
てアンケートをお願いした。さらに画像について、背臥位正面二重造
影を基準に胃の膨らみ方、バリウムの付着について前回画像と比較し
た。【結果】　対象者の約 90％の方が 2回に分けて服用する方が楽と回
答。次回も 2回に分けて発泡剤を服用したいとの意見が約 80％であっ
た。画像上、胃の膨らみ方は約 90％の方が発泡剤の追加が必要なく、
約 40％の方が前回より胃が膨らむ結果となった。バリウム付着に関し
ては、前回と同等以上が約 90％を占めた。逆に胃が膨らみ過ぎて付着
が悪くなる症例も 1例あった。【まとめ】　上部消化管造影検査（胃X
線検査）における発泡剤服用後の気分不快等の症状を軽減するために
2.5g 発泡剤 2回分割投与の検討を行った。症例数は少ないが、従来の
1回投与と比べて、苦痛が軽減することが多いことがわかった。画像
も胃の膨らみやバリウムの付着に関して 1回投与と遜色なく、発泡剤
の 2分割投与は有用であると考えられる。

2-3-03
頭低位腹臥位二重造影法における「両肩当て・左向き」手技の
成績
慶應義塾大学病院　放射線技術室　予防医療センター1

慶應義塾大学病院　放射線技術室2
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ゆ う き

希 1　　吉田　諭史 1　　中村祐二朗 2　　土佐　　岬 1,2　
　新島　友輝 2　　有本　ゆり 1,2　　島田　泰富 1,2　　杉野　吉則 1　
　岩男　　泰 1

【背景】　「両肩当て左向き」手技は、胃体部と椎体との重なりを避け、
体部前壁の粘膜面を広く表すための撮影法（以下、本法）である。私
どもは本法について、2016 年の本学会で報告した。その後、当セン
ターで、2016 年 7 月より本法を採用することになった。【目的】　本法
採用前後の腹臥位二重造影正面位像の二重造影領域の表れ方の違いを
分析することで、本法の利点と欠点を明らかにし、本手技のさらなる
改良・開発をめざす。【対象と材料】　2015 年 7 月から 2017 年 7 月ま
での胃X線検査（人間ドック）受診例を対象とし、腹臥位正面位で撮
影した二重造影像を分析材料とした。平均年齢は 56.1 才（21 -86 才）、
男女比はおよそ 1:1 である。 【方法】本法採用前後の「前期群」と「後
期群」に分けて、腹臥位二重造影正面位で現われた全二重造影領域の
うち、胃体部が椎体と重ならない体部領域が占める面積の割合を計測
し（S値）、2群間でｔ検定を行った。前期群は、肩当ての位置と受診
者の顔の向きが「左肩当て・右向き」、後期群は「両肩当て・左向き」
で撮影されたものである。本検討ではｐ＜ 0.01 を有意差ありとした。 
【結果】「後期群」の方が「前期群」よりも椎体の左側に位置する二重
造影領域が有意に広かった。【考察】「両肩当て・左向き」手技は椎体
と重ならない体部二重造影領域を広く描出する撮影手技である。しか
し、体部大彎が屈曲して見られたり、胃下部の粘膜が二重造影像とし
て表れていないことがある。 今後はさらに良質の腹臥位二重造影正
面位像を撮影するために、体部および、幽門部から前庭部の二重造影
領域を広く描出する追加手技を検討する必要があると考える。

2-3-04
上部消化管検査時のバリウム誤嚥への対応の取り組み
高の原中央病院　人間ドックセンター

○栗
くりはら
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な な こ

奈子　　齊藤　弥穂　　中多　依子　　佐保埜弘子　
　松本　京子　　清水　岳史　　寺本　真美　　桂　久美子　
　藏本理津恵　　松尾　　茂
【はじめに】当センターでは人間ドックなど健診受診者のうち約 5割
が上部消化管検査を希望している。今回、透視検査実施時に発生した
バリウム誤嚥について排痰に効果的とされる対応方法を導入し、実践
したので報告する。【背景】検討期間は平成 29 年 4 月～平成 30 年 3
月、当センター受診者 4898 名のうち上部消化管検査を実施したのは
2410 名で、うち 1273 名が上部消化管透視、1137 名は胃内視鏡検査を
選択した。透視選択の年齢は 24 ～ 74 歳（平均 49 歳）であった。こ
のうち気管分岐部を超える誤嚥が発生したのは 16 例であった。（年齢
37 ～ 74 歳）【方法】検査開始後、誤嚥から気管分岐部を超えてバリ
ウムが流入した際に、ただちに検査を中止し検査装置上で体位を側臥
位として処置を開始する。まずは放射線技師によるハッフィングをス
タートし、咳払いを促進する。同時に連絡を受けた看護師が検査室へ
向かい、ストレッチャーにて人間ドックセンター診察室に受診者を移
動し、処置を引き継ぐ。静脈血酸素飽和度・呼吸状態等のバイタルサ
インを確認し、タッピング・スクイージングを施行、自己喀痰を促進
する。その後胸部レントゲン撮影を実施し、担当医が診察を行う。【症
例】症例 1　70 代、男性。検査中にせき込みや呼吸苦等の自覚症状は
ないまま右側気管分岐部をこえるバリウムの誤嚥が確認された。症例
2　30 代、女性。バリウム内服時にせき込み、左側気管分岐部を超え
るバリウムの誤嚥を認めた。【まとめ】胃透視時のバリウム誤嚥に対
しては幅広い年齢層で生じていることがわかった。早期に排痰手技や
ドレナージを十分に行うことによってバリウムの排出を効果的に行う
ことができた。
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2-3-05
胃透視における医療安全とサービス向上への取り組み
東京西徳洲会病院　健康管理センター

○鈴
す ず き

木由
ゆ み こ

美子　　若林　　努　　小菅　綾子　　三浦　智美　
　吉田　優子
【目的】当院の健康管理センターは病院併設型であり、基礎疾患を持
つ受診者や開設当初からのリピーターによる高齢化も目立つ。また健
診ツーリズムによる外国人受診者もある。上部消化管検査は胃内視鏡
検査 14 人 / 日、胃透視６人 /日の枠で行っているが、胃透視での事
故や合併症の報告もあり、医療安全対策の重要さを痛感している。ま
た、健診所要時間短縮のため 2017 年 9 月 1 日より本館で行っていた
胃透視を別館の健診センターでも設置、開始した。医師、放射線技師、
保健師で受診者の年齢制限、体重制限、嚥下状況、下剤の服薬指導等
見直し、その後の胃透視検査の状況を検討した。
【方法】対象期間：2017 年 9 月 1 日から 2018 年 2 月 28 日の 6ヵ月間。
対象者：胃透視実施予定者 659 人（男性 400 人、女性 259 人）、年齢
23 才～ 74 才。
【結果】総数 659 人のうち、当日中止した人は 91 人（13.8％）（男性 48 人、
女性 43 人）だった。理由は、自己都合、当日の体調不良、基礎疾患
や既往、当日の高血圧（180/110 以上）、高度の便秘、言語の理解不足、
過体重などであった。自己都合はバリウムが苦手、終了後に下剤が服
用できないなどの理由もあった。中止した受診者のうち、当日胃内視
鏡に変更して対応できたのは 7人だった。
【結論】当日の検査中止は、受診者を落胆させることがある。一方キャ
ンセルは、限られた予約枠を無駄にしてしまう。基礎疾患を持つ高齢
者や初回受診者は慎重になることが多いが、中止となった理由を検討
することにより、医師が過度に慎重になっていた例もあり、技師との
連携で実施可能例が増える可能性も示唆された。また、外国人受診者
で言語の理解度や既往から内視鏡が適している例もあり、事前の情報
収集、案内等更に安全面やサービス面に配慮して行きたい。

2-3-06
上部消化管Ｘ線検査における ” 偽陽性症例 ” の原因を探り検討
する
一般財団法人関西労働保健協会

○西
に し と

戸　伸
のぶゆき

之　　森山　真帆　　三島　久典　　中谷　紋子　
　宇野　正人　　鈴木　貞男　　松原　明夫　　黒島　俊夫　
　今岡　　渉
【目的】　当協会での 2017 年上部消化管Ｘ線検査の受診者数は 25538 件、要精検査数 477 件、要精検
率 1.86％である。今回は要精検とされ、精密検査（胃内視鏡検査）を実施し、“偽陽性 ”（炎症性変化
を含む）と診断された 26 例について、その原因及び対策について検討した。
【偽陽性と診断された症例の概要】
　受診回数：初回 6件、2回から 5回 8件、6回以上 12 件。
　 部位：食道 4件、噴門部 4件、穹窿部 2件、胃体部前壁 4件、胃体部後壁 2件、胃角 6件、前庭部
前壁 4件。
　病型：粘膜下腫瘍疑 8件、陥凹性病変疑 6件、隆起性病変疑 1件、食道辺縁異常 3件、瘢痕疑 8件
　大きさ：１cm未満 10 件、1cm以上 2cm未満 10 件、3cm以上 6件。
　追加撮影：有 15 件、無 11 件。 
【偽陽性と診断された症例の特徴】
　１：受診回数では初回が多い
　２：部位別では胃角が多く、胃角変形の所見を取っている
　３：病型では粘膜下腫瘍疑と瘢痕疑が多い
　４：大きさでは 20mm未満が多い
【検討結果】
　１：透視観察中に気付かず、追加撮影や再撮影をしていないことによる
　２：Barium付着が悪い・付着ムラによる
　３：残存Barium の影響による
　４：正常なひだが圧排などにより走行が異常に視えた
　５：部分的な粘膜の萎縮性胃炎による変化
　６：撮影手技による（前壁撮影法・空気量）
【対策】鑑別に困るような画像を撮影しないようにするにはどうするべきか
　１：Barium付着を良くするために、標的部位に適した体位変換等を行う
　２：標的部位のBariumをきっちり抜く
　３：撮影技術の向上（前壁撮影技術と最適な空気量）
　４：解剖学的特徴を捉え、透視観察中の読影力を高め、積極的に追加撮影や再撮影を行う
　尚、病変の存在有無について有効であった追加撮影について、学術大会当日に報告する
【結語】　より精度の高い検査を目指す為に、偽陽性率を下げるよう今回検討した対策を実行していく。
それ以上に見逃し症例をなくすために、さらなる努力をしていく。

2-3-07
検診発見胃癌に対する追加撮影の有効性検討
医療法人社団進興会　立川北口健診館アネックス1

医療法人社団進興会2

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3
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子 1　　今井　俊一 1　　馬場　保昌 2　　大塚　博紀 3

【はじめに】新・撮影法の施行により胃がんX線検診の画像精度は飛
躍的に向上している。しかし一方で、発見胃癌にターゲットを絞ると
規定の撮影体位では描出が不十分で、追加撮影ではじめて異常所見を
指摘できる病変も見うけられる。【目的】検診X線の発見胃癌症例を
視覚的に評価し、追加撮影による病変の描出度、病変の悪性度を規定
の撮影と比較し有効性を明らかにする。【対象と方法】平成 26 年～平
成 29 年の当館任意型健診で発見された胃癌 19 例の内、追加撮影が施
行された 15 例
評価者　： 日本消化器がん検診学会指導医、消化器専門医、胃がん検

診指導講師
撮影法　：新・胃X線撮影法（任意型）に準拠
方法　　：中原慶太　他：画像精度と読影精度からみた新・胃X線撮
影法の評価日本消化器がん検診学会誌 45：26-35. 2007 による画像判
定【検討項目】1. 規定撮影、追加撮影における病変描出度の比較　（優
～不可の 4 段階）2. 追加撮影が行われた事による悪性度判定の変化　
（著名に向上、向上、変化無の 3段階）【結果】現在、集計中【考察】
胃癌のX線的な異常所見を透視観察で拾い上げ、適切な追加撮影を行
うことで病変描出度及び悪性度判定は向上する。しかし、追加撮影を
おこなっても精度変化のない症例も見受けられ、指摘体位や造影効果
向上の工夫は不可欠と考える。【結語】胃癌の早期発見には、撮影技
術や透視観察能のみならず、胃癌の形態的特長も深く理解し、より多
く学習する事が重要だと考える。

2-3-08
胃Ｘ線検査における萎縮性胃炎・ヒダ肥厚と胃癌発症との関連
亀田メディカルセンター幕張1

東京大学医学部消化器内科2
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嗣 1　　山道　信毅 1,2　　岡田　　実 1　　和田　亮一 1　
　光島　　徹 1

【目的】　昨今、胃Ｘ線検査を胃癌の発見のみを目的とするのではなく、
主にヘリコバクター・ピロリ菌感染によって引き起こされる慢性胃炎
の評価にも役立てようという気運が高まっている。本研究では胃Ｘ線
検査で診断される代表的な慢性胃炎像である萎縮性胃炎とヒダ肥厚に
注目し、将来の胃癌発症予測に両所見が有用であるかを検証した。

【方法】　血清抗ヘリコバクター・ピロリ IgG 抗体と血清ペプシノ
ゲン値による胃がんリスク検査（E プレート ‘ 栄研 ’H. ピロリ抗体　
ELISA 法）を受診し，研究同意を得られた 2010 年の人間ドック受診
者を対象とし、胃切除歴・酸分泌抑制薬の常用・ピロリ菌除菌歴がな
い 6433 人において、萎縮性胃炎とヒダ肥厚を胃Ｘ線検査で評価した。
Kaplan-Meier 法にて生存曲線を推定し、有意差検定にて萎縮性胃炎
およびヒダ肥厚の有無による群間比較を行った。

【結果】　解析対象とした健常者 6433 人のうち、萎縮性胃炎と診断さ
れた者は 1936 人（30.1％）、ヒダ肥厚と診断された者は 1253 人（19.5%）、
抗ピロリ菌抗体陽性者は 1674 人（26.0％）であった。ヒダ肥厚を認め
た 1253 人のうち 95.9％に萎縮性胃炎を認めたが、萎縮性胃炎と診断
された 1936 人のうちヒダ肥厚を認めたのは 62.1％であった。７年間
を経過した時点で 13 人に胃癌が発症（0.20％）したが、このうち 11
人が萎縮性胃炎、8人がヒダ肥厚ありと診断されていた健常者であっ
た。Kaplan-Meier 法による累積罹患率は、萎縮性胃炎およびヒダ肥
厚のどちらに於いても統計学的有意差が示された（ログランク検定：
P＜ 0.001、 一般化Wilcoxon 検定：P＜ 0.001）。

【考察】　７年間の前向き観察の結果、胃Ｘ線検査による萎縮性胃炎お
よびヒダ肥厚の評価が将来的な胃癌発症予測に繋がることが示され
た。
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2-3-09
検診の上部消化管造影検査受診者からみた胃・食道憩室の頻度
淳風会健康管理センター1

川崎医科大学総合医療センター総合内科２2

淳風会ロングライフホスピタル3

川崎医科大学総合医療センター中央検査科（内視鏡・超音波）4
川崎医科大学総合医療センター健康管理学5

○春
は る ま

間　　賢
けん

1　　大角　博久 1　　松尾　浩二 1　　井上　和彦 1　
　市場　俊雄 1　　久本　信實 3　　清水　信義 1　　眞部　紀明 4　
　角　　直樹 5　　鎌田　智有 5

背景：消化管の憩室は頻度の高い疾患で、その多くは合併症を来たす
ことはない。しかしながら、頸部に発生する食道憩室は、時に、嚥下
困難、咽頭違和感、胸痛などの症状の原因となり、稀に、出血や癌の
合併を起こすことが知られている。一般に、上部消化管の食憩室は食
道や十二指腸に多いが、その正確な頻度は明らかでない。消化管の憩
室の診断は、造影検査が最も優れている。目的：検診受診者における
胃と食道憩室の頻度を明らかにする。対象と方法 : 2016 年 1 月より 12
月末までの１年間に、淳風会健康管理センターにおいて、胃がん検診
目的で上部消化管造影検査を受けた連続的な受診者 39,832 例を対象と
した。食道憩室の評価は、術者がバリウム嚥下時に透視下に全食道を
観察し、憩室が疑われたときは画像撮影し記録し、評価した。胃憩室
については、検査後の撮影画像で評価した。結果：食道憩室は 39,832
例中 97 例（0.244%）に認められ、うち 52 例（0.131%）が頸部食道憩
室であった。頸部食道憩室52例のうち 11例が女性 （平均年齢 59.9 歳 ; 
range 37-78 歳）で、41 例が男性（平均年齢 54.4 歳 ; range 35-75 歳）で、
頸部食道憩室の頻度は男性に有意に高かった（p値 0.05 以下）。一方、
胃憩室は 100 例（0.25％）に認められ、90％は胃体上部から穹窿部に
かけて存在し、性差はなかった。また、憩室の多くは無症状であった。
結論：胃がん検診の上部消化管造影検査受診者を対象として検討した
食道憩室の頻度は 0.244％、胃憩室の頻度は 0.25％で、決して稀な疾
患ではなかった。憩室例の多くは無症状であったが、症状との関連や
合併症との関連を明らかにするためには長期経過観察が必要である。

2-3-10
血清ピロリ抗体価とＸ胃 X 線検査による胃粘膜萎縮
医療法人社団　誠馨会　千葉メディカルセンター

○西
にしあら い

荒井宏
ひ ろ み

美
【目的】血清ピロリ抗体価と胃Χ線検査における胃粘膜萎縮の関連に
ついて検討する。
【方法】2015 年 4 月 1 日より 2018 年 3 月 31 日までの当センターの人
間ドック受診者で、胃Χ線検査および血清ピロリ抗体検査を実施した
受診者を対象とした。血清ピロリ抗体検査は、胃Χ線検査実施前に検
査した受診者と胃X線検査実施後に追加して検査した受診者がいた。
胃Χ線検査における萎縮の有無の判定は、ひだの太さ・走行・分布、
胃粘膜の形状で判定した。【成績】1. 血清ピロリ抗体陽性者は 125人（男
性 66 人、女性 59 人）であった。胃Χ線検査の結果、血清ピロリ抗体
検査を追加した受診者は 80 人であった。
2. ひだの消失を認めない症例、ばく状胃の症例は萎縮の診断が難し
かった。胃Χ線検査により明らかに萎縮ありと診断した受診者は60例、
胃Χ線検査では萎縮疑いで診断が不確かな受診者は 20 例であった。
3.. 胃Χ線検査で明らかな萎縮有群の血清ピロリ抗体価は 10 以上 20 未
満 6 例（10％）、20 以上 30 未満 14 例、30 以上は 40 例（67％）で抗
体価が 30 以上が多かった。これに比較し、萎縮疑いの群では、血清
ピロリ抗体価 10 以上 20 未満 8 例（40％）、20 以上 30 未満 9 例、30
以上 3例（15％）で抗体価 20 未満が多かった。
4、30 歳代では、血清ピロリ抗体価 10 以上 20 未満疑い 2/2 例、20 以
上 30 未満疑い 1/4 例明らか 3/4 例、30 以上明らか 2/2 例であった。
40 歳代は、抗体価 10 以上 20 未満明らか 2/2 例、20 以上 30 未満疑い
3/9 例明らか 6/9 例、30 以上明らか 9/9 例であった。50 歳代は、抗体
価10以上 20未満疑い1/4例明らか3/4例、20以上 30未満疑い2/2例、
30 以上疑い 3/13 例明らか 10/13 例、60 歳代では抗体価 10 以上 20 未
満疑い 3/4 例明らか 1/4 例、20 以上 30 未満疑い 3/8 例明らか 5/8 例、
30 以上明らか 17/17 例であった。
【結論】胃Χ線検査で胃粘膜萎縮ありと診断した症例の多くは血清ピ
ロリ抗体価が 30 以上であった。ひだの消失を認めない症例、ばく状
胃の症例は胃粘膜萎縮の診断が難しかった。

2-3-11
背景粘膜評価による Helicobacter pylori 感染予測
一般財団法人芙蓉協会　聖隷沼津健康診断センター
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内　秀
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生　　矢部　雅己　　尼子　良久　　佐藤　　眞
【目的】 Helicobacter pylori（以下H. pylori）感染は胃がん発生のリス
ク因子であり、H. pylori 未感染の胃から胃がんの発生は少なく、H. 
pylori 感染に伴う胃粘膜の慢性炎症及び萎縮性の変化と共に胃がんリ
スクが上昇することが明らかになっている。そのような背景の中、今
日の胃X線検査は、早期の救命可能な胃がん発見のみならず、背景粘
膜診断も求められてきている。診療放射線技師が背景胃粘膜の性状を
念頭に撮影を行うことは、厚生労働省から 2010 年に通達されたチー
ム医療の推進における読影補助に値すると考えられる。そこで、背景
粘膜評価におけるH. pylori 感染予測の有効性について検討を行った
ので報告する。【対象】2016 年度に当センター人間ドックにおいて、
胃X線検査と尿中H. pylori 抗体検査を同時に受診した 235 名を対象
とした。【方法】背景粘膜評価には、主に背臥位正面位、背臥位第一
位の二重造影像を用いて、胃体部ひだの 「分布」、「太さ」、「形状」、そ
して「胃小区像」の 4項目とし、それらを組み合わせた背景粘膜評価
チャートを作成し、尿中H. pylori 抗体結果との対比を行った。【方法】
尿中H. pylori 抗体結果は、H. pylori 陽性 46 名、陰性 189 名に対し、
背景粘膜評価チャートによ結果る結果は、H. pylori 陽性群 64 名、陰
性群 171 名となり、感度 93.5％、特異度 88.9％となった。【考察】 ひだ
の性状や胃小区像といった胃Ｘ線所見の組み合わせから、H. pylori 感
染予測が可能であることが示唆され、読影補助となりえる。また、胃
Ｘ線検査は胃がんハイリスク群の集約にも有用であると考えられる。
今後はH. pylori 感染を念頭に置いた撮影・読影を行うことで、より
この評価法による精度を上げ、更なる胃がん発見・予防に努めていき
たい。

2-3-12
Helicobacter pylori 除菌者における除菌前後の胃Ｘ線検査画
像所見（第 2 報）
（公益財団法人）佐々木研究所附属湘南健診センター
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果　　酒井　純子　　高多　伸哉　　鈴木ひとみ　
　大森由美子　　佐藤　　明
【目的】我々は前回大会において、Helicobacter pylori（以下 Hp）除
菌前後の胃粘膜変化を胃Ｘ線検査画像で比較検討し、除菌後の改善度
評価における同検査の有用性について報告した。今回は、Hp除菌後
に複数回胃Ｘ線検査を施行した受診者の経年における萎縮性胃炎によ
る粘膜の改善度を検討した。【対象と方法】2013 年 3 月から 2017 年 3
月までに当センターでHp除菌を行い、除菌前および除菌後 2回以上
胃Ｘ線検査を施行した 48 例（男：女＝ 21：27、平均年齢 53.9 ± 7.8 歳）
を対象とし、さらに 3回施行の受診者 17 例（男：女＝ 7：10、平均年
齢 45.2 ± 3.8 歳）についても検討した。胃粘膜所見は、胃Ｘ線画像上
のひだの太さと胃粘膜表面像で評価し、ひだの太さは 4.5mm以下を
正常とし、胃粘膜表面像はその粗造さにより、4つの stage（stage1：
正常、stage2：軽度萎縮、stage3：中等度萎縮、stage4：高度萎縮）
に分けた。【結果】Hp 除菌後の平均観察期間は除菌後 1回目 11.0 ±
4.8 ヶ月、2回目 24.9 ± 6.7 ヶ月、3回目 35 ± 4.5 ヶ月であった。除菌
前、胃粘膜ひだの太さは 4.5mm超を 48 例中 44 例（91.7％）に認めた
が、除菌後は 1回目 27 例（56.3％）、2回目 14 例（29.2％）、3回目 17
例中 2例（11.8％）と経過に伴い改善していた（p＜ 0.01）。胃粘膜表
面像の変化については、除菌前、除菌後 1回目、2回目の間で有意に
stage 減少が見られ（p＜ 0.01）、stage1 への改善率は、除菌前 stage2
が 1 回目 30.0％、2回目 40.0％、3回目 50.0％、除菌前 stage3、1 回目
17.4％、2 回目 21.7％、3 回目 22.2％、除菌前 stage4、1 回目 13.3％、
2 回目 20％、3回目該当なしであった。Stage1 への改善率は経過に伴
い増加傾向を認めたが、除菌前 stage3,4 は 2 に比して改善率は低かっ
た（p＜ 0.05）。【結語】胃X線検査ではHp除菌後、経過に伴うひだ
の太さの改善は比較的速やかであり、粘膜像の改善は緩徐であった。
Hp除菌は萎縮性変化が軽度なうちが好ましく、除菌後も定期的な経
過観察が必要である。

一
般
演
題　
講
演
抄
録

口
頭
発
表　
２
日
目　
8
月
31
日（
金
）

人間ドック　Vol.33　No.2　2018 年 201（313）



2-3-13
胃Ｘ線検査で慢性胃炎と診断された受検者に対するピロリ菌検
査推奨方法の検討
大阪医科大学　健康科学クリニック

○藤
ふじわら

原　祥
しょうこ

子　　八田　悦子　　大槻　安代　　景山　修二　
　青木　　彰　　福田　　彰　　後山　尚久
【目的】
胃Ｘ線検査で慢性胃炎と診断された受検者にピロリ菌検査を推奨する
ために、消化器がん検診学会から発表されたカテゴリー分類を利用し
た。当院ではピロリ菌除菌の有無を本人に確認のうえ、2016 年 7 月
19 日から胃X線検査の結果、ピロリ菌感染が現在あると思われた場
合、ピロリ菌検査を勧める文章を報告書の判定結果欄に載せるように
した。今回、その文章の効果を検討する目的で、慢性胃炎と診断され
た人で検診後ピロリ菌検査を当院で実施した例に対して、推奨文の掲
載前後で比較検討した。
【方法】
前期（2015 年 7 月 19 日から 2016 年 7 月 18 日）に慢性胃炎診断され
た例と後期（2016 年 7 月 19 日から 2017 年 7 月 18 日）にカテゴリー
２C（慢性胃炎）と診断された例を対象とした。カテゴリー2（経過観察）
を 2a：（未感染疑い）、2ｂ：慢性胃炎疑い（除菌済み）、2ｃ：慢性胃
炎（現感染疑い）に細分化した。各期の対象者のうち、検査後当院で
のピロリ菌検査の実施について前期と後期で比較検討した。統計学的
検討はχ２検定を用いた。
【結果】
当院でピロリ菌検査を受けたのは、前期は慢性胃炎と診断された 1348
例中 42 例（3.1％）であった。後期は慢性胃炎と診断された（2 ｃ）
756 例中 36 例（4.8％）であった。慢性胃炎と診断された例のうち当
院でピロリ菌検査を受けたのは、前期と後期を比較してｐ＝ 0.065 と
なり有意な差はなかった。
【結論】　
ピロリ菌感染があると考えられた場合に個別に報告書を通じてピロリ
菌検査を勧めることが有効と考え実施したものの、現在の方法では有
効ではないと考えられた。推奨文章を載せる方法（色、場所、デザイ
ンなど）の再検討や報告書以外の働きかけやピロリ菌感染の有無を
知っておくことの重要性についての解説など今後検討すべきと考えら
れた。

2-3-14
人間ドック受診者に対し内視鏡スクリーニング検査での H. ピロ
リ菌感染胃炎診断と除菌治療誘導への実際
池田病院　健康管理センター
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　　岡村　博文　　宮城　康子　　飯野　正敏
【はじめに】当院付属の健康管理センターでは年間約 3500 名の人間
ドック受診者のうちスクリーニング内視鏡検査受診者に対し、H. ピロ
リ菌（以下H.P）感染所見に着目した「胃炎の京都分類」を基礎とし
た診断を行っている。またレーザー光源経鼻内視鏡、新しい画像処理
機能 LCI（Linked Color Imaging）を H.P 感染胃炎の診断に積極的に
用いている。今回このH.P 感染胃炎診断より積極的なH.P 除菌誘導を
行っている実際を報告する。【目的・方法】2016 年 4 月から 6ヶ月間
の人間ドック受診者のうちH.P 感染確認検査を追加された方 450 名の
うち、H.P 感染陽性でかつ内視鏡検査時にH.P 感染疑いと診断し内視
鏡結果用紙に「H.P 感染胃炎、感染診断を勧める」という旨が記載さ
れていていた方、いわゆる “H.P 感染正診率 ”につき解析・検討を行っ
た。【結果】2016 年 4 月より 6ヶ月間の人間ドック受診者のうち、「胃
炎の京都分類」を熟知した内視鏡検査医が行った検査にてH.P 感染胃
炎と診断した受診者に対し、ドックの担当医から結果説明時にH.P 感
染検査を受診者に説明・推奨（陽性ならば除菌誘導）し、実際同日にH.P
感染確認検査（オプションでのH.P 血液抗体検査）を行った 450 症例
より、感染陽性の正診率は約 76％。所見上胃粘膜の萎縮高度にてH.P
陰性（胃がんリスク分類D群）と判断できる症例を除くと正診率は約
80％。またレーザー光源、LCI を使用することにより一見H.P 感染胃
炎と診断される症例も診断可能であったことからH.P 感染胃炎の診断
に有用と考えている。【結語】当院では、人間ドックの受診者に対し
内視鏡検査を通して、積極的にH.P 感染胃炎の知識の啓発、感染検査・
除菌への誘導を行っている。早期胃がんの発見のみならず、これら草
の根的な活動がH.P 感染胃炎からの胃がん死撲滅に役立つことと考え
ている。

2-3-15
40 才以上の受診者におけるピロリ菌と胃がん・胃がん検診に関
する意識調査
秋田赤十字病院　附属あきた健康管理センター
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【目的】秋田県の胃がん死亡率は極めて高く、男性では全国第一位と
なっている。近年ピロリ菌（HP）感染が胃がん発症に関与している
ことが明らかとなり、当センターでも 2011 年よりHP菌抗体検査（HP
検査）が導入された。一方、受診者のHPと胃がんの関係についての
理解度やHP検査結果や除菌治療がその後の胃がん検診に与える影響
の実態は不明である。今後HP検査をより正しく活用していくため今
回の調査を行った。【方法】2016 年 12 月 27 日～ 2017 年 1 月 25 日に
当センターで健診を受けた 40 才以上の受診者を対象に、（1）HP検査
歴の有無、（2）HP 検査結果、HP陽性例の除菌治療の有無、（3）HP
検査後、HP除菌治療後の胃がん検診に対する意識の変化、（4） HP 検
査歴の有無によるHPと胃がんについての理解度の相違についてアン
ケート調査を行った。結果はχ二乗検定を用いて統計学的に解析した。
【結果】（1）受診者の 33％が HP検査歴を有していた。（2）HP検査施
行者の61%が陽性と判定され、陽性者の90%が除菌治療を受けていた。
（3）HP検査後・除菌後、52%に「今後胃がん健診を受けようと強く思っ
た」という意識の変化が認められ、特にHP陽性者で高率（63%）であっ
た（p=0.0014）。（4）HP検査歴ありの群では 87%が HPが胃がんのリ
スクであることを理解しており、検査歴なしの群（66%）に比べ高率
であった（p＜ 0.0001）。HPと胃がんについて全く分からないと答え
た割合は、HP検査歴ありの群は 18%で、検査歴なしの群（34%）に
比べ低率であった（p=0.0022）。除菌後も胃がんのリスクがあること
を理解していた受診者は 19%と低率であった。【結論】今回の調査結
果より、受診者にHPが胃がんのリスク因子であること、除菌後の胃
がん検診の必要性など正しい知識の啓蒙が必要と考えられた。

2-3-16
H.Pylori 感染胃粘膜画像診断から１年人間ドック受診者のピロ
リ菌検査と除菌　意識度調査
茨城県済生会　水戸済生会総合病院　健診センター
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　市川　飛翼　　飯田　綾香
【目的】当センターでは平成 28 年度より背景胃粘膜診断を開始した。
胃X線検査結果表に、ピロリ菌感染の有無が記載されたこと、またピ
ロリ菌除菌に対して受診者はどう思っているのか、今後の当施設の胃
X線検査の在り方について検討するためアンケート調査を行ったので
報告する。【方法】平成 28 年度に、当センター胃X線検査を受診され、
結果表にピロリ菌感染疑い、または除菌後と記載された受診者を対象
に、６項目のアンケートを口頭にて実施した。「ヘリコパクターピロ
リ菌を知っていますか」「結果通知に、ピロリ除菌後またはピロリ菌
感染疑いと記載されたことをご存知ですか」「ピロリ菌の検査を行っ
たことはありますか」「除菌は成功しましたか」「除菌したいと思いま
すか」「除菌が保険適応なのはご存知ですか」【結果】ピロリ菌につい
ては知っている人が殆どであったが、胃がんになる程度だけわかって
いる人が多数であった。ピロリ菌検査に関しては胃カメラ時におこな
い、その流れで除菌した例が多かった。昨年、背景胃粘膜診断ピロリ
菌感染疑いの方で、外来受診後、除菌した例は約 16％であった。除菌
治療が保険適応である事に関しては、約半数が知っていたが殆どが除
菌後の方であり、除菌に対して興味がない受診者は知らない人が多数
であった。結果表に、背景胃粘膜評価（ピロリ菌感染の有無）が記載
されたことについては、告知、説明不足のためか見ていない受診者が
多かった。【結論】今回のアンケート調査結果より、背景胃粘膜診断
開始の告知、説明不足のためピロリ菌有無の結果を見ていない受診者
が多数であった事がはっきりした。この事実を重く受け止め、今後は、
ピロリ菌感染資料の添付だけでなく医師協力のもと、ドック面談時に
ピロリ菌の除菌治療は保険適用である事と、ピロリ菌検査や除菌治療
を積極的に働きかるように改善し、受診者のサービス向上に努めてい
きたい。
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2-3-17
改訂 F スケールを用いた H.pylori 除菌前後の症状変化の検討
聖隷沼津健康診断センター1

沼津市立病院健康管理課2

○藤
ふじわら

原菜
な み こ

美子 1　　高木　順子 1　　花畑　弥生 1　　前田　貞則 1　
　須床　和恵 1　　芹澤　洋輔 1　　菊池　保治 2

【目的】H. pylori 菌除治療をした人を対象に、除菌治療前後での症状
の変化を検討することである。
【対象と方法】当センターのピロリ除菌外来にて 2013 年 4 月 1 日から
2016年6月1日に1次除菌に成功した270例対象とした。男性が161名、
女性が 109 名、平均年齢は 56 歳だった。
改訂 Fスケールを用い、処方時と効果判定時に GERD症状、ディス
ペプシア症状、合計点数の 3 項目で評価し、合計点数が 8 点以上、
GERD症状、ディスペプシア症状は 4点以上をそれぞれ有症状とした。
治療前後で症状が無症状から有症状に変化したものを増悪、有症状か
ら無症状に変化を改善とした。
年齢、性別、ΒΜΙ、胃粘膜萎縮、食道粘膜障害について症状と関連
性を検討した。
統計学的検討はχ 2 検定で行い、危険率 5％未満を有意差ありとした。
【結果】治療前に有症状であった 270 名中、GERD症状、ディスペプ
シア症状、合計点数でそれぞれ 64 名、108 名、82 名であった。症状
の変化では、GERD症状、ディスペプシア症状、合計点数で増悪例が
それぞれ6名、15名、9名、改善例がそれぞれ35名、53名、41名であった。
増悪例は少なく、治療前に有症状であっても約半数が改善していた。
増悪因子は、いずれも明確なものは認められなかった。改善因子は、
GERD症状では食道粘膜障害なしが（p=0.0347）、ディスペプシア症
状では高年齢が（p=0.0152）、因子として抽出された。　
【考察】今回の研究では、除菌治療による増悪例は少数であり、治療
前に症状があっても約半数は改善していた。増悪に関する明確な因子
はなく、原則として除菌治療を勧め、特に症状がある例では積極的に
治療するべきと考えられた。一方、若年者、食道粘膜障害を認める例
では改善しないこともあり、注意が必要と考えられた。
今後は、今回の研究で得られた知識を活用し受診者のニーズにあった
声かけを積極的に行っていきたい。
【結論】症状の有無にかかわらず、H. pylori 除菌治療は勧めていいと
考えられた。

2-3-18
ピロリ菌検査勧奨を契機に発見された若年者早期胃癌の 1 例
宮崎県済生会　日向病院

○東
ひがしやま

山　泰
たいせい

成　　迫田　　敏　　中平　孝明　　林　　克裕
【はじめに】30 歳未満の若年者の胃癌罹患率は 0.5-2% 前後と非常にま
れであり、癌検診の対象とはされていない。そのため症状が出現して
から発見される若年者の胃癌症例は、進行が早く予後不良であるとい
われている。今回我々は、職場の定期健康診断の際に勧奨したピロリ
菌検査を契機に発見された若年者早期胃癌を経験したので報告する。
【症例】22 歳男性。会社員（食品製造業）。2017 年 4 月に当院で定期
健康診断を受診。自覚症状や血液検査に特筆すべき異常なし。胃X線
検査では萎縮性胃炎の所見を認めたが、要精密検査とすべき所見は認
めなかった。家族歴で祖父が胃癌だったこともあり、ピロリ菌の検査
を勧奨したところ、ピロリ菌の感染検査目的に当院診療科を後日受診
した。上部消化管内視鏡検査において胃体上部小弯後壁に陥凹性病変
を認め、生検結果は印環細胞癌であった。予想進達度はMであり外
科的に根治手術を実施された。術後診断は胃体部癌 , p-（UM, Less-
Post, 0-IIc, 15 × 10 mm, T1a, N0, P0, H0, Stage IA）であった。【考察】
1） 勤務先の社長の考えで、年齢を問わず全社員に胃癌検診を受診さ
せていること。2）ピロリ菌感染の検査勧奨への理解が得られたこと。
3）胃癌の家族歴があったこともあり、家族の理解もあってピロリ菌
感染の検査に前向きに取り組んだこと。本症例はこれら複数の因子が
重なって偶然発見できた症例と思われる。ピロリ菌感染が疑われる受
診者、とくに胃疾患家族歴を有する受診者において、胃内視鏡検査を
積極的に勧奨する必要性があると痛感させられた症例であった。

2-3-19
当院人間ドックにおける HCV 抗体陽性例の検討
JA北海道厚生連札幌厚生病院　健康管理科1

JA北海道厚生連札幌厚生病院　肝臓内科2
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あかいけ

池　　淳
じゅん

1　　西園　雅代 1　　小川　秀久 1　　平塚　正幸 1　
　今村　哲理 1　　髭　　修平 2

【目的】C型肝炎ウイルス（HCV）の感染者は日本国内に 150 ～ 200
万人存在すると推定されている。今回我々は 2015 年度における当院
人間ドック受診者の中からHCV抗体検査受検者を抽出し、HCV抗体
陽性率を算出した。また、HCV抗体陽性者における肝疾患の状況を
可能な範囲で調査し、ドックからのHCV症例新規拾い上げについて
検討を行った。【方法】2015 年 4 月 1 日から 2016 年 3 月 31 日までに
札幌厚生病院における健康診断（人間ドック）を受診した 22,915 人
の中でHCV抗体検査を受けた 10,366 人について検討を行った。HCV
抗体測定はアーキテクト・HCVを使用し、1.0S/CO 以上を陽性と判
定した。【結果】10,366 人のうちHCV抗体陽性者は 101 人で抗体陽性
率は 0.97% であった。そのうち当院ドックでHCV抗体検査を初めて
受けた方は 1,246 人で、抗体陽性者は 16 人（抗体陽性率 1.28%）であっ
た。抗体陽性者 101 人の内訳は、抗体価低値（S/CO ＜ 5）の症例は
全体の約半数を占める 49 名であり、その大部分は既感染と考えられ、
当院でHCV RNA陰性が確認されたのは25名、当院治療でSVRになっ
たと考えられるのが 1名であった。抗体価が 5S/CO 以上の症例は残
り 52 名であり、当院通院中は 30 名でうち SVR症例は 26 例であった。
当院での治療歴がない 22 名のうち、当院でHCV RNA陰性が確認で
きたのが 3名、残りは他院通院治療中もしくは SVR後と思われるの
が 16 例、詳細不明が 3例であった。【考察】当院ドック受診HCV抗
体陽性者のうち約半数はHCV RNA陰性の既感染と考えられる抗体価
が低値の症例であった。現感染が考えられる症例も一定程度みられる
が、大部分が当院もしくは他院通院治療中であり、医療機関に全く受
診していない方はごくわずかと考えられた。【結語】定期的に健診を
うけている受診者層の中で医療機関に通院していないHCV抗体陽性
現感染者はごくわずかであり、新規患者拾い上げのためには過去に検
査を受けていない受診者への積極的な勧奨も必要と考えられた。

2-3-20
当健診センターにおける HBs 抗原測定の陽性率ならびに陽性的
中率の調査
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

○山
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下　計
け い た

太　　谷仲　一郎　　増澤　浩一　　渡部　充恵　
　長峯　正流　　中村　浩司　　平沼　ゆり　　小田倉　章　
　内藤　隆志
【背景・目的】HBs 抗原測定系は、免疫抑制剤や化学療法による無症
候性キャリアや既往感染者と考えられていた患者からのHBV再活性
化（de novo 肝炎）の問題から、高感度化が進んでいる。しかしながら、
一方で、高感度化は、非特異反応による偽陽性の発生・増加の要因に
もなっている。そこで我々は、大規模な健診受診群での偽陽性の頻度
を明らかにするため、陽性率と陽性的中率を調査した。【対象】2017
年 8 月 -2 月の当健診センターでHBs 抗原検査を実施した 14553 名（男
性 7374 名； 55 歳（± 11）、女性 7179 名；54 歳（± 11）　平均年齢（±
SD））【方法】　測定は Cobas8000（ECLIA 法）と HBs 抗原検出用試
薬 エクルーシスHBsAg2（ロシュ・ダイアグノスティックス）を用い
た。偽陽性判定は、 1）感染の既往・治療を認めない 2）精査でHBV-
DNA、抗HBc 抗体が陰性かつ他法の高感度HBs 抗原定量がCutoff 以
下の全てを満たすもの、を偽陽性とした。【結果】　HBs 抗原検査の陽
性受診者は 79 名（陽性率 0.54％）であった。そのうち既往・治療中
の受診者は 70 名、偽陽性は 9名であり陽性的中率は 89 % （70/79）で
あった。低力価群（C.O.I 1.0-5.0）では陽性的中率は44%（7/16）であった。
【考察】　HBs 抗原検査の陽性率は、初回献血者を対象とした母集団の
先行文献と同等であった。また陽性低力価（C.O.I：1.0-5.0）は 44％と
低い特異度であった。この結果から、当健診センターでは、前回値や
他法のHBs 抗原検査で乖離した検体や陽性低力価の検体に対しては、
HBV-DNA、抗 HBc 抗体、高感度HBs 抗原定量の追加検査の結果を
みてから判定・報告することにした。発表時にはさらなる蓄積データ
と詳細対応について報告する。
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2-3-21
非アルコール性脂肪性肝疾患 / 非アルコール性脂肪肝炎関連危
険諸因子に関する健診結果からの横断的・縦断的検討
（一社）新潟縣健康管理協会
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の ぐ ち

口　文
あ や か

佳　　小林　信子　　土屋　則子　　山本　　晃　
　清水不二雄　　加藤　俊幸　　村山　　実
【目的】非アルコール性脂肪性肝疾患（NAFLD）/ 非アルコール性脂
肪肝炎（NASH）への危険諸因子の関連度合について健診結果から詳
細に検討することによりNAFLD/NASH の診断から、肝硬変、肝癌
への進行予知に資することを目的とする。
【 方 法 】 関 連 因 子 と し て 性 別、 年 齢、BMI,AST,ALT, γ‐
GT,ALP,ChE、血小板、腹部超音波所見、TG ,HDL-C,LDL-C,HbA1c,
収縮期血圧を検討対象とし、線維化指標として FIB4 値を算定した。
NAFLD/NASHと上記諸因子との関連につき 2006-2017 年の当協会人
間ドック受診者から重複受診分とデータ欠如例を除外した30194名（男
性 17792 名、女性 12402 名）を対象として Logistic 回帰分析により横
断的に、また 2006、2017 両年受診者につき 2006 年時脂肪肝症例を除
いた 3574 名（男性 2104 名、女性 1470 名）を対象として Cox 回帰分
析により縦断的に各々解析した。また当協会問診票記載飲酒量からエ
タノール換算で男性 30g、女性 20g 未満 /日で脂肪肝と診断された症
例をNAFLDとし、うちFIB4 高値（2.67 以上）をNASH疑いとした。
解析ソフトとして IBM SPSS（Ver.22）を用いた。
【結果と考察】両解析において NAFLD への有意な危険因子は男
女を問わず BMI,ALT,TG ,HDL-C,LDL-C であり代表例として女性
BMI,ALTにおけるオッズ比（95％信頼区間）は各々 6.01（5.17-6.99）、
7.88（5.87-10.59）であり、女性BMI のハザード比（95％信頼区間）は 3.00
（2.18-4.13）であった。横断的にはHbA1c や収縮期血圧に加えて新し
く ChE のオッズ比が男女各々 1.84,1.62 となり有意な危険因子である
事が疑われた。またNAFLD例で NASH疑いの FIB4 高値 への有意
な寄与因子としてγ -GT が男女とも各々 3.12（1.03-9.47）,8.33（2.76-
25.10）と高いオッズ比を示した。これら新旧因子の関連度合をスコア
化することによりNASH精検勧奨に向けた有益な情報提供が期待さ
れる。
【結論】健診結果からNASH進展阻止のために待ち望まれるスコアリ
ングシステム開発への可能性が示唆された。

2-3-22
健診における肝臓での超音波減衰率の検討
大阪市立大学大学院医学研究科　先端予防医療学

○森
もりかわ

川　浩
ひろやす

安　　福本　真也　　木村　達郎　　中野　朱美　
　大谷　恒史　　森崎　珠実　　上村　理沙　　河田　則文
【背景】脂肪肝は、非アルコール性脂肪性肝疾患として、さらに心血
管イベントのリスク因子として近年注目されている。脂肪肝の診断
は健診では主に超音波検査でなされているが、定量化はできていな
い。脂肪肝の超音波所見の特徴として超音波減衰が挙げられ、最近の
超音波技術の進歩により、超音波の減衰率が表示可能な機器が開発さ
れている。今回、2種類の機器にて、肝臓での超音波減衰率を検討し
た。【方法】当施設にて、2018 年 2 月 1 日～ 3 月 31 日までの 2 ヶ月
間に、FibroScan502（エコセンス社）測定の Controlled Attenuation 
Parameter （CAP）とARIETTA E70（日立）測定のAttenuation（ATT）
を同日施行した健診受診者 117 例（男女比：78/39 例、平均年齢 54
歳、Body mass index: BMI 23.1 ± 3.9）を対象とした。両機種の測定
方法、検査成功判断は既報どおりに行った。【結果】（1）両機種の相
関は、r=0.24（p ＜ 0.05）と低い相関であった。（2）通常腹部超音波
にて診断した脂肪肝の程度による分類（脂肪肝なし、軽度、中～高
度）では、CAP値（dB/m）215.4 ± 37.8、252.5 ± 33.0、275.7 ± 45.3
で あ り、ATT 値（dB/cm/MHz）0.58 ± 0.08、0.58 ± 0.11、0.65 ±
0.09（CAP、ATT：p ＜ 0.01、Kruskal-Wallis）であった。（3）他の
健診データとの相関では、CAPにおいて、腹囲：r=0.669、内臓脂肪
面積：r=0.632、BMI：r=0.618、中性脂肪：r=0.509（各 p ＜ 0.01）と
良い相関を認めた。ATTにおいては、内臓脂肪面積：r=0.429、腹囲：
r=0.362、頚動脈中膜内膜複合体：r=0.356（各 p ＜ 0.01）と総じて低
い相関であった。【考察】通常超音波検査の脂肪肝の程度により、減
衰率は上昇した。両機種間には良い相関関係は認めず、測定技法の違
いによる減衰率の特性を検討していく必要性が示唆された。（倫理委
員会番号 3563）

2-3-23
人間ドック腹部超音波検査において発見された肝細胞腺腫の一
例
医療法人　厚生堂　長崎病院ヘルスケアセンター1

国家公務員共済組合連合会　広島記念病院2
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仁 1　　松本　康子 1　　原　　　均 1　　長崎孝太郎 1　
　橋本　泰司 2　　阿座上隆広 2

【はじめに】肝臓の良性の上皮性腫瘍である肝細胞腺腫は、まれな疾
患である。また、非上皮性腫瘍の肝血管腫や悪性の肝細胞癌、肝内胆
管癌などとの鑑別が問題になることもある。人間ドックの腹部超音波
検査、腹部造影 CT検査で肝血管腫疑いと診断され、1年後病変の大
きさが約 2倍に増大し発見された、肝細胞腺腫の一例を経験したので
報告する。【症例】69 歳男性。6年前から当院人間ドック受診し、腹
部超音波検査を毎年行っていたが、3年前までは肝臓に腫瘤様の病変
は指摘されていなかった。【既往歴】関節リウマチにてメトトレキサー
ト、サラゾスルファピリジン内服中。【検査結果と経過】1年前の当院
人間ドック腹部超音波検査にて肝 S4 に径 25X16X12mmの辺縁に低
エコーを有する腫瘤みとめ、2次検査で腹部造影CTを行ったところ、
肝血管腫疑いの診断で1年後経過観察となった。1年後の当院人間ドッ
ク腹部超音波検査で、肝 S4 の病変の大きさが、径 48X45X45mmと
増大しており、悪性疾患も否定できないとのことで、精査加療目的で、
広島記念病院に紹介となった。紹介先にて、CT、MRI、PET-CT、肝
腫瘍生検行ったが、診断確定は得られず、胆管細胞癌や粘液産生性腫
瘍の可能性も考え手術となった。術後、病理診断の結果、肝細胞腺腫
と診断された。【考察】肝細胞腺腫は、まれな腫瘍で欧米では、大半
が経口避妊薬を服用する若い女性に発症するといわれているが、本邦
例では、亜型によって好発年齢に差があり、炎症型亜型は中高年者に
みられる。自然破裂により腹腔内出血を生じたり、悪性化も報告され
ているので、有症状・増大傾向があれば肝切除が必要である。今回、
1年前に肝血管腫が疑われるという診断であったが、1年後の人間ドッ
ク腹部超音波検査による病変の増大によって、今回の疾患が診断され
ており、画像上悪性の可能性が低くても、1年に 1回の人間ドック腹
部超音波検査による経過観察の重要性を強く感じた。

2-3-24
腹部超音波検査 25 枚撮り標準化への試み
医療法人社団　せいおう会　鶯谷健診センター1

日本大学医学部消化器肝臓内科2

東京大学医学部付属病院3

○片
かたやま

山　和
か ず や

弥 1　　松本　直樹 2　　小川　眞広 2　　五ノ井　渉 3　
　植松　彩子 1　　高橋　理香 1　　平野　好絵 1　　村松　和美 1

目的：腹部超音波判定マニュアルには記録方法は16枚以上と記載され、
具体例が掲示されている。当センターでは判定マニュアルの 16 枚＋
追加記録により腹部超音波検査を実施しており、今回新たに膵臓と肝
臓をより重視した 25 枚記録方法を試み、腹部超音波の検査と読影の
標準化が図れるかを調査した。方法：検査に関しては、前年同一対象
者における 3名の技師による変更前と 1～ 3ヵ月後の腹部超音波検査
に要する時間を調査。また読影に関しては変更前と 3ヵ月後の記録画
像を 6名の読影医師の読影に要する時間を調査した。結果：変更後 1
～ 2 カ月後には検査時間の有意な延長が見られたが、3ヵ月後には変
更前と同等の検査時間に戻った。3ヵ月の期間で検査方法に 3名の技
師は順応した。また読影については、読影時間の軽度短縮がみられた
が、有意な増加や低下はなかった。記録方法の変更による読影時間へ
の影響は限定的であった。記録画像が増したことにより、より自信を
持って診断が出来る画像が得られるようになったため、疑いありの判
定数の減少が見られた。
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2-3-25
当院人間ドックにおける腹部超音波検査の成績について
一般財団法人　住友病院　診療技術部　超音波技術科1

一般財団法人　住友病院　健康管理センター2
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井　沙
さ あ や

綾 1　　田上　展子 1　　川端　　聡 1　　植田　洋子 1　
　金沢　直美 1　　津村　京子 1　　榎木雄美子 1　　仙崎菜々恵 1　
　藤本　　敬 2　　宮脇　昌美 2

【はじめに】当院人間ドック腹部超音波検査（以下US）結果の追跡調
査を行った。【対象と方法】対象は 2013 年 4 月～ 2017 年 12 月までの
当院人間ドックUS受診者延べ 45,143 人。方法はUS結果の追跡調査
を行い要精査率、精査受診率、悪性疾患発見率について検討した。【成
績】2013 年 4 月～ 2017 年 12 月までの要精査率 2.08％、精査受診率
69.9％、悪性疾患発見率0.08％であった。発見された悪性腫瘍は34例で、
肝細胞癌 1例、転移性肝癌が 3例、腎癌 7例、膵癌 10 例、胆嚢癌 1例、
悪性リンパ腫 1例、膀胱癌 3例、食道癌 2例、十二指腸癌 1例、卵巣
癌 1例、胃癌 2例、肺癌 1例であった。【考察】1985 年～ 1996 年まで
の発見悪性疾患と今回の結果を比較したところ、前者では 12 年間で
25 例の悪性疾患が発見されたのに対し、今回の検討では約 5年間で
34 例が発見されている。この背景には受診者の高齢化と検査装置、技
術の発展が考えられる。また、発見された悪性疾患の種別も肝細胞癌
が最も多かったのに対し今回は膵がんが最多を占めた。

2-3-26
腹部超音波検査の臍部横断走査による皮下脂肪厚測定とメタボ
リックシンドローム関連因子との関係
地方独立行政法人　新小山市民病院　予防医学センター
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かみやま

山　秋
あきひろ

広　　篠原　裕枝　　中野　真宏
【目的】臍部における皮下脂肪厚（以下 SFT と略す）は、腹部超音
波の際に容易に測定可能である。通常、剣状突起から臍までの腹壁
中心線上の縦走査で垂直測定を実施するが今回、腹囲測定位置と同
様に臍部位横走査の測定を試みた。SFT は、メタボリック関連因
子（以下メタボ関連因子と略す）や生活習慣病に関わるその他の因
子を予測する有効な方法か検討した。【方法】対象：2017 年 4 月～
2017 年 12 月までに人間ドックにおいて腹部超音波検査を施行した
1013 例（男性 612 例：平均年齢 57.1 ± 13.9 歳、女性 401 例：平均年
齢 57.3 ± 13.5 歳）使用機器：東芝Aplio400、血圧脈波装置オムロン
コーリン BP203RPE、内臓脂肪測定装置オムロンコーリンHDS-2000
（DUALSCAN）。臍部における SFT 厚の測定は、臍を中心に左右約
3cmを計測点とし、コンベックス探触子を垂直に横方向におき、呼気
に探触子が離れない程度に固定し測定を行った。【結果】SFT男性平
均値 10.9 ± 4.7mm、女性 10.2 ± 5.0mmだった。SFTとメタボ関連因
子の相関係数（ｒ）は、腹囲、TG、HDL-C、収縮期血圧、拡張期血
圧、血糖、生活習慣病に関わるその他の因子のBMI、内臓脂肪とやや
強い相関がみられた。CHE、UA、HbA1c 年齢、LDL-C において弱い
相関がみられた。PWVと TCは相関がみられなかった。【まとめ】腹
部超音波検査のスクリーニングで SFTは容易に観察される所見であ
る。メタボ関連因子との関係は腹囲、BMI、内臓脂肪面積と強い相関
を示し、HDL-C について弱い負の相関を示した。ＳＦＴ測定方法は、
腹囲測定同様位置での臍部位横走査による手法は、容易で精度の高い
方法でありメタボリックシンドローム及び生活習慣病を予測する指標
として有効な測定方法と示唆された。

2-3-27
腹部超音波検査の受診者満足度の向上を目指して　受診者アン
ケート調査
社会医療法人　中山会　宇都宮記念病院　総合健診センター
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絵　　久保田理子　　齋藤久美子　　鈴木　　淳　
　海野　　均
【はじめに】腹部超音波検査受診者の満足度を調査、現状を把握し、
改善・満足度の向上を図る。
【方法】H30 年 3 月 5 日～ 12 日（以下：1期）に人間ドックを受診し
た腹部超音波検査対象者 519 名にアンケート調査を行った。先のアン
ケート結果を分析、改善後H30 年 3 月 19 ～ 27 日（以下：2期）の同
対象者 516 名にアンケートを実施し、結果を評価した。アンケート内
容および評価については、検査室の環境・検査中の痛み・呼吸コント
ロール・検査の説明・ゼリーのふき取り・スタッフの対応の各項目に
ついて、とても良い・良い・あまり良くない・良くないの 4段階評価
を各 4～ 1 点、総合満足度として大変満足・満足・普通・やや不満・
不満の 5段階評価を 5～ 1点として点数化し調査した。
【結果】1期の総合満足度は平均 4.16 点であった。改善が必要な意見
として検査の説明が不十分、痛みがあるといった意見が一部あったた
め、検査前・観察時に観察する臓器を伝える、消化管のガスを避ける
ため圧迫する、痛みがある場合申し出ていただくことをお伝えするこ
とを周知徹底した。改善後の 2期の総合満足度は平均 4.12 点、p＞ 0.05
となり明らかな有意差はみられなかった。各項目についても環境・痛
み・ふき取りに関しては有意差なし、呼吸・説明・対応に有意差がみ
られたが、1期を下回る結果となった。
【考察】改善後の明らかな有意差はみられなかったが、1期・2期とも
に総合満足度の平均点は 4点以上となり、各項目も 3点以上であった。
そのため、1期からの大きな改善効果が出にくかったことが考えられ
る。また、改善にともない検査前の説明時間が増加し、1検査あたり
に要する時間が増えた。そのため、待ち時間が長くなり結果として受
診者満足度が低下した可能性が考えられる。
【結語】今後も現状の良い部分は活かしつつ、定期的にアンケート調
査を実施し、受診者の意見を参考に、より満足して検査を受けていた
だけるよう努めたい。

2-3-28
腹部超音波検査における精査受診後結果の報告と今後の課題
医療法人財団　新生会　大宮共立病院　総合健診プログラム
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【目的】当施設では、2014 年度に日本人間ドック学会・日本超音波医
学会と合同で作成された腹部超音波マニュアルをもとに結果を判定、
運用している。各臓器別の所見で受診結果にどのような傾向がみられ
たか分析し、今後の受診勧奨における課題を検討した。【対象と方法】
2016 年 4 月～ 2017 年 3 月に当施設を受診した人間ドック腹部超音波
検査対象者 13504 名（男性　8679 名、女性　4825 名）で精密検査となっ
た結果を臓器別に抽出した。受診勧奨は、当日の面接、紹介状の発行、
電話勧奨、3か月後のアンケートをおこなっている。【結果】有所見の
精密検査 306 例。内訳は、胆嚢 88 例、肝臓 75 例、膵臓 71 例、腎臓
43 例、脾臓 14 例、胆管 7例、その他 8例であった。精密検査受診率は、
全体で 47.7％、臓器別では、胆嚢 46.6％、肝臓 40.0％、膵臓 63.4％、
腎臓 39.5％、脾臓 42.9％、胆管 42.9％、その他 50.0％であった。精密
検査の受診結果、胆嚢では、胆嚢摘出 12 例。膵臓では、悪性腫瘍 2例、
IPMN　6例。腎臓では、腎臓癌4例、副腎褐色細胞腫1例であった。【考
察】膵臓所見に対する精密検査受診率が最も高い結果になった。精密
検査を受けた 45 例中 17 例に紹介状を発行、8例で悪性腫瘍、IPMN
がみつかった。受診者の膵臓に対する関心が高いため精密検査受診率
が上がり病変の発見につながったと考えられる。腎臓所見では、治療
が必要な病変が見つかっている反面、受診率が低い結果となり今後の
受診勧奨に更なる努力と工夫が必要と考える。【まとめ】今後も膵臓
病変を指摘し経過を追跡する必要性が重要と考える。他の臓器に対し
ても精密検査の重要性を理解していただけるように、なお一層の受診
勧奨を心がけ今後の受診率の向上に努めたい。
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2-4-01
当院健康管理センターにおけるメタボリックシンドローム症例
の検討～ 10 年間の変化を含めて～
広島赤十字・原爆病院　健診部
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　　松本　能里　　坂野　文香
【背景と目的】メタボリックシンドローム（以下MetS）は広く周知さ
れ、健診に用いられている。この度、当センターにおけるMetS の現
状分析と過去のデータとの比較検討を行った。【対象と方法】2016 年
の受診者のうち 10 年前にも受診歴のある男性を対象とし、2016 年の
腹囲等からMetS群・MetS予備群・MetSでも予備群でもない群に分け、
高血圧・脂質代謝異常・耐糖能異常等の合併項目や体重・BMI・臨床
検査データ等の 10 年間の変化、治療中または治療歴のある疾患の頻
度等について年代別（～ 49 歳、50 ～ 59 歳、60 ～ 69 歳、70 歳～）に
検討した。【結果とまとめ】対象者は 1423 名で、そのうちMetS と診
断されたのは 400 例（28.1%）、MetS 予備群は 249 例（17.5%）であった。
MetS の年齢別頻度は年代が上がるともに増加し、60 歳代で最多とな
り、70歳代ではやや減少した。MetS 予備群は 50歳代が最多であった。
体重・BMI・腹囲・体脂肪率・空腹時血糖・HbA1c・LDLコレステロール・
HDLコレステロール・中性脂肪・尿酸等の 10 年間の変化の検討では、
49 歳以下のMetS 群で体重・BMI・空腹時血糖・中性脂肪の増加が目
立った。MetS 群におけるその診断項目を満たす頻度の年代別検討で
は、49 歳以下では中性脂肪と空腹時血糖の頻度が高く、70 歳以上で
は収縮期血圧と空腹時血糖の頻度が高かった。治療中または治療歴の
ある疾患の頻度の検討では、高血圧症・糖尿病・脂質異常症・高尿酸
血症のほか、虚血性心疾患・脳梗塞のいずれにおいても、ほぼ年代が
上がるにつれてその頻度は高くなり、どの年代においてもMetS でも
予備群でもない群と比べてMetS 群でその頻度が高かった。脂肪肝の
頻度の検討では、いずれの年代においてもMetS でも予備群でもない
群と比べてMetS 群でその頻度が高かったが、70 歳以上では他の年代
と比べて頻度が低かった。MetS には年代間でプロフィールに差があ
り、各年代の特徴に応じた対策か必要と考えた。

2-4-02
X 線 CT による内臓脂肪面積評価と書面指導の動機付け効果の
検討
鈴鹿回生病院　放射線科1

鈴鹿回生病院　内科・健康管理センター2

鈴鹿中央総合病院　健診センターオリーブ3

四日市健診クリニック4

放送大学大学院5
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人 1,5　　田中　　公 2　　笠井　智佳 2　　千田　　豊 4　
　作野　功典 3　　鈴木　彦次 2　　田城　孝雄 5

【緒言】本研究は医療機関での掲示及び人間ドックのオプションで被
験者を募集し、希望者にX線 CT検査による内臓脂肪面積評価を実
施した。その中で内臓脂肪面積が 100cm2 を超過する被験者に医師に
よる運動と食事の生活習慣指導を書面にて実施し、6か月後の再検査
を同時に指示した後に症例を集計し、初回検査と 6か月後再検査の内
臓脂肪面積、腹囲、体重の変化を調査した。同時に再検査順守率の観
察も行った。被験者には検査 1回あたり 3000 円 +消費税の費用を徴
収した。【結果】被験者数は 232 名であった。その中で内臓脂肪面積
が 100cm2 を超過した例は 134 名（男女比 91：43）であった。再検査
を指示したが再検査に来なかった例は 121 名（男女比 77:44）、再検査
に応じた例は 13 名であった。再検査指示の順守率は 9.7％だった。再
検査に応じた 13 名の男女比は 7:6、平均年齢は 56.6 ± 11.0 歳、初回
検査時の平均内臓脂肪面積は 130.2 ± 29.4cm2、再検査時は 119.3 ±
31.4cm2、初回検査時の平均BMI は 26.6 ± 1.9、再検査時は 26.5 ± 2.1、
初回検査時の平均腹囲は 89.7 ± 5.7cm、再検査時は 89.9 ± 5.5cm だっ
た。対応のあるｔ検定で内臓脂肪面積のｐ値は0.06、BMIのｐ値は0.39、
腹囲のｐ値は 0.84 であった。初回検査時と再検査時において 5%水準
の有意差は認められなかったが、内臓脂肪面積が再検査時に 100cm2
を下回り内臓脂肪蓄積症解除に至った症例は 4名であった（内臓脂肪
蓄積症解除率 30.8％）。再検査に来るまでの平均観察期間 351.1 ± 86.2
日だった。【考察】　本研究では 57.6％（134 名）の被験者に内臓脂肪
蓄積症を認めた。それらの被験者には 6か月後の再検査を指示したが
そのうち 9.7％（13 名）のみが再検査の指示を順守し、90.3％（121 名）
の被験者は再検査に来なかった。再検査に来たとしても、指示した時
期より大幅に遅れて再検査に来た。以上の結果より、内臓脂肪面積測
定と医師の書面指導のみの動機づけの効果は限定的である。

2-4-03
CT 評価による肝脂肪量とメタボリックシンドロームの関連
医療法人渓仁会　渓仁会円山クリニック1

京都大学大学院　社会健康医学系　医療疫学分野2
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　大芦　研輔 1　　上坂由美子 1　　浅野　嘉一 1　　米谷美智子 1　
　浅地　亜衣 1　　山崎　　大 2

【目的】脂肪肝とメタボリックシンドロームの関連が報告されている
が、腹部エコーによる定性的な評価によるものがほとんどであり、肝
の脂肪量の上昇と共に、メタボリックシンドロームも増加するかどう
かについては知見が少ない。肝脂肪量とメタボリックシンドロームの
関連を明らかにすることを目的として、CT健診データを用いた横断
研究を行った。【方法】2008 年から 2009 年に当院で CT健診を受けた
1012人を対象とした。肝脂肪量の指標として肝臓のCT値を用いた（一
般的に肝脂肪量の増加とともに、肝 CT値が低下するとされている）。
肝右葉の前区域・後区域に 1cm2 の ROI（region of interest）を設定し、
その平均 CT値を肝脂肪量として評価した。メタボリックシンドロー
ムは、腹囲・血圧・空腹時血糖・中性脂肪・HDLコレステロールを基に、
Harmonized Criteria 2009 を用いて診断した。年齢・性別・BMI・運
動習慣・喫煙習慣・飲酒習慣をロジスティック回帰分析で調整し、肝
CT値 （肝脂肪量）とメタボリックシンドロームの関連を検討した。【結
果】メタボリックシンドロームの有病割合は、23.0% （233/1012）であっ
た。単変量解析にて、肝CT値が 10HU（HU：Hounsfield Unit）低下
する毎のメタボリックシンドロームのオッズ比（95%信頼区間）は、2.00 
（1.71-2.33）と有意であった（p＜ 0.001）。多変量解析でも、肝 CT値
の 10HU 低下毎に、メタボリックシンドロームは有意に増加してい
た（オッズ比 1.54 [1.28-1.84], p ＜ 0.001）。【結語】肝CT値 （肝脂肪量）
とメタボリックシンドロームは、有意に関連していた。肝脂肪量の上
昇と共に、メタボリックシンドロームが増加することが示唆された。

2-4-04
メタボリックシンドロームにおけるマルチプルリスクの検討：
判定各項目と肝・腎機能、尿酸代謝、動脈硬化リスクとの関係
せんだい総合健診クリニック1

東海大学医学部健康管理学2

東海大学医学部付属東京病院3

東海大学大学院医学研究科ライフケアセンター4

牧田総合病院健診センター5
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観子 1,2,3　　小田夏奈江 2,3,5　　山鹿　由莉 2,3　
　尾形　珠恵 2,3　　後田　奈々 2,3　　行松　伸成 2　
　山田　千積 2,3,4　　岸本　憲明 2,3,4　　西崎　泰弘 2,3,4

【目的】メタボリックシンドローム（MetS）は内臓肥満に高血圧、高
血糖、脂質代謝異常が組み合わされ動脈硬化性疾患を生じやすい状
態とされているが、その他の検査項目への影響は不明である。我々
は以前MetS 予備群においても肝機能や腎機能の悪化傾向が認められ
ることを報告した。本研究では、MetS 診断基準以外の検査項目が高
血圧、高血糖、脂質代謝異常とどのように関連しているのか検討する
ことを目的とした。【対象】東海大学付属東京病院で「抗加齢ドック」
を 2006 年～ 2015 年に初回受診した男性 448 人。【方法】Mets 判定基
準に沿って “ 高血圧 ”“ 高血糖 ”“ 脂質代謝異常 ” の該当項目により 1. 
MetS 非該当 , 2. 血圧 , 3. 血糖 , 4. 脂質 , 5. 血圧・血糖 , 6. 血圧・脂質 , 7. 
血糖・脂質 , 8. 血圧・血糖・脂質の 8群に分け、年齢、GOT、GPT、
γ -GT、UA、BUN、Cr、シスタチン C、総ホモシステイン、高感度
CRP、アディポネクチン、PWV、ABI について分散分析を行い、有
意であった場合、さらに多重比較により群間比較した（IBM社 SPSS 
Statistics22、有意水準 0.05）。【結果】分散分析の結果、GOT、GPT、
γ -GT、UA、シスタチン C、総ホモシステイン、アディポネクチン、
PWVについて、Mets 該当項目との間に有意差を認めた。多重比較の
結果、非該当と比較して、肝機能は脂質が含まれる場合に高値を示す
傾向があり、UAは血圧のみの場合、シスタチン Cは血圧・血糖・脂
質全てに該当する場合、PWVは血圧・血糖に該当する場合に高値を
示した。アディポネクチンは該当項目が多い場合に低値を示した。【ま
とめ】今回検討したいずれの項目も、MetS 該当項目が増える程、検
査値が悪化する傾向にあった。一方、検査項目により相関の程度に特
徴的な差が見られた。MetS 健診では、判定項目だけに注目するので
はなく、腎機能や肝機能など判定項目外の臓器機能の悪化にも着目し、
指導につなげる必要性が示された。
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2-4-05
人間ドック経年受診者における生活習慣病関連項目の異常数の
推移の検討
公益財団法人　日本生命済生会　ニッセイ予防医学センター
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　　佐藤　彩織　　眞弓　周子　　泉　由紀子　
　大山摩佐子　　住谷　　哲　　藤岡　滋典　　佐藤　文三　
　中村　秀次
【目的】　人間ドック受診により、疾患の早期発見はもとより、生活習
慣病に対して早期からの生活習慣の指導や治療介入によって改善をも
たらすことが期待される。今回我々の施設において継続的に人間ドッ
クを受診することにより生活習慣病関連の検査結果の改善がもたらさ
れているかを検証した。
【方法】　平成 23 年 1 月から平成 27 年 12 月までの期間において当施
設において毎年 1回合計 5回継続して人間ドックを受診した 3017 人
（男性 1704 人、女性 1313 人、受診時年齢（23 歳～ 83 歳）を対象とし
た。検討対象項目として、身体測定（体重、BMI、腹囲）、脂質（TG、
LDL コレステロール）、糖代謝（空腹時血糖、HbA1c）、尿酸、肝機
能（AST、ALT、LDH、総ビリルビン、γ -GTP）の 5項目で C判定
もしくはD判定数の合計の推移を検討した。
【結果】　初回のドック受診時にC,D 判定数がない、もしくは 1個のみ
の受診者においては以後の低下は認めなかったが、2個以上の受診者
においては以後のドック受診において継続的にC,D 判定数の有意な低
下を認めた。C,D 判定数の違いによらず、また各年齢層においても同
様の結果を認めた。
【考察】　本施設において毎年人間ドック受診を行うというバイアスの
かかった集団であるものの、おもに生活習慣病関連の指標が人間ドッ
クを経年受診することによって経年的に改善することが確認できた。
受診者の行動変容によるものか、治療介入によるものかの評価が必要
であるが、人間ドック受診の有用性が示された。

2-4-06
高齢者の肥満−当センター受診者の検査結果からの考察
船員保険健康管理センター
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　　高木　重人　　梅津　雅夫　　原田　弘秋　
　庄田　昌隆　　山中　功一
【目的】高齢者の肥満には若年者とは異なる特性が予想されたため詳
細を検討した。【対象】2014 年度の 35 歳以上の人間ドック受診者男性
6309 人、女性 4085 人、及び内臓脂肪測定検査受検者男性 276 人、女
性 167 人を対象とした。【方法】男女別、年齢階級別に BMI、体脂肪
率、腹囲、内臓脂肪蓄積の加齢による変化を検討した。内臓脂肪測定
にはオムロンHDS2000 DUALSCANを用いた。【結果】BMI：男性は
25 以上該当者が減少し、18.5 未満該当者は増加した。女性は 30 以上
該当者が減少したが、他はとくに大きな変化がなかった。体脂肪率：
男性は 25%以上該当者が減少し、女性は 30%以上該当者が増加した。
腹囲：男性は 85cm以上該当者が減少し、女性は 90cm 以上該当者が
増加した。内臓脂肪面積：100 平方 cm以上該当者は男性では 55-64 歳、
女性では 45-54 歳をピークに減少した。この群におけるBMI は男性で
は 30 以上該当者が減少し、25 未満該当者が増加したが、女性では一
貫して 25 以上該当者のみだった。同群における体脂肪率は男性では
25% 以上該当者が減少したが、女性は一貫して 30% 以上該当者のみ
だった。【考察】男性は加齢とともに BMI が低下したが、女性は大き
な変化がなく、体脂肪率と腹囲は男性では減少、女性では増加したこ
とから、男女間に加齢による体組成変化の相違を認める。内臓脂肪蓄
積は、男性では加齢によりBMI、体脂肪率が低下しても存在し、女性
では一貫して体脂肪率が高い者に限定していることから、内臓脂肪蓄
積の成因にも男女間に加齢による相違を認める。【結語】加齢による
体組成変化が起こると考えられるため高齢者には若年者・壮年者とは
異なった食事・運動指導をふまえた保健指導サービスの充実が必要で
ある。

2-4-07
特定健診制度から表出された「非肥満者（隠れメタボ）」の実態
−危険因子保有率の特徴と推移−
亀田メディカルセンター幕張1

山形県立保健医療大学2
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【背景】「高齢者の医療の確保に関する法律」に基づき、医療費の増大
に歯止めをかける目的で 2008 年にスタートした特定健診・特定保健
指導は第 3期 11 年目にある。肥満対策に焦点にあてた制度であるが、
非肥満でも疾患リスクを持つ「隠れメタボ」も存在している。

【目的】腹囲と BMI を基準とし、「非肥満」群を喫煙状況も含めた動
脈硬化疾患危険因子（リスク）保有率を明らかにし、制度の焦点であ
る「肥満」群と対比させる。「隠れメタボ」* も含めた詳細の経年変化
を把握し、評価のための基礎資料を得る。*「非肥満」でリスク 2個以
上保有者。

【対象および方法】2008 年 4 月～ 2017 年 3 月まで 9 年間述べ人員
144,372 人（男 85,280 名、女 59,092 名歳）を対象、「非肥満」群、「肥満」
群別に動脈硬化疾患危険因子（血糖、脂質、血圧、喫煙）、服薬状況
を算出する。

【結果 2016 年：年次推移は会場で報告】1. 「非肥満」群 /「肥満」
群性別分析 1）リスク保有率（％）男性：血糖 *11.9/16.3、脂質
*27.4/32.9、血圧 35.0/34.4、喫煙 *25.7/16.4。女性：血糖 *10.0/15.4、脂
質 31.7/33.7、血圧 46.9/45.8、喫煙 *11.4/5.2。2）リスク保有個数 [ 喫
煙を含む ]（％）男性 *：4 個 0.6/3.0、3 個 4.7/16.1、2 個 16.8/31.0、1
個 37.7/32.1、0 個 40.2/17.9。女性 *：4 個 0.1/0.2、3 個 1.3/10.1、2 個
7.3/26.4、1 個 25.0/37.1、0 個 66.3/26.1。3）「隠れメタボ」率 *「非肥満」
群のうち男性 14.9％、女性 7.6％。4）「隠れメタボ」服薬率 *：服薬者、
男性 48.0％、女性 38.6％。*p ＜ 0.0001

【考察】1. リスク保有率は「肥満」群の方が多いが、「非肥満」群にも
血糖、脂質、血圧リスク保有者は毎年ほぼ一定率で出現している。2. 喫
煙は大きな健康リスク。強く禁煙指導実施を提言したい 3.「隠れメタ
ボ」は男 15％、女 8％表出される。肥満群と同じ保健指導的関わりが
必要。4. 特定健診制度の “ 保健指導 ” は、喫煙リスクも含めたリスク
保有個数の多い順に優先して実施することを提言したい。

2-4-08
就寝 2 時間以内の食事摂取にみられる生活習慣の背景に関する
検討
社会福祉法人同愛記念病院財団　同愛記念病院　健診センター1

川崎医科大学　公衆衛生学2
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【目的】就寝2時間以内に食事を摂取する人の特徴的な生活習慣と肥満、
脂肪肝との関連性を検討した。
【方法】2008 年 4 月より 2018 年 3 月末までに当院の人間ドックにて腹
部超音波検査を受検された 11526 名を対象とした。検討項目は週 3回
以上の就寝 2時間前の夕食摂取の有無と性・年齢階級別、BMI、肥満
（BMI25 以上を肥満とする）、腹囲、脂肪肝（腹部超音波検査結果）、
その他の特定健康診査問診項目、血液検査（HDL-C、TG、LDL-C、
血糖値）、血圧との関連性について相関関係を検討した。なお本研究
では B型肝炎（キャリアを含む）、C型肝炎などのウイルス性肝炎の
罹患歴のある症例は除外した。また統計解析には IBM SPSS Statistics 
25 を用いて解析した。
【成績】女性 5552 名中、　就寝 2時間以内の食事を摂る女性 1431 名、
就寝 2時間以内の食事を摂らない女性は 4121 名であった。男性では
5974 中、就寝 2時間以内の食事を摂る男性は 2223 名で、摂らない男
性は 3751 名であった。男女ともに就寝 2時間以内の食事を摂る人は
摂らない人に比べて低年齢、腹囲太く、BMI や TGは高値、HDL や
LDL、血圧は低値となった。血糖値は女性では高値、男性では低値
であった。就寝 2時間以内の食事との相関関係は性別（男性）、肥満、
脂肪肝、腹囲、20 歳時の体重から 10 キロ以上の体重増加、1回 30 分・
週 2日以上 1年以上実施の運動習慣、1日 1時間以上実施の身体活動、
食べる速度、週 3回以上の夕食後の間食、週 3回以上の朝食の欠食、
飲酒習慣、喫煙習慣、十分な睡眠・休養、TG、血糖値は正の相関が
みられ、年齢、HDL、LDL、収縮期血圧は負の相関が認められた。
【結論】就寝 2時間以内の食事を摂る人の特徴は若い世代の男性に多
くみられ、禁煙や食生活改善、運動習慣などの早期介入により、体重
のコントロールや基礎代謝を上げ、健康の保持増進が期待できると考
える。
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2-4-09
健診カルテの電子化による業務の効率化と受診者サービスの向上
岡山済生会昭和町健康管理センター　健診保健部

○岡
おかもと

本　貴
た か こ

子　　田淵　正登　　中山　通代　　藤井　久美　
　友野　一美　　吉形　香織
【目的】受診者の健診結果の変化や健診結果説明の業務効率化とデー
タの長期保存や受診者サービス向上を目的として、健診結果（画像含
む）データ、家族・既往歴、現症、治療状況等をすべて電子化した。
また、エスコート機能や時間差予約などで待ち時間短縮などの受診者
サービス向上を図り、新システム導入前後の受診者アンケート結果に
ついて報告する。【方法】システム更新を契機に予約（日時）、OCR
問診票、受付、OCR データ取り込み、計測自動取り込み、問診画面
入力、採血、画像撮影、診察結果説明、保健指導などすべての流れの
中で、システム端末を設置し、計測データの自動取り込みや健診結果
データの画面入力を行う。受診者は基本票（バーコード付）のみを
持ち各ブースを移動する。また、検査漏れや検査待ち時間短縮のため
エスコートシステムを導入している。【結果・考察】受診者に事前に
記載してもらう問診用OCR用紙は 3枚に減らし、さらに既往歴など
変更のない項目については過去のデータをOCR用紙に事前に転記し
た。問診はOCR問診データ確認しながら、服薬や治療状況の現症状
を入力する。検体検査結果は 30 分以内に自動的にシステムに送信さ
れ、診察時に同時に結果説明を行う。一方、画像データ（胸部・胃部
X線・腹部エコー、乳腺エコー、頸動脈エコー、眼底写真）の異常所
見は診察時にモニター上で説明を行う。検査結果により精密検査、お
よび早急な治療が必要な受診者に対しては、診察時に医療機関への紹
介状を発行する。すべての健診工程でバーコード運用による検査漏れ
防止や受診者情報の一元管理できるようになった。サービス向上では
受付前の待ち時間短縮や検査時間も大幅に短縮された。以上のように
健診データの電子化でリアルタイムに情報が伝達されるため、結果説
明や結果報告書発送までがスムーズとなった。受診者のデータが長期
保存されることにより健診の質向上が図られた。

2-4-10
日医健診標準フォーマット・画像所見標準コード名称の妥当性
について−検診画像読影サービス施設での 27 万件の読影結果
の検討−
イリモトメディカル

○煎
いりもと

本　正
まさひろ

博　　煎本　雄一　　白井　明子　　遠山　祐樹　
　室屋　良孝　　堀江　徹彦　　坂田めぐみ　　鈴木　孝夫
【背景】　本邦ではがん検診は普及しており、受診率も向上してきてい
る。しかし、その実施機関はさまざまで、乳がん検診を除き、結果を
報告する用語も不統一である。日本医師会は国民の生涯を通じた健康
情報の一元管理をめざして、健診実施機関等が有する健診データ仕様
の標準化を図ることを目的として、健診標準フォーマットの策定する
こととし、2017 年 12 月その第一版が公表された。そのうち “ 画像所
見標準コード名称 ”は全国 90施設から提供された所見等の名称を集約
し、標準用語を定義したものである。しかしながら、このコード名称
の使用についてはまだ研究が不足している。【目的】　健診標準フォー
マットは実際の検診現場で使用できるか、また語彙は適切であるかを
検証する。また、その語彙の頻度について検討する。【方法】　検診画
像読影サービスを行っている当施設の読影結果語彙を健診標準フォー
マット画像所見標準コード名称に置換可能か検証する。　置換した標
準フォーマットの語彙の使用頻度を調べる。【結果】　2017 年 4 月から
2018 年 3 月まで当施設のがん検診画像処理システムを用いて診断した
胸部検診デジタル画像は 272363 件であった。うち、有所見は 13462
件 4.94%（うち要精検 0.89%）であった。全所見（14883 所見）は標準
フォーマットへの置換が可能であった。置換後のもっとも多かった所
見は ” 陳旧性病変 ” の 4162 件（28.0%）で、次に ” 嚢胞影 ” で 2668 件
（17.9％）であった。【結論】　日医標準フォーマット画像所見標準コー
ド名称は約 27 万件の検診所見に対応することができ、普遍的な用語
集として用いることができる可能性がある。本健診標準フォーマット
は今後本邦の健診施設への普及が望まれる。

2-4-11
健診システムとＰＡＣＳ・レポートサーバーとの連携
一般社団法人　岡崎市医師会

○鶴
つ る た

田　義
よしひと

人　　康田　雅人　　鏡味　幹弘　　志賀　晃路　
　野澤　　稔　　深津　　満　　山田　珠樹
【目的】当センターでは、ＰＡＣＳ・レポートサーバーを導入し、基
幹システムとのオンラインによるシステム連携を構築した。そのＰＡ
ＣＳ・レポートサーバーと基幹システムとの連携について、検査オー
ダーから健診システムへ結果が入力されるまでの流れ及び機能を報告
する。【対象】当センター人間ドック及び巡回型健診における画像診
断検査を対象（胸部・胃部X線、超音波、内視鏡、マンモグラフィー
など）。平成28年度施設内受診者111,999名。巡回型健診121,207名。【方
法】読影に必要な検査情報（問診・前回結果など）をレポート画面に
表示するために医療情報交換のための標準規格であるHL7 を拡張し、
検査オーダーと共に基幹システムより検査情報の送信を行う。レポー
ト画面は各検査専用の読影画面を構築し、スムーズに結果が入力でき
るようになっている。レポート画面での結果確定後、自動的に健診シ
ステムに読影結果が送信され、結果が入力される。【結果】オンライ
ンで基幹システムとの連携を強化したことにより、検査から結果入力
までの工程がスムーズに処理することができるようになった。また、
オフライン作業による手間や人的ミスも無くなり、作業者の負担の軽
減、精度の向上につながった。【考察】受診者は年々増加しているが、
ＰＡＣＳ・レポートサーバーの導入やオンライン化により迅速な処理
を行うことができている。また、遠隔地に読影端末を設置することで、
遠隔読影を開始した。読影医不足を解消し、スピーディな結果報告を
すすめていく予定である。

2-4-12
眼底遠隔読影の導入・システム連携の初期経験
新生会　総合病院高の原中央病院　人間ドックセンター1

伏見製薬株式会社2

オフィスフューチャー株式会社3

株式会社エスシーシー4

○齊
さいとう

藤　弥
み ほ

穂 1　　藏本理津恵 1　　栗原那奈子 1　　藤原　充香 1　
　長谷川　章 1　　松尾　　茂 1　　庄野　智也 2　　阿野　浩明 3　
　佐々木　信 4　　緒方　　明 4

【はじめに】眼底健診は非侵襲で簡便な無散瞳眼底カメラで行うこと
が可能であり、年齢とともに有病割合の増加する視覚障害を早期に発
見し適切な治療へ導入できる手法である。眼底写真による診断は、複
数の眼疾患に対する健診のみならず、糖尿病や高血圧をはじめとした
全身疾患のスクリーニングにも優れる。人間ドック学会では眼底検査
が「基本検査項目」に両眼撮りと定められているほか、特定健診でも
眼底検査の基準の見直しが行われ血圧・血糖の項目について基準値を
超えたものについては選択的に詳細な検診の対象となる。こうした背
景と年々増加する受診者数への対応、精度管理への取り組みの一環と
して、眼底検査のデジタル画像を眼科専門医に遠隔送付し、さらに既
存の健診システムへ結果取り込みを行う形式に変更したのでその初期
経験を報告する。【対象と方法】対象は 2018 年１～ 3月に実施した全
健診 1046 名のうち、眼底検査をメニューに含む 394 名。使用システ
ムは、MORE system（オフィスフューチャー株式会社）および健診
ヘルパー（株式会社エスシーシー社）、眼底カメラは CR-1 MARKII
（キャノン社製）である。受診者の眼底写真撮影を実施した当日に画
像データを匿名化し遠隔読影センターへオンライン送付、結果もオン
ラインで受取り、健診システムへ取込んだのちコード変換して自動判
定機能に組込みを行った。【まとめ】遠隔読影を導入するにあたり、
初期の数例で輝度などの画質調整などが必要であった。また、判定に
ついては従来の scheie 分類・K-W分類のほかDavis 分類・Scott 分類
も表示可能であるが、「高血圧性・動脈硬化性・糖尿病性」所見など
にも対応が可能であり、今後も各種変更に柔軟な対応が期待できる点
で非常に有用であると考えられた。
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2-4-13
受診者データ一元管理の実現に向けたシステム入替えの取組−
第２報−
医療法人財団慈生会　野村病院　予防医学センター1

医療法人財団慈生会　野村病院2

○上
う え ま

間　由
ゆ き

貴 1　　田面木貴洋 1　　阿部　信子 1　　瀬谷　　彰 1　
　野村　幸史 2

【背景・目的】当センターは地域の健康づくり拠点として受診者の生
涯を通じた健康サポートを目指している。そのためには健診システム
での効率的なデータ一元管理が必要だが従来の健診システムでは限界
があったため、2016 年９月に健診システムの入替を行った。昨年、健
診システム入替による医師面談運営強化の取組・結果を報告したが、
第２報としてフォローアップ強化と事務運営強化の取組・結果を報告
する。
【取組・結果】（１）フォローアップ強化：特定保健指導は健診システ
ムとは別の専用システムでデータ管理してきたが、別々のシステムで
あるため人間ドックの結果説明時に面談医が特定保健指導の過去歴や
指導内容を知る手段がなかった。そこでデータを一元管理するため特
定保健指導と健診の両システムを連携させ、健診システム上でも過去
歴や指導内容の確認が可能となり、医師から受診者に直接アドバイス
が可能となった。（２）事務運営強化：昨年 10 月より生活習慣病健診
を中心とした一般健診の受診者受け入れ数を拡大、それに対応するた
め紙媒体での運用から電子データでの運用に移行した。それにより診
断画像や心電図波形図などの出力等の事務工程がなくなり、人間ドッ
クと同様に短時間で正確な結果を反映できる体制を構築、時間と質に
おいて大きな効果が得られたと当時に、副次的にはコストを削減する
ことができた。
【考察】健診システム入替の効果は大きく、正確で効率的な業務運用
が次々に実現できた。今後もデータ一元管理の基盤を整え、併設病院
の電子カルテ導入に向けて併設病院と健診センターが一体となり患
者・受診者の健康状態を一元管理するための体制構築を進めていく。

2-4-14
健診データから見た腎性低尿酸血症の頻度と合併症に関する検討
一般財団法人　船員保険会　船員保険福岡健康管理センター1

一般財団法人　船員保険会　船員保険健康管理センター2

○田
た な か

中　謙
け ん じ

二 1　　草場　公宏 1　　一矢　有一 1　　森田　一徳 1　
　鴨井　逸馬 1　　桑原　康雄 1　　庄田　昌隆 2

[ 目的 ] 腎性低尿酸血症は尿酸の再吸収に関わる輸送体の遺伝子変異に
よって腎臓の近位尿細管における再吸収が低下し、尿中への尿酸排泄
が増加する事で血清尿酸値の低下を来すものである。通常は無症状で
あるが、腎機能低下や尿路結石の合併が多いとの報告がある。今回、
私どもは船員保険会所属 5健診センター（札幌、芝浦、横浜、大阪、
福岡）の健診資料を基に全国規模での調査を行い、腎性低尿酸血症の
頻度や合併症について検討した。[ 対象と方法 ]2016 年 1 月から 12 月
までの間に健診を受けた受診者のうち血清クレアチニンと血清尿酸値
を測定した 318,143 人を対象とした。統計学的解析はχ２検定、ｔ検定
およびMann-Whitney 検定を用いた。[ 結果 ] 尿酸値が 2.0mg/dl 以下
の人数は男性 257 人、女性 511 人合計 768 人であった。このうち過去
に受診歴がある人を 10 年間遡って調査し、常に 2.0mg/dl 以下であっ
た男性 230 人、女性 301 人合計 531 人を腎性低尿酸血症と診断した。
過去に 3.1mg/dl 以上であった 46 人は 2.1mg/dl 以上に加え、2.1 ～
3.0mg/dl の 191 人は判定不能として対象から除外した。その結果、腎
性低尿酸血症の頻度は男性 0.11%、女性 0.26% であった。北海道、本州、
九州で頻度を比較したが、地域差は見られなかった。50 歳以上の男女
で血清クレアチニンと eGFRを低尿酸群と対照群とで比較したが、男
女とも低尿酸群での腎機能の低下は認めなかった。受診票の既往歴欄
で尿路結石の頻度を調べたが、低尿酸群では 531 人中 6人、1.1% であっ
たのに対し、対照群では 317,421 人中 8,622 人、2.8% と前者で有意に
少なかった。また、低尿酸群で急性腎不全は見られなかった。以上の
結果から腎性低尿酸血症は腎機能低下や尿路結石の増加を来すことは
なく、急性腎不全の頻度も稀であると考えられる。

2-4-15
職域健診受診者における高尿酸血症の頻度の年次推移
鳥取赤十字病院　検査部
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　　　宏
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【目的】職域健診受診者における高尿酸血症の動向を調査した。【方法】
2000 年度から 2011 年までの 12 年間に鳥取県保健事業団の職域健診受
診者、延べ 41,3158 名（男性 23,5418、女性 17,7740）を対象に、性別・
年齢別・年度別に高尿酸血症および平均血清尿酸値の年次推移を検討
した。血清尿酸値 7.0mg/dl 以上を高尿酸血症と定義した。血清尿酸
値の測定はウリカーゼ POD法を用いた。【結果】1. 高尿酸血症の頻度
の推移は、男性では全年齢では 2003 年 21.54％、2011 年 21.40％と減
少、女性では全年齢では 2003 年 0.66％、2011 年 1.04％と増加であっ
た。 年齢別では、男性は 20 代で緩やかに上昇、30 － 70 代で緩やか
に下降した。女性は 20 － 40 代で横ばい、50 － 70 代で上昇傾向であっ
た。2. 平均血清尿酸値の推移は、男性全年齢では 2003 年 6.00mg/dl、
2011 年 5.90mg/dl と 0.1mg/dl 減少、女性全年齢では 2003 年 4.20mg/
dl2011 年 4.30mg/dl と 0.1mg/dl 増加を認めた。 年齢別では、男性は、
20 － 60 代で緩やかに下降しその後横ばい、70 代で低下傾向であった。
一方、女性はどの年齢も緩やかに下降し再び上昇した。3. 平均ＢＭＩ
値の年次推移は、男性では年々低下、女性では横ばいであった。年齢
別の年次推移では、男性では 30 代、60 代で低下、それ以外は上昇、
女性では 20 代でやや上昇、30 代で横ばい、40 ～ 70 代で低下した。【結
語】2000 年代の高尿酸血症の動向について、男性では増加傾向になく
むしろ下降傾向を認めた。一方女性では、増加傾向を示した、肥満の
動向と並行していた。

2-4-16
尿酸高値は非アルコール性脂肪性肝疾患発症の独立したリスク
因子である
虎の門病院　健康管理センター1

原　プレスセンタークリニック2

新潟大学内分泌代謝科3

○原
はら
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子 1,2　　戸田　晶子 1　　大本　由樹 1　　辻　　裕之 1　
　斎藤　和美 1,3　　児玉　　暁 1,3　　曽根　博仁 3　　荒瀬　康司 1

【目的】Non-alcoholic fatty liver disease（NAFLD）はMetS の肝臓に
おける一つの表現型であると考えられている。我々はMetS 発症に高
尿酸血症、酸性尿が関わることを報告している。今回、NAFLDと高
尿酸血症、酸性尿との関連について検討した。【方法】対象：1997 ～
2014 年に当センターを受診し、腹部エコーにて脂肪肝と診断し、肝
炎ウイルス陰性かつ多飲酒歴のない男女 49482 人（年齢 48 ± 10 歳）。
方法：血清尿酸値は男女それぞれ中央値（男性 6.1 、女性 4.4 mg/dL）
以上を高値群とし、尿 pH 5.0 以下を酸性尿とした。横断的解析はロ
ジスティック回帰分析、縦断的解析はCox 比例ハザードモデル分析で
検討。【成績】横断的解析では、性別、BMI、年齢、尿酸高値、酸性
尿はNAFLDと有意な関連があり、尿酸高値、酸性尿のオッズ比は各々
1.84（p　＜ 0.0001）、1.19（p　＜ 0.0001）。高血圧、脂質異常、血糖高値、
肥満のMetS ４因子を加えた解析では、尿酸高値、酸性尿のオッズ比
は各々 1.69（p　＜ 0.0001）、1.06（p:0.024）でMets とは独立した因子
であり、尿酸高値 /酸性尿は尿酸低値 /非酸性尿に比しオッズ比 2.19
（p　＜0.0001）で有意な関連を認めた。初回受診時にNAFLDを認めず、
かつ 10 回以上の受診歴のある 3143 人で、NAFLD発症リスクを検討。
単変量では尿酸値のみが、有意（ハザード比（HR）1.45, p　＜ 0.0001）
であった。性別、年齢、BMI を加えた多変量解析では、尿酸高値は独
立した有意なリスク因子（HR1.22, p =0.002）で、MetS4 因子を加え
た多変量解析においても、尿酸高値（HR1.16, p =0.023）は独立した
有意なリスク因子であった。【結論】尿酸高値・酸性尿はNAFLDに
関連し、尿酸高値は発症の独立したリスク因子である。
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2-4-17
健診で見られた原発性痛風と慢性関節リウマチの合併した女性
例
鳥取赤十字病院　検査部1

整形外科2
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しお

　　　宏
ひろし

1　　岸　　隆広 1

【背景】慢性関節リウマチ（以下 RAと略す） と痛風はいずれも決し
てまれな疾患ではないが、両者の合併は特に女性例では、極めてまれ
であることはよく知られている。このことから高尿酸血症とRAとの
間の逆相関が考えられている。Agudelo CA らは、RA患者において
高尿酸血症を呈した時期にはRAの活動性が低下したとし、これを尿
酸が RAの炎症を抑制したためと報告している。今回、RAに合併し
た女性原発性痛風のまれな１例を経験した。【症例】69 歳、女性【主
訴】血清尿酸高値を指摘される【既往歴】S45 年（29 歳）子宮卵巣摘
出、痛風発症、S61 年（44 歳）胸膜癒着、H3 年（50 歳）RA、H18
年（64 歳）高血圧に罹患【家族歴】父が重症痛風、脳内出血（64 歳）
に罹患、母は肺がん（70 歳）に罹患【生活歴】喫煙なし、アルコー
ル１合ないしワイン 150ml ＋焼酎 0.5 合 / 毎日、早食い、甘いもの・
辛いものが好き【現病歴】S45 年（29 歳）の時、初めて右足母趾に
痛風発作（痛風関節炎）が出現し痛風と診断されたが、以後は起きて
いない。以前はたびたび外食をし、酒とホルモンなどを鱈腹食べてい
た。【現症】身長 146cm、体重 48.5kg、BMI22.8kg/m2、腹囲 79cm、
血圧 143/67mmHg、貧血、黄疸なし、眼底所見H3S1、胸腹部は異常
なし、両側下腿に浮腫なし、耳介、四肢に痛風結節なし、手指関節
変形なし、Stage2,class2【検査成績】生化学検査では、ALT54IU/l,-
GTP54IU/l,FPB112mg/dl,HbA1c5.9%, ,TC221mg/dl,LDL-C135mg/dl,.
BUN18mg/dl,Cr1.0mg/dl,eGFR39ml/min/1.73m2, SUA7.0mg/dl,CRP 
0.1mg/dl,RF59U/ml であった。腹部エコー検査では脂肪肝、胆石３個、
左腎石灰化を認めた。【経過】高血圧に対してノルバスク（0.5mg）１
錠でコントロール、RAに対してリウマトレックス 2mg ×２/日を内
服し進行せず、尿酸は 7.0mg/dl 以上を示し、Crは徐々に上昇した。【結
語】原発性痛風と慢性関節リウマチの合併したまれな女性例を報告し
た。
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人間ドック歯科検診受診者における、睡眠時無呼吸症候群の関
係について
医療法人社団美心会　黒沢病院附属ヘルスパーククリニック　高崎健康管理
センター
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【背景】睡眠時無呼吸症候群は脳卒中や心筋梗塞の発症リスクを上げ
るだけでなく、日中の眠気を引き起こし、集中力の欠如から仕事に支
障をきたし、居眠りによる事故の発生率を高めるなど、社会生活にも
重大な悪影響を引き起こす疾患として知られている。睡眠時無呼吸症
候群に対する治療方法は確立されており、適切に検査・治療を行うこ
とで十分に改善が期待できるが、患者自身がその発症に気付いていな
いことが多いこと、多くの人間ドックではオプション検査となってい
ること、検査は覚醒時ではなく睡眠中に行うことなどから、人間ドッ
クにおいて広く検査が行われていないのが実情である。【SAS罹患率】
これまで睡眠時無呼吸症候群の罹患率は 2-3％とも言われてきたが、
Senaratna CV らのシステマティックレヴューによれば、AHI ≧ 5 で
の罹患率は 9-38％であり、男性に高くみられ、年齢の増加とともに増
加し、一部の高齢者グループでは、男性 90％、女性 78％と高い罹患
率を示している。またAHI ≧ 15 での罹患率は 6-17％、高齢者グルー
プでは 49％と高い罹患率を示している。【目的】睡眠時無呼吸症候群
は上気道の解剖学的要因（首・喉周りの脂肪沈着や扁桃肥大、小顎、
狭窄歯列などの歯列不正、舌根沈下、軟口蓋低位など）により引き起
こされることから、診断において歯科的所見が参考となることが多い。
当センターでの人間ドックの歯科検診者における睡眠時無呼吸症候群
との関係、今後の歯科検診の活用について報告する。
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当センターにおける睡眠時無呼吸症候群スクリーニング検査の
実施状況
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聖隷福祉事業団　保健事業部　聖隷健康診断センター　医務課2

○鈴
す ず き

木　綾
あ や の

乃 1　　土屋早誉佳 1　　波多野美智代 1　山口かやの 1　
　鈴木　晴彦 1　　竹内　淳子 1　　太田　直子 1　　内野明日香 2

【目的】
睡眠障害は生活習慣病や心疾患、脳疾患の危険因子である。また、健
康問題だけではなく日中の眠気による交通事故の発生など社会経済的
にも睡眠障害の把握は重要である。当センターでは 2017 年 7 月 1 日
から人間ドックのオプション検査として睡眠時無呼吸症候群スクリー
ニング検査（SASスクリーニング検査）を導入した。今回我々はその
実施状況と結果について報告する。
【対象】
2017年 7月 1日～ 2018年 2月 13日の間に当センターでSASスクリー
ニング検査を実施した男性131名（年齢30～ 59歳、平均年齢48.8± 6.4
歳）について調査した。女性は実施人数が少ないため今回の検討から
は除外した。
【方法】
対象者を睡眠障害指数（RDI）にて分類した。RDI　5 未満を正常、5
～ 14.9 を軽度異常、15 ～ 29.9 を中等度異常、30 以上を高度異常と
し、BMI、エプワース眠気尺度（ESS）がどのように関与するか比較
検討した。BMI についてはBMI25 未満を正常、BMI25 ～ 29.9 を肥満、
BMI30 以上を高度肥満とした。
【結果と考察】
RDI の結果は正常 16 名、軽度異常 54 名、中等度異常 42 名、高度異
常 19 名であった。このうち RDI 高度異常は BMI 正常の 8％（75 名
中 6名）、肥満の 18％（44 名中 8名）、高度肥満の 42％（12 名中 5名）
であった。このことから睡眠障害の重症化には肥満が関与することが
示唆された。また、ESS と RDI の相関係数は－ 0.02 となることから
自覚症状と睡眠障害の重症化は相関しないことが推察された。以上よ
り、今後高度肥満者へは自覚症状の有無に関わらず積極的な SAS ス
クリーニング検査の実施を勧めていきたい。
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当会における睡眠時無呼吸症候群スクリーニング検査の検討
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【背景】当会では職域において睡眠時無呼吸症候群（以下 SAS）スクリー
ニング検査を実施しており、そのうちの一社では、一次検査でパルス
オキシメーターを、二次検査で簡易 PSG検査を採用している。【目的】
SASスクリーニング検査の結果と生活習慣などの関連を検討する。ま
た、二次検査の判定から一次検査のカットオフ値の妥当性について検
討する。【対象】平成 27 年 9 月から平成 30 年 4 月までに受診した運
転業務従事者 356 名を対象とした。【方法】一次検査のパルスオキシ
メーターの測定結果を手動解析し、3%以上の SpO2 低下を酸素飽和
度低下指数（ODI）として算出した。ODI5/h 未満をA判定、5/h 以
上 15/h 未満を C判定、15/h 以上を D2 判定とし、D2 判定となった
方に二次検査として簡易 PSG検査を行い、呼吸障害係数（RDI）を算
出した。RDI5/h 以上を異常なし、5/h 以上 15/h 未満を軽症、15/h 以
上 30/h 未満を中等症、30/h 以上を重症とした。今回、ODI と問診票
に記載された問診項目（いびきの有無、呼吸停止の有無、飲酒習慣）、
年齢、BMI、平均睡眠時間、エプワース眠気尺度（ESS）との関連
の有無を検討する。また一次検査のD2 判定を 15/h ≦ ODI、20/h ≦
ODI、30/h ≦ ODI とした場合の二次検査での判定数を集計し、一次
検査のカットオフ値を検証する。【結果】一次検査を受診した356名中、
A判定が 106 名、C判定が 159 名、D2 判定が 91 名だった。一次検査
のカットオフ値の妥当性の確認については、現在二次検査が全て終了
していない為、後日報告とする。問診票との比較では、いびき、呼吸
停止、年齢、BMI は ODI との関連が認められた。飲酒習慣、平均睡
眠時間、ESS は関連が認められなかった。【考察】ODI はいびきや呼
吸停止、年齢、BMI との関連が認められたが、日中の眠気や睡眠時間、
飲酒などの日常の生活習慣との関連が認められなかったことから、自
覚症状よりも中高年、肥満傾向、いびきや呼吸停止の指摘のある方が
SASのリスクが高いことが窺われた。
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当センターにおける睡眠時無呼吸症候群簡易検査の検討
社会福祉法人　聖隷福祉事業団　聖隷佐倉市民病院健診センター1
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【目的】睡眠時無呼吸症候群は心疾患、脳血管疾患など様々な疾患を
引き起こす原因として知られている。人間ドックを受診した際に発見
でき、適切な治療につなげることができれば健康寿命延伸につながる
と考えられる。そこで当センターで人間ドックを受診し、オプショ
ン項目として睡眠時無呼吸症候群簡易検査（簡易 SAS）を受けた方
のデータ 10 年間分を検討し、簡易 SAS 検査の有用性を示し、オプ
ション項目選択の指標を作成することを目的とした。【方法】当セン
ターで 2008 年 4 月 1 日から 2018 年 3 月 31 日までに人間ドックを受
診した 40454 人中、簡易 SAS 検査をオプション項目として選択した
485 人（男女比 389：96）、平均年齢 56.3 ± 10.8 才を対象とした。使
用機器はTEIJIN 酸素飽和度モニタ PULSOX-Me300。性別、喫煙有
無、飲酒量 ･頻度、エポワス指数、人間ドック受診時の BMI、血圧、
TC、LDL-C、TG、HbA1c について比較検討した。【結果】要精密対
象者は 208 人。要精密群－非要精密群の比較では、性別、エポワス指
数、BMI、血圧、TG、HbA1c で有意差が見られた。精密検査後 SAS
と診断された人数は 64 人。SAS 群－非 SAS 群の比較ではエポワス指
数、BMI のみで有意差が見られた。喫煙有無、飲酒量・頻度、TC、
LDL-C はいずれの場合も有意差を認めなかった。【考察】SAS と関連
があると言われる血圧、飲酒が SAS 群と非 SAS 群で有意差を認めな
かったのは、非 SAS 群に精密検査未受診者が含まれることが影響し
ていると考えられる。簡易 SAS 検査を選択した 13.2％は精密検査後
SAS と診断され適切な治療介入がなされた。簡易 SAS 検査は有用で
あるといえる。今回の集団における要精密群は性別、エポワス指数、
BMI、血圧、TG、HbA1c で有意差が認められた。よってBMI、血圧、
TG、HbA1c が基準値範囲外であり、かつ自覚症状のある男性に積極
的に簡易 SAS 検査を勧めることで、睡眠時無呼吸症候群の発見率を
上げ、健康寿命延伸に貢献できると考えられる。
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当院における運転業務従事者健診の成績報告とその課題
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【はじめに】近年、運転従事者における睡眠時無呼吸症候群（以下
SAS）が疑われる居眠りによる重大事故が発生し話題となっている。
また心筋梗塞や脳梗塞、糖尿病などの生活習慣病は SAS が原因とな
り発生する機序も分かってきている。当センターでは 4社 7事業所か
らの依頼を受け、2014 年に運転従事者専用コースを新設した。検査項
目は簡易 SAS検査、心エコー検査、24 時間ホルター検査、脳MRI 検
査であり、問診では既往、現病歴やアルコール、タバコなどの嗜好に
ついても聴取した。今回、検査結果や要精検になった方の受診状況か
ら見えてきた現状とその課題について報告する。
【対象および方法】2014 年～ 2017 年に運転業務従事者健診を行った
242 名に対し、各項目の精検状況を調べた。また依頼会社に対し、精
検受診者の事後フォローと未受診者への対応など日常管理も調査し
た。
【結果】242 名の受診者中、一番多い精検数であった簡易 SAS検査（60
名）の精検受診率は 60%（36/60 名）、心エコーの精検受診率は 89%（8/9
名）、24 時間ホルターの精検受診率は 90%（7/10 名）、MRI の精検受
診率は 78%（7/9 名）、ＭＲＡの精検受診率は 100%（8 名）であった。
また SAS 重症度の無呼吸低呼吸指数（以下AHI）は、AHI 重症度を
基に心疾患、脳疾患、糖尿病、高血圧等の有病率を調べた結果、AHI
が高いほど増加を示した。精検受診率のバラツキが企業によってもわ
かり、課題が浮き彫りになった。
【結語】一般的に運転業務従事者の検査は SAS スクリーニング検査
が多く実施されている。今回、脳・心臓疾患検査を組み込むことで、
SAS だけではわからなかった重大な疾患も見つかり治療に至ってい
る。また事業者は治療状況に合わせた適切な勤務形態や就業制限を付
与し管理することができる。しかしながら、精検対応や健診後フォロー
が会社間で異なることがわかり、当センターから積極的に依頼会社へ
働きかけをすることが重要であると考えられた。
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健診機関において睡眠時無呼吸症候群を早期発見した１例の報
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【はじめに】日中の眠気により交通・運輸事故に繋がる睡眠時無呼吸
症候群（以下 SAS）を早期発見することは、本人の眠気軽減と同時に
社会的にも意味を持つものと考えられる。当健診機関において、平成
29 年 7 月より簡易睡眠検査（以下睡眠検査）をオプション検査の一つ
として導入した。平成29年7月から平成30年1月までの健診受診者（男
性：4898 人、平均年齢 41.7 歳、女性：3939 人、平均年齢 39.4 歳）の
うち、睡眠検査を申し込んだ受診者は11人（平均年齢45.7歳）であった。
その中で、SASの早期発見につながった１例を経験したため報告する。
【方法】健診受診時に、オプション検査（自己負担）として睡眠検査
を追加できることを受付で案内すると同時に、SASの症状や睡眠検査
を勧める方などをまとめたポスターを更衣室や各検査待合場所に掲示
して、情報提供をした。興味を持った受診者へ健診終了後に看護職が
睡眠検査の詳しい説明をし、申込者に対して、後日睡眠検査装置を自
宅に郵送する手配を行った。検査申込者は、自宅で１回睡眠検査装置
を装着して就寝し、その後装置を返送する。返送された装置に記録さ
れた結果は、専門機関で分析され、分析結果及び SAS の重症度等を
記載した睡眠レポート及び睡眠外来受診の有無を確認するためのアン
ケートを検査申込者へ返却した。【結果】56 歳、男性。身長 :166.2cm、
体重 :61.7kg（BMI:22.3）、血圧 :113/78mmHg、検査申し込み動機：睡
眠中に息が詰まって、途中で目が覚めるという自覚症状　AHI：16.6
（中等度）。睡眠レポートを送付した後、睡眠外来へ受診し、C-PAP を
開始し、日中の眠気は改善した。【考察】「睡眠時無呼吸かもしれない」
と感じている受診者に対して、睡眠検査を申し込む受診者は少ない印
象であった。今後、申込に至らない原因分析及び睡眠検査の申込者を
増やす取組を考える必要がある。

2-4-24
乳がん検診に視触診は不要か？
一般社団法人　新潟縣健康管理協会

○松
まつうら

浦　恵
け い こ

子　　半藤　　保　　田辺　理子　　山本　　晃　
　渋谷千恵子　　横山　　綾　　親松　夏紀　　野本美和子　
　北見　　悠　　村山　　実
乳がん検診における検査方法は、マンモグラフィ（以下 ,MG）をはじ
めとする画像検査が中心である。乳房視触診（以下 , 視触診）と画像
検査の併用は癌発見率を下げないにもかかわらず、視触診検診の精度
管理が難しいことから、検診手段に適さないとされるようになった。
視触診単独の乳がん検診は決して行うべきではないが、MG検診に併
用して行う視触診も否定されるべきだろうか？今回、当協会で経験し
た「MGでは異常を指摘できず、視触診で要精査となり発見された乳
癌症例（以下 , 触診発見乳癌症例）」2例を提示し、乳がん検診におけ
る視触診併用について再考の一助としたい。
【症例】2004 年 3 月～ 2017 年 9 月に当会の検診で発見された乳癌 149
例のうち触診発見乳癌症例は 2例だった。
症例 1）44 歳 2010 年 3 月 当会でMG＋視触診受診。MG；高濃度乳
腺、左右ともカテゴリー 1。視触診 ; 右乳房に硬結を指摘。4月 医療
機関受診、右C領域の乳癌と診断された。腫瘤 ;17 × 15 × 5mm 病理
診断 ;scirrous ca. 病期 ;Stage Ι。医療機関にて超音波検査（US）で
は病変を指摘できたが、MGでは異常指摘が困難だった。
症例 2）50 歳 2017 年 2 月 当会でMG＋視触診受診。MG；高濃度乳腺、
左右ともカテゴリー 1。視触診 ; 右乳房に腫瘤を指摘。3月 医療機関
受診、右A領域の乳癌と診断された。腫瘤 ;15 × 12 × 10mm 病理診
断 ;solid-tubular ca. 病期 ;Stage Ι。医療機関にてUS・MG+Tomo で
は病変を指摘できたが、通常のMGでは異常指摘が困難だった。
【考察】触診発見乳癌症例は 2例ともMGで高濃度乳腺、異常影の指
摘は困難だった。両例とも視触診で指摘されてから初めて乳房腫瘤を
自覚している。「MG異常なし」の検診結果で、次回 1～ 2年後のMG
検診まで異常に気づかずに経過した可能性がある。
【まとめ】受診者と直に言葉を交わせる視触診では、異常の指摘のみ
ならず自己触診を推奨する機会ともなる。視触診は乳がん検診にとっ
て、決して不要な検診とはいえないのではないか？
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2-4-25
マンモグラフィおよび乳房超音波検査を経時的に受診した構築
の乱れ症例の検討
社会医療法人財団　石心会　アルファメディック・クリニック

○佐
さ と う

藤　　泉
いずみ

　　川野圭央里　　立脇　麻里　　藤村　聖子　
　原田　恵実　　色摩　希美　　田所佳奈子　　山中　　聡　
　野崎　浩二　　林　　建男
マンモグラフィまたは乳房超音波検査において構築の乱れが認められ
た症例に対しては要精密検査とし速やかに精査医療機関への受診勧奨
を行うことを基本としているが、明らかな構築の乱れを有する症例の
なかで、当院からの紹介で精査医療機関を受診した結果、良性と診断
され精査医療機関におけるフォローアップ対象となりつつ、再び当院
ドックでのマンモグラフィないし乳房超音波検査を希望し受診する症
例も複数存在する。
精査医療機関において過去に良性と診断されていても、経時的な画像
所見から、再び受診勧奨することが適切と考えられる症例については
躊躇無く要精査と判定するものの、同様の所見が長期経過した症例や、
あるいは精査医療機関での定められた精査期間が満了した症例など、
さまざまな経緯でドックでの画像検査が再度行われることがある。こ
のように複数年度にわたり当院での画像検査が行われた構築の乱れ症
例のうち一例を提示し検討する。
症例は42歳女性。2011年の当院での初回のマンモグラフィにて左（U）
領域の構築の乱れおよび集簇性微細円形石灰化にて要精査判定となっ
ている。勧奨先の精査医療機関（大学病院）にて生検を受けたが、良
性との判断にてその後は同医療機関系列のクリニックで定期的にフォ
ローされていた。その後2016年に再び当院にてマンモグラフィを受け、
同年に乳房超音波検査も実施した。2018 年のマンモグラフィにて再び
構築の乱れおよび集簇性微細円形石灰化にて要精査判定となり、これ
までの経緯をふまえて再度の精査医療機関への受診を勧奨した。
明らかな構築の乱れを有する症例のうち、精査医療機関にて精査の結
果、良性所見としてフォローアップ対象となっている症例に対しても、
受診者の希望があった場合、ドック施設としての画像検査を適切に施
行することにより、特に精査医療機関との連携に於いて良好な結果が
得られているため、文献的考察を加えて報告する。

2-4-26
乳房構成の理解を深めるための取り組み
～異常所見と捉えさせないために～
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

○廣
ひ ろ せ

瀬　真
ま み

実　　佐藤　理香　　光畑　桂子　　越川佳代子　
　東野英利子　　内藤　隆志
【はじめに】高濃度乳房はマンモグラフィ（MG）の感度が低くなる可
能性があり、当施設では超音波検査（US）の併用を推奨している。ま
た、高濃度乳房を有する受診者のMGと USの同時併用率を上げるた
め、2016 年度～MG受検者に乳房構成の情報提供を始めた。開始後、
乳房構成を異常所見と捉えた問い合わせは 1件 /月あり、他にも異常
所見と捉える方がいると予測した。日本乳癌検診学会では、受診者に
乳房構成を通知する際、正しい理解が得られるような説明や体制整備
が必要だと提言している。今回、受診者に乳房構成の正しい理解を促
すための取り組みを行ったので報告する。
【対象と方法（取り組み）】
1.2017 年 4 月～乳房構成を説明するための問診用資料に「乳房構成は
異常所見ではない」を追記し、必ず説明することとした。
2.2017 年 6 月 1 日～ 7 月 28 日に乳房構成の理解度に関するアンケー
ト調査を行った。対象者は 2015 ～ 2016 年度MG受検者の中で、調査
期間に再度MGを受検した 501 名（平均年齢 54.1 ± 8.4 歳）より回答
を得た（回収率 98%）。
3.2017 年 8 月 7 日～結果報告書に「異常所見ではない」を追記した。
【結果】
1. 問い合わせは 1件 /月で変わらなかった。
2. 乳房構成の説明を「よく分かった」「ある程度分かった」「分からな
かった」の 3段階で理解度を評価し、「よく分かった」「ある程度分かっ
た」は 98% だった。乳房構成の説明内容でどれが理解できたかの設
問は、「高濃度乳房はMGの感度が低下する可能性がある」78.0%、「検
査選択の目安となる」79.2%、「異常所見ではない」60.7% だった。
3. 問い合わせは 0.5 件 / 月に減った。
【考察】アンケート結果から、大部分は乳房構成の説明を理解できて
いるが、乳房構成の 3つの説明内容のうち「異常所見ではない」は記
憶に残りにくい可能性があると考える。口頭の説明だけではなく、結
果報告書に「異常所見ではない」を追記したことは、乳房構成の理解
を深める取り組みとして更に効果的だったと考える。

2-4-27
マンモグラフィと乳房超音波併用検診の精度向上のための問題
点
大腸肛門病センター高野病院　総合健診センター　健康管理課1

大腸肛門病センター高野病院　総合健診センター　内科2

○緒
お が た

方　恵
え み

美 1　　美濃　尚人 1　　西田　優子 1　　坂部　真希 1　
　高橋久美子 1　　徳永かおり 1　　尾方　　萌 1　　平川　実季 1　
　守安真佐也 2　　松崎　秀幸 2

【目的】40 代女性の乳がん検診の超音波検査の有効性が考えられる
と J-START より報告されてきている。当施設でのマンモグラフィ
（MMG）と超音波検査（US）併用検診の結果より、その有効性と問
題点をあげた。【方法・結果】対象は 2010 年から 2016 年の 7 年間の
乳がん検診受診者 13,813 名で、A群；MMGとUS併用 7,720 名、B群；
MMG単独 4,558 名、C群；US 単独 1,535 名。各群の要精検要件、要
精査率、精検受診率、がん発見率、陽性的中率、がん進行度などを比
較した。A、B、C群の要精検率、がん発見率はそれぞれA;6.7％、0.36％、
B;4.8％、0.15％、C;3.2％、0.13％であった。A群の要精査 519 名のう
ちMMGで要精査314名、USで要精査145名、双方で要精査60名であっ
た。精査と判定された所見は、MMGでは FAD、石灰化、構築の乱
れが特徴で、US では、低エコー領域が特徴であった。MMG、US と
もに要精査所見は、一致した腫瘤が多かった。【結語】双方の検査の
利点を補完した結果、がん発見率は向上した。【考察】併用検診でが
ん発見は向上したが、要精査率も上昇した。当施設のように分離併用
方式では双方の要精査が合算となり、併用とはいっても効率的でない
点もみられた。今後検診体制を見直すことと、総合判定を導入するこ
とを読影医師、検査技師間で打合せしている。【まとめ】併用検診の
精度管理には、総合判定を取り入れることが必要と思われる。

2-4-28
乳がん検診における認識度調査
社外福祉法人恩賜財団済生会支部茨城県済生会水戸済生会総合病院

○佐
さ と う

藤　美
み ほ

保　　島田　雅彦　　藤田　充秀　　菅谷　益巳　
　釜屋　憲司　　塙　　総子　　羽鳥　美奈　　市川　飛翼　
　飯田　綾香　　川又　　誠
【目的】近年マンモグラフィ検診結果に乳房の構成を通知するか否か
が問題となっている。乳がん検診に受診者が何を求めているか、今後
の当施設の通知の在り方について検討していくためアンケート調査を
行ったので報告する。【方法】当院マンモグラフィ受診者 300 名に 8
項目のアンケート調査を実施した「乳がん検診を受けたことがありま
すか」「乳房構成について知っていますか」「厚生労働省が高濃度乳房
と判定された場合、受診者に知らせる方針であることを知っています
か」「自分の乳房構成が高濃度乳房の場合通知することを希望します
か」「高濃度乳房を指摘された場合、マンモグラフィ以外の検査を希
望しますか」「トモシンセシス撮影を知っていますか」「当院でトモシ
ンセシス撮影を行っていることを知っていますか」「その他、ご希望、
感想などありましたらご自由にお書き下さい」【結果】乳房構成につ
いて、約 30％の受診者が言葉を聞いたことはあるが、自分の構成を
知っているのは全体の約 3％であった。厚生労働省が高濃度乳房と判
定された場合受診者に知らせる体制を整備する方針については全体の
8.7％が知っていると答えた。自分が高濃度乳房の場合、通知すること
を希望するかに関しては全体の 95％の方が通知してほしい。高濃度乳
房を指摘された場合、マンモグラフィ以外の検査を希望するかについ
ては希望するが 90％であった。トモシンセシス撮影については、聞い
たことのある受診者が 13.5％で、あると答えた受診者のうち 28％はど
のような撮影か知っていると答え、院内ポスターや、人間ドック施設
でのポスターにより情報を得たことがわかった。【考察】今回のアン
ケート調査から乳房の構成を通知するか否かよりも、高濃度乳房の実
態や、トモシンセシス撮影、乳房超音波検査などの効果を正しく受診
者に理解してもらうための対策を検討して行く必要があり、現在の状
況のまま通知するのは当院では時期尚早と判断した。
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2-4-29
乳腺超音波検診にて発見された授乳期乳がん
日本赤十字社熊本健康管理センター　検査部

○久
く ぼ

保　美
み き

喜　　迫　　宜之　　阪本　美紀　　光永　雅美　
　木場　博幸　　大竹　宏冶
【はじめに】当センターでは 1992 年から乳腺超音波検診をしている。
近年、授乳期乳がんを４例経験したので報告する。【症例 1】34 歳、
初回受診。自覚症状は 3年前左乳頭より血性分泌物があり、他院で乳
腺超音波・MMGを施行し、乳管内乳頭腫の診断を受けた。産後から
血性分泌物出るが、最近は産後すぐより色が薄くなってきた。乳腺超
音波にて左Ｅ領域に乳管と連続する印象がある 14 ｍｍ大の等エコー
腫瘤を認めた。生検にて、進行度不明の乳がんと診断された。【症例 2】
37 歳、初回受診。既往歴、自覚症状は特にない。乳腺超音波にて左Ａ
領域に 24 ｍｍ大の低エコー腫瘤を認めた。精密検査にて、浸潤性乳
管癌で、骨転移も認めた。現在ホルモン療法中である。【症例 3】40 歳、
初回受診。既往歴は特にない。自覚症状は左のみ母乳が出ない。乳腺
超音波にて左乳腺に石灰化を伴う低エコー域を認めた。生検にて、左
乳房進行度不明乳がんで切除術を施行した。【症例 4】36 歳、2年前は
超音波検査にて異常なし。既往歴、自覚症状は特にない。今回、乳腺
超音波にて左Ｃ領域に 23 ｍｍ、10 ｍｍ大の内部に石灰化を伴う低エ
コー腫瘤を 2個認めた。化学療法後に切除術を施行した。粘液癌で、
左腋窩リンパ節転移を認めた。【考察】晩婚化・高齢出産が増えてい
るので、今後産褥期乳がんの増加が考えられる。産褥期は通常乳腺に
比べて乳腺が発達し観察しづらいが、くまなく検査しがんを疑うよう
な腫瘤や石灰化を伴う低エコー域を認めた場合は、積極的に精密検査
を勧める必要がある。また、若い世代でも乳がんが発症することがあ
るので、啓蒙活動も必要であると思われる。

2-5-01
試験紙法の微量タンパク尿は頸動脈硬化と関連している。
国際セントラルクリニック1

大名古屋ビルセントラルクリニック2

○星
ほ し の

野　留
る り

里 1,2　　白田　康代 1,2　　竹市　　泉 1,2　
　芳野　純治 1,2　　前田　健吾 1,2

【目的】
微量アルブミン尿は動脈硬化を示唆するマーカーとして確立されてい
る。しかし、健康診断では尿中微量アルブミンを定量することは稀で
ある。今回我々は、検診集団を対象として試験紙法での微量タンパク
尿とエコーでの頸動脈硬化の関連を検討した。

【方法】
頸動脈超音波を含む検診を実施した 50 － 75 歳の受診者 992 人を対
象として横断観察研究を行った。対象者を対照群（試験紙法：－、
n=681）、微量タンパク尿群（試験紙法：±、n=297）、顕性タンパク
尿群（試験紙法：＋以上、n=15）の 3群に分けた。順序ロジスティッ
ク解析を行い、平均 IMTの四分位とタンパク尿の関連を検討した。
平均 IMTが 1mm以上、または頸動脈プラークが存在する場合を頸動
脈硬化と定義した。頸動脈硬化を目的変数とし、タンパク尿を含む動
脈硬化の危険因子を説明変数として多変量ロジスティック回帰分析を
行った。また、頸動脈硬化と微量タンパク尿との関連について CKD 
（eGFR＜ 60 ml/min/1.73m2）の有無で層別解析を行った。
【結果】
微量タンパク尿は平均 IMTの四分位と有意な相関を示した（オッズ
比：1.569、p ＜ 0.001）。頸動脈硬化と微量タンパク尿も有意な関連を
認めた（オッズ比：1.751、p ＜ 0.001）。顕性タンパク尿は、n=15 と
少数であったため、いずれの解析でも有意な関連を認めなかった。層
別解析の結果、微量タンパク尿群では CKDの有無にかかわらず、頸
動脈硬化所見の増加を認めた（尤度比検定、p=0.711）。

【結論】
試験紙法による微量タンパク尿は腎機能にかかわらず頚動脈硬化と有
意に関連していた。動脈硬化の危険因子を持つ受診者に微量タンパク
尿を認める場合には、積極的に動脈硬化の検索を行うべきと思われた。

2-5-02
脳ドックで脳主幹動脈狭窄を指摘されたのちの動脈硬化リスク
の改善について
中日病院　健診センター1

中日病院　内科2

中日病院　外科3

○大
お お の

野　正
まさひろ

弘 1　　松佐古　敬 1　　白木　茂博 2　　立松　　晃 3　
　鈴木　正之 2　　中山　善秀 2　　山田　尚史 2　　福原加代子 1　
　近田　知鈴 1

脳ドックには、動脈硬化という病態を画像として形に表して提示する
ことにより、受診者に動脈硬化性疾患の予防を強く意識させ、行動変
容に導くことが期待される。今回、脳ドックで頭蓋内脳主幹動脈の狭
窄所見を指摘した症例で、その後、動脈硬化のリスクに改善が見られ
たかどうかを検討した。方法および結果：2014 年４月から 2015 年 3
月までの 1年間に当院で脳ドックを受診した 2,064 名で頭蓋内脳主幹
動脈の狭窄所見が見られたものが 68 例あり、その中で、収縮期血圧
140mmHg 以上、拡張期血圧 90mmHg 以上、LDL-C 140mg/dl 以上、
HDL-C 40mg/dl 未満、糖尿病未治療で FBS 110mg/dl 以上、HbA1C 
6.0% 以上のいずれかに該当するもの、動脈硬化高リスクといえるもの
が 45 例あった。この 45 例中、2015 年４月から 2017 年 3 月までの 3
年間に当院で人間ドックを受診した 38 例で検討した結果、最近の検
査結果の数値が前に示した動脈硬化の高リスクの範囲から改善してい
たものが 14 例あり、その割合は 36.8% であった。

2-5-03
健康診断における検査異常パターンを用いた加齢加速度および
老化年齢の推定
公益財団法人　高知県総合保健協会

○平
ひ ら い

井　　学
まなぶ

【はじめに】肝機能や脂質項目の異常を含むパターンに、加齢ととも
に高血圧や耐糖能異常が加わるプロセスが存在し、高血圧と耐糖能異
常を含むパターン群（ターミナルパターン）は、BMI と年令の関係
において、各パターンの最後列にきわめて良い相関性を示す相関直線
（ターミナルライン）上（男性R=0.96）に並ぶ １）。各ターミナルパター
ンおよびプロセスは加齢の質と関与していると考えた。ターミナルラ
インを男性は 70 歳、女性は 73 歳の基準到達ラインとして、各検査パ
ターンの加齢加速度（加齢指数）および体内年齢（老化年齢）の推定
を試みた。
【対象および方法】特定健診に準ずる健診を受診した 204970 名（男性
104898 名 49.2 ± 16.5 歳 女性 100072 名 53.0 ± 16.4 歳）。既報の定義
に従ってパターン別のプロセスを推定した。１）パターンプロセスより
得られたターミナルパターンの相関式より各パターンの 70（73）歳到
達年齢（A）を算出。70（73）-A（年）を新たに加齢加速度と定義する。　
【結果および考察】パターンを構成する、６項目について、各々単
項目で推移した場合の加齢指数（年）（男、女）は、GPT（6,4）、γ
GTP（1,2）、TG（3,4）、 LDLC（2,2）、血圧（3,3）、HbA1c（2,2）。素
因型の血圧、HbA1c、LDLCの加齢指数に性差はなく、その合計は 7年、　
生活習慣型 GPT, γ GTP,TG の合計は 10 年であり、加齢の加速化に
は生活習慣の影響が大きく影響していることが示唆される。実年齢に
加齢加速度を加えたものを、老化年齢として用いることにより、各個
人の現状を評価し、指導することが可能となる。　
参考文献　（1）パターンプロセス理論の構築 検査異常パターンの推
移を用いた個人の将来的健康度評価について　第 58 回日本人間ドッ
ク学会（埼玉）
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2-5-04
高感度 CRP と nonHDL コレステロールの関係
新浦安虎の門クリニック

○内
う ち の

野　紗
さ え

恵　　吉野貴美子　　石田　香織　　大前　由美　
　大前　利道　　沼本美由紀
【目的】心血管疾患の危険因子とされている高感度CRPと動脈硬化惹
起性リポ蛋白とされる nonHDL コレステロールの関係について調べ
た。【対象】H29.04.01 ～ H29.12.28 に当院の健診を受診した方のうち、
高感度 CRP と nonHDL コレステロールの測定のあった方合計 3836
人のデータを用いた。文献的に中等度リスクとされる hsCRP 値≧ 0.1 
mg/dl の群と、低リスクとされる hsCRP 値＜ 0.1 mg/dl の群にわけ、
男女別にグラフを作成した。脂質異常症の既往・治療歴のある方は値
から外した。【方法】散布図と近似曲線を求め、2つに相関があるかど
うか調べた。【結論】≧ 0.1 mg/dl の群では全く相関がないのに対し、
＜ 0.1 mg/dl の群では前者より相関がみられた。

2-5-05
人間ドック受診者における脂肪肝と脂質関連因子および動脈硬
化の検討
東京大学医学部附属病院　循環器内科1

東京大学医学部附属病院　予防医学センター2

東京大学大学院医学系研究科　生物統計情報学講座3

○水
み ず の

野　由
よ し こ

子 1,2,3　　小出　大介 3　　大門　雅夫 1　　山道　信毅 2　
　小室　一成 1

【目的】脂肪肝はＮＡＦＬＤ（non-alcoholic fatty liver disease）も含
め罹患率の上昇が見込まれるが、脂肪肝と早期動脈硬化を解析した観
察研究は少ない。脂肪肝では脂質異常のほか、炎症の惹起やインスリ
ン抵抗性などがよく知られている。本研究では、検診でも高頻度に見
られる脂肪肝に着目し、動脈硬化とその類縁因子との関連につき、横
断的な検討を行った。【方法】対象は東京大学予防医学センターを受
診し、基本健診に加え心血管ドックを施行した連続症例男女 667 名
（16-86 歳、男性 391 名、女性 276 名）で、検体検査は脂質プロファイ
ル、腫瘍マーカーなどを中心に、また生理学的検査として腹部超音波
検査のほか、頸動脈超音波検査（頸動脈内中膜肥厚（IMT））および
CAVI　（Cardio Ankle Vascular Index：心臓足首血管指数）を測定し、
脂肪肝の有無で解析を行った。CAVI は心臓から足関節までの脈波伝
播速度を大動脈 PWV原法に基づく方法で算出し、IMTは両総頸動
脈（common carotid artery: CCA）の最大値を計測した。【結果】こ
れまでの研究に矛盾なく、脂肪肝罹患者で中性脂肪の上昇を認めたが、
LDLコレステロール及びリポ蛋白は脂肪肝の有無で差はなく、また脂
肪肝でHDLコレステールの著明な低下が観察された。また早期動脈
硬化の指標である頸動脈内中膜肥厚に関しては、脂肪肝罹患群で有意
に IMT計測値が高く、一方血管年齢や血管の硬さを示す CAVI につ
いては群間に差は見られなかった。【結論】本検討は、交絡因子を調
整していない観察研究ではあるが、脂肪肝と早期動脈硬化の関連が示
された。検診における脂肪肝の検出が、動脈硬化の早期発見ならびに
動脈硬化関連疾患の予防に寄与しうることが、示唆された。

2-5-06
人間ドック受診者の腎機能推移に関連する項目についての検討
社団医療法人かなめ会　山内ホスピタル　人間ドック・健診センター1

岐阜聖徳学園大学2

○山
やまうち

内　裕
ゆ う こ

子 1　　古澤　洋子 2　　山内　雅裕 1　　山内　貴裕 1

　木田　　恆 1　　亀谷　正明 1　　山内　英通 1

【目的】5年、9年の経過観察ができた当院人間ドック受診者を対象に
腎機能低下（eGFR60 未満）の推移とそれに関連する因子を検討した。
【対象・方法】平成 20 年度から人間ドック 5年、9年継続受診者（4798、
3337 名）のうち血圧、脂質、血糖で内服していない 25 ～ 65 歳の受診
者（男性：5年 2863 名、9年 2054 名、女性：5年 1187 名、9年 795 名）
を対象とした。さらに平成 20 年度に eGFR60 以上の受診者（男性：
2682 名、女性：1110 名、年齢 45.92 ± 7.8 歳）を 5 年、9 年で腎機能
が低下した群（eGFR60 未満）と、しない群（eGFR60 以上）の 8群
に分け、生活習慣（喫煙と飲酒）やメタボリック症候群（以下MetS）
関連項目（BMI、血圧、脂質、血糖）および尿酸値と腎機能低下との
関連を多重ロジスティック回帰分析で横断的に、Cox 比例ハザード解
析で縦断的に検討した。また、MetS 関連項目および尿酸の初回（平
成 20 年度）平均値をそれぞれの群で算出し有意差を検定した。
【結果】腎機能低下群の関連因子として、男性は横断的に 5年後の尿酸、
10 年後の尿酸と血圧と BMI が有意で、年齢調整オッズ比はそれぞれ
1.77、1.48、1.04、1.06 であった。縦断的に 5 年後 10 年後ともに尿酸
と血圧が有意で、年齢調整ハザード比はそれぞれ尿酸 1.31、1.26、血
圧 1.03、1.02 であった。女性においては有意な関連因子は認められな
かった。また男性の腎機能低下した群はしない群に比べ、腎機能が正
常の段階でMetS 関連項目と尿酸の平均値は全て高値で有意差があっ
た。
【結論】腎機能低下の関連因子として男性では尿酸、血圧が有意であっ
た。女性においては今回の検討では有意な関連因子を認め得なかった
が、症例が少なくさらに症例を集め、分析・検討の必要があると思わ
れた。

2-5-07
人間ドック腹部超音波検査で発見された腎細胞癌の一例
医療法人財団　明理会　新宿ロイヤル診療所

○小
こ な が い

長井美
み か

華　　小林　千尋　　碁盤真理子　　濱本　知代
　行武　裕隆　　中村　美加
【目的】当人間ドックを継続的に受診している受診者様が、定期健康
診断へとコース変更された。2016 年に受診した定期健康診断で、尿潜
血（±）、クレアチニン 1.16mg/dl と人間ドック学会の判定区分では B
判定、C判定だった。人間ドック受診時から腹部超音波検査にて腎臓
以外に所見を認めていた為、オプション検査として腹部超音波検査を
追加していた。結果、早期の腎細胞癌の発見につながった。定期健康
診断で尿潜血（±）・腹部超音波検査未受診者の判定区分の取り扱いを
当院で見直すことにした。
【結果】この症例に関しては、定期健康診断時での腹部超音波検査が
有用であった。
【考察】定期健康診断の基本受診項目では、軽度異常または経過観察
であった。しかし、腹部超音波検査を行ったことにより、腎腫瘤が認
められ、再検査・精密検査となった。尿潜血B判定、クレアチニンC
判定の場合であっても、総合的に判断し、再検査に腹部超音波検査を
行うことが望ましいと考えられた。
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2-5-08
尿蛋白測定試験紙（±）症例における腎機能低下関連因子につい
て～第6報；関連因子による危険度スコア化の試み～
（一社）新潟縣健康管理協会

○田
た な か

中　一
かずなり

成　　清水不二雄　　笠井真由美　　上村　由紀
　山本　　晃　　福田　祐明　　松浦　恵子　　村山　　実
【目的】我々は当学会にて尿蛋白（±）症例における腎機能低下関連因
子につき連続して報告してきた。今回は既報の多変量 Logistic 並びに
Cox 回帰分析結果により得られた各因子のオッズ比（OR）、ハザード
比（HR）と高度危険因子の層別化とに基づくリスクスコア作成を試
みた。
【方法】スコア化には 2008-2016 年の当協会受診者から尿蛋白（1+）
以上と検査値欠損例とを除外した 26385 名（男性 15497 名、女性
10888 名）を対象とした。既報の各危険因子の関連度に応じたスコア
化に加えて年齢、BMI、尿酸値については層別のスコア化〈暫定ス
コアは各々 0-6,0-3,0-3 点〉も併せ試みた。その適合度・予測能につい
ては ROC曲線の曲線下面積（AUC）により検討し、カットオフ値は
Youden Index（YI）により選定した。また予備的に将来発症予測能
についても検討した（対象 2008、2016 両年受診者 4750 名）。解析ソ
フトとして IBM SPSS（Ver.22）を用いた。
【成績と考察】前年度得られた危険因子の OR、HR によるスコア化
への試みではAUCが 0.643 と満足すべき結果は得られず、高いOR、
HRを示した BMI、尿酸に加えて年齢の層別化による配点でAUCは
約 20% 増加した。また eGFR の不安定性から、eGFR の異常範囲を
55 未満とすることにより、AUCの増加〈約 4%〉が認められた。一
方尿蛋白（±）の不安定性にも配慮し期間内に複数回（±）を呈した症例
のみを（±）例とした検討結果では著差を認めなかった。現時点での暫
定配点による最高AUC値 0.798（95％信頼区間；0.783 ～ 0.814）を示
すカットオフ値はYI により 6.5 で感度 78％、特異度 70%前後が見込
まれる。また 8年後腎機能低下への予測能についての感度、特異度は
52%、90%であり実用化には改善を要する。今後層別範囲と配点の小
修正を加え精度を上げていくことや、他施設の症例での検証が必要で
ある。
【結論】尿蛋白（±）と併存する関連因子による腎機能低下リスクスコ
アの開発により、ごく早期の腎障害検出の可能性が示された。

2-5-09
当財団における人間ドック健診の「随時尿」から「早朝尿」に
変更して
沖縄県健康づくり財団　健診部　

○宜
ぎ ぼ

保　繭
ま ゆ こ

子　　東江　栄喜　　照屋八生美　　久場　睦夫
＜目的＞「新鮮尿検査」が原則である尿の定性検査は、食後 2時間以
上を経て、激しい運動をしなければ随時尿でもよいが、一般には早朝
起床直後（早朝第一尿）が最適であると臨床検査法提要に記載されて
いる。当財団の人間ドック健診の尿検査は、平成 23 年 3 月まで来所
後の「随時尿」で検査を行っていたが、平成 24 年 4 月より自宅採取
の「早朝尿」に変更した。　今回、「随時尿」と「早朝尿」での尿蛋
白と尿潜血の有所見率に変化を認めたため報告する。＜対象と方法＞　
平成 20 年度から平成 27 年度に当財団の人間ドックで尿検査を実施し
た、延べ 121,798 名（男性　60,976 名、女性　60,822 名）を対象に、
平成 20 年度～平成 23 年度の随時尿（59,843 名）と平成 24 年度～平
成 27 年度の早朝尿（61,955 名）の尿蛋白、尿潜血の有所見数および
有所見率を年度別に集計した。なお、尿蛋白、尿潜血ともに、1＋以
上を有所見とし、早朝尿採取にはニットーボーメディカル株式会社の
沈渣スピッツキャップ付を使用した。＜結果＞随時尿における有所見
率は、蛋白 4.9％～ 5.4％、潜血 13.8％～ 16.8％、早朝尿における有所
見率は、蛋白 1.7％～ 1.8％、潜血 4.5％～ 5.6％であった。男女別にみ
ると、随時尿における有所見率は男性が蛋白 6.3％～ 6.7％、潜血 7.0％
～ 9.2％、女性は蛋白 3.5％～ 3.9％、潜血 21.2％～ 24.1％であった。早
朝尿における有所見率は男性が蛋白 2.5％～ 2.6％、潜血 2.3％～ 3.2％、
女性は蛋白 0.8％～ 1.0％、潜血 6.6％～ 8.1％であった。＜結語＞随時
尿から早朝尿に変更した結果、尿蛋白有所見率および尿潜血有所見率
は有意に低下した。早朝尿は個人の安静状態を反映し、濃縮され尿成
分の保存も良いといわれている。今回の有所見率の低下は、運動後の
血尿や起立性蛋白尿を除外できたためと思われる。早朝尿にすること
により、偽陽性や不要な再検査に伴う心理的な負担を回避できるため
早朝尿での検査が有用であると思われた。

2-5-10
甲状腺機能刺激ホルモンと慢性腎臓病罹患・発症の関係
虎の門病院　健康管理センター

○戸
と だ

田　晶
あ き こ

子　　本田　律子　　加藤　昌之　　天川　和久
　岩男　暁子　　陣内　由紀　　若林真理子　　辻　　裕之
　原　　茂子　　荒瀬　康司
【目的】腎機能低下例で甲状腺機能低下症が散見されるが、甲状腺ホ
ルモンが腎機能に及ぼす影響についての知見は少ない。今回我々は慢
性腎臓病（CKD）への甲状腺機能の関与に関して検討した。【方法】
2013 年に当院人間ドックを受診した 16,625 人を対象として甲状腺刺
激ホルモン（TSH）と CKD罹患の関連を横断的に、2013 年と 2016
年の両年を受診した 9,290 人を対象としてTSHと CKD発症の関連を
縦断的に、多変量ロジスティック回帰分析を用いて解析した。交絡因
子として年齢、性別、肥満、高血圧、脂質異常、高尿酸血症、尿蛋
白陽性、尿潜血陽性を調整、縦断解析ではこれらに加えて推定糸球体
濾過量（eGFR）を調整因子とした。なお、eGFR ＜ 60mL/min./1.73 
m2 を CKDと定義した。【成績】TSH正常下位 （TSH 0.54-2.40 mU/
L）を基準とした横断解析にてCKD罹患のオッズ比はTSH低値 （TSH 
＜ 0.54 mU/L）、正常上位 （TSH 2.40-4.26 mU/L）、高値 （TSH ＞
4.26mU/L）で各々 0.609 （95% CI 0.452-0.821, p : 0.001）, 1.492 （95% 
CI 1.332-1.672, p ＜ 0.001）, 1.900 （95% CI 1.568-2.302, p ＜ 0.001）と
TSHが上昇するに従ってCKD罹患率は有意に増加していた。縦断解
析では３年間のCKD発症のオッズ比は、同様にTSH正常下位 （TSH 
0.54-2.40 mU/L）を基準としたところ、TSH低値 （TSH ＜ 0.54 mU/
L）、正常上位 （TSH 2.40-4.26 mU/L）、高値 （TSH ＞ 4.26mU/L）で
各々 0.903 （95% CI 0.505-1.614, p : 0.731）, 0.861 （95% CI 0.662-1.119, 
p : 0.264）, 1.578 （95% CI 1.016-2.451, p : 0.042）と、TSH高値 （TSH 
＞ 4.26mU/L）は３年間のCKD発症の有意な独立した危険因子であっ
た。【結論】TSH上昇と CKD罹患は有意な正の相関を認めた。TSH
低値 （TSH ＜ 0.54 mU/L）は CKD発症と有意な関連を認めなかった
が、TSH高値 （TSH ＞ 4.26mU/L）は CKD発症と有意な正の相関を
認めた。これより甲状腺機能低下は CKD発症の有意な危険因子であ
る可能性が示唆される。

2-5-11
健診尿中に 2,8-DHA 結晶が見られた APRT 欠損症の 1 例
原三信病院　臨床検査科1

原三信病院　健康管理センター2

○松
まつたに

谷　聖
せ い や

夜 1　　和佐野智美 1　　城成　加奈 1　　二宮美由紀 1

　荒川　千夏 1　　菅　　理恵 2　　原　　直彦 2　　奥村　雄三 2

【はじめに】2,8-DHA（ジヒドロキシアデニン）結晶は常染色体劣性遺
伝のプリン代謝異常であるAPRT（アデニンホスホリボシルトランス
フェラーゼ）欠損症の尿中に析出する結晶である。2,8-DHA結晶は難
溶性で尿路結石や尿細管沈着による腎障害の原因となりうる。APRT
欠損症は食事療法や薬物による治療が可能であり、早期発見・早期診
断が重要である。今回我々は健診の尿沈渣にて 2,8-DHA結晶が見ら
れAPRT欠損症と診断した１例を経験したので報告する。【症例】症
例は 54 歳の男性で、2017 年 12 月に当センターの人間ドックを受診
した。尿沈渣中に内部が車軸状を呈する黄褐色の円形結晶を多数認め
た。結晶は 60℃加温では溶解せず水酸化カリウムで溶解した。形態お
よび性状から 2,8-DHA結晶と判断した。検尿は結晶析出以外に異常は
なく、採血結果にも異常は認めなかった。腹部超音波検査にて左腎臓
に 11mmの腎結石を認めた。本症例には 20 代からの頻回な尿路結石
症の既往があった。家族歴では同胞４名中 2名の兄および両親には尿
路結石は認めないが、姉には 10 代からの頻回な尿路結石、20 代から
繰り返す尿路感染症の既往があり、27 歳時に膀胱尿管逆流症・右萎縮
腎の診断で右腎摘出術を受けた。姉は現在慢性腎障害と高血圧にて治
療中である。【経過】APRT欠損症の診断には 2,8-DHA 結晶の確認、
結石の赤外線分光分析とともにAPRT活性の測定や遺伝子解析が必
要である。しかしAPRT活性測定と遺伝子解析は現在商業ベースで
は依頼できないため、本症例は尿中プリンヌクレオチド代謝産物異常
により診断するメタボローム解析によってAPRT欠損症と診断した。
遺伝子解析に関しては現在検討中である。なお、本症例は最近 8年間
は排石なく、現在無症状であるため治療は希望されなかった。【結語】
健診の尿沈渣が契機となり診断できた症例である。尿沈渣の注意深い
観察の必要性を再認識した症例であった。
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2-5-14
特定保健指導参加者のその後の生活習慣と健診データの推移～
オリジナルの特定保健指導を導入しての効果～
東海大学　医学部　付属病院　健診センター1

東海大学　医学部　看護学科　公衆衛生看護学科2

○岩
いわもと

本　豊
と よ こ

子 1　　錦戸　典子 2

【目的】当健診センターにおけるオリジナルの特定保健指導効果の検
証の一環として、1年後の保健指導の遵守状況、減量成功の可否、検
査データとの関連を明らかにする。【方法】2011 年 4 月から 4年間に
行った特定保健指導において、「朝の体重測定」「ひと口ずつ食べる」
「こまめに動く」の 3項目の指導を受けた 140 名（積極的支援 64 名、
動機づけ支援 76 名）を対象とした。3項目の遵守状況と 1年後の 3％
以上の体重の減量成功の可否に関連が見られるか、χ 2検定により検
討した。また、3％以上の減量成功群と不成功群の 2群に分け、それ
ぞれ１年後の検査データ（血圧、GOT,GPT, γ -GTP、血糖、HbA1C、
HDL-C、LDL-C、TG）が初年度と比べて改善されたか、対応のある t
検定を用いて検討した。【結果・考察】保健指導 3項目の遵守状況と
減量成功の可否との関連について検討したところ、3項目全て遵守し
た 16 名中 10 名（62.5％）が 3％以上の減量に成功しており、同様に、
2項目の遵守では 69.2％、1 項目の遵守では 44.7％、全く遵守無しで
は 21.6％が減量に成功した（p＜ 0.05）。有意差が見られたことから、
オリジナルの保健指導は 3％以上の減量に一定の効果があることが示
された。但し、3項目遵守していたにもかかわらず 3％の減量に至ら
なかったものや、遵守項目ゼロの中にも 3％減量成功者がいたことか
ら、これらの 3項目以外にも減量に関連する要因があったことも明ら
かであり、今後は、3項目を基本としつつ、更に個々の状況にあった
保健指導を探求したい。なお、先行研究と同様に、本研究でも 3％以
上減量成功群においては、9項目の検査データ全てに 1年後に有意な
改善が認められており、3％減量成功の可否は健康度の改善指標とし
て有用と考えられた。【結論】オリジナル保健指導 3項目は、1年後の
3％以上減量に有効性が高いことが示唆された。

2-5-15
特定保健指導の積極的支援対象者が初めての積極的支援を終了
した過程～健康認識と行動の変容に焦点をあてて～
東京慈恵会医科大学附属病院　新橋健診センター1

東京慈恵会医科大学医学部看護学科2

○佐
さ と う

藤さとみ 1　　細坂　泰子 2

【目的】特定保健指導の積極的支援対象が、特定保健指導を受診し半
年間の指導を終了した過程を明らかにすることとした。【研究方法】
質的帰納的研究。関東の 2健診施設にて積極的支援を終了し、同意を
得られた半年以内の研究対象者に属性等の情報収集、半構造化面接を
1回実施した。逐語録を作成し、特定保健指導を受診することを決意し、
終了に至る過程を表す言葉や単語から質的帰納的分析を行った。研究
者が所属する倫理委員会の承認を受けた。【結果】対象者 13 名（男性
11 名 ･ 女性 2 名）、平均年齢 53 歳、インタビュー平均時間 70 分。分
析の結果 8カテゴリー、21 サブカテゴリーが抽出された。特定保健指
導を終了した過程では、【支障を感じない現状の生活】【自覚はしてい
る身体の変調】【身体の変調を改善するために特定保健指導に取り組
む決意をする】【特定保健指導を契機に変わっていく心構え】【試行錯
誤を重ねつつ自分にあったやり方を見出す】【目標達成への道しるべ
となった医療者とのやりとり】【終了したことでの緩みがありつつも、
根付き始める新しい生活と健康への向き合い方】が抽出され、全ての
根底に【自分の生き方を貫けるよう、健康を整える力を養い続ける】
というカテゴリーが抽出された。【考察】対象者が身体の変調を感じ
る時期を逃さず、医療者が生活に合わせた情報提供や目標立案を支援
したことで、対象者の主体的な実践につながることが考えられた。ま
た対象者は健康を整える力を保持しており、それらを生活実践に生か
せる支援の重要性が推察された。【結論】本研究での対象者は、現状
の生活に支障を感じはしないが身体の変調を自覚することで、特定保
健指導に取り組む決意をしていた。そして、気持ちの揺らぎを感じつ
つも医療者とのやりとりや元々対象者が持っている、健康を整える力
によって自分に合ったやり方を見出し、終了後も新しい生活と健康へ
の向き合い方が根付き始めていた。

2-5-12
当会における多発性嚢胞腎の疫学とスクリーニングに関する検
討
医療法人社団　同友会　春日クリニック1

医療法人社団　同友会　深川クリニック2

○吉
よしもと

本　貴
たかのぶ

宜 1　　高谷　典秀 1　　赤沼真由美 1　　荒井　清美 1

　森田　好彦 1　　渡辺　由貴 1　　太田秀二郎 1　　高谷　純司 2

　高谷　雅史 1

【目的】
常染色体優性多発性嚢胞腎（ADPKD）は最も頻度の高い遺伝性腎疾
患であり、約半数が末期腎不全に陥り透析に至るとされている。近年
は治療法の進歩や難病医療費助成制度の対象疾患に認定されたことで
も注目されており、当施設の健康診断においてADPKDの現状と適切
なスクリーニング手法について調査した。
【方法】
2017 年 4 月から同年 12 月までに当施設の人間ドックと来院健診で腹
部超音波検査を受けた 35,887 名において腎嚢胞の数に着目してスク
リーニングを行った。ADPKDが疑われた受診者に対して追加の問診
と精密検査目的の受診勧奨を行い、その結果を元に検証を行った。
【結果】
集計期間中の受診者においてADPKDの有病率は 10 万人あたり 78 人
～ 164 人程度と推定され、今回のスクリーニング法による陽性的中
率は 41.2％だった。本人の病歴では肝嚢胞と高血圧が、家族歴では
ADPKDと透析の他に脳出血が特に多かった。今回ADPKDと判明し
た受診者の中で、腎臓の超音波検査所見で腹部超音波健診判定マニュ
アルの要医療判定区分に該当した者は約 1割に限られた。
【考察】
今回の調査でADPKDの有病率はこれまで本邦で一般的に言われて
いた頻度（10 万人あたり約 25 人）よりかなり高く、潜在的な患者が
多い現状が示唆された。その一方で現在の健診判定マニュアルでは
ADPKDのスクリーニングに十分ではないが、新たに腎嚢胞の数によ
る基準を設けることで健康診断の機会に早期に発見し治療に繋げるこ
とが可能である。

2-5-13
特定保健指導の実施率向上のための取り組み　−全国健康保険
協会との協同企画−
医療法人社団　新虎の門会　新浦安虎の門クリニック

○菅
すがわら

原　叶
か な こ

子　　高野　真衣　　上野允理耶　　大澤　唯称
　齊藤　華子　　白田千佳子　　根志　繭子　　大前　利道
　大前　由美　　沼本美由紀
【目的】平成 29 年度、全国健康保険協会　千葉支部（以下協会けん
ぽ）と協同し、特定保健指導の利用率 100％を目指し、実施率向上の
ための取り組みを開始した。その効果について述べる。【対象】平成
29 年度に当院で健診を受診した協会けんぽの特定保健指導該当者【方
法】28 年度、29 年度の協会けんぽ 40 歳以上の受診者から積極的・動
機づけ該当者を抽出。その中から上半期（4～ 9月）に初回面談を行っ
た人数の割合と、そのうち予定期間内に実績評価を行った人数の割合
を算出し、特定保健指導実施人数を比較する。【結果】28 年度上半期
に特定保健指導を開始したのは積極的支援該当者 492 名のうち 67 名
（14％）、動機付け支援該当者 248 名のうち 45 名（18%）。そのうち予
定期間内に実績評価ができたのは、積極的支援 21 名（31％）、動機付
け支援 14 名（31％）。29 年度は積極的支援該当者 515 名のうち 459 名
（89％）、動機付け支援該当者 287 名のうち 255 名（89％）。そのうち
予定期間内に実績評価ができたのは、積極的支援 152 名（55％）、動
機付け支援132名（87％）。29年度は28年度に比べ初回支援人数が6倍、
実績評価人数が 8倍に増加した。【考察】特定保健指導の実施率が大
幅に向上したのは、次のような取組みが寄与したと考える。初回面談
については、1. 原則支援を実施する旨を伝える 2. 健診コース確認時、
特定保健指導の事前説明を行う、などが挙げられる。継続支援につい
ては、1. 支援パターンを増やした（支援方法を電話、手紙に加え新た
にメールを用意したなど）2. 手紙は返信率が上がるようデザインやレ
イアウトを変更した 3. 連絡引継ぎ表を作成し、継続支援時の確認事項
を減らした、などが挙げられる。支援開始した方々を離脱させずに実
績評価まで行うことが現時点での課題であり、引き続き様々なツール
で支援を行い、疾病予防に貢献していきたい。
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2-5-16
特定保健指導積極的支援を 2 年連続して受けることの効果
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1

社会福祉法人　聖隷福祉事業団　保健事業部2

○若
わかすぎ

杉　　愛
あい

1　　新村由美子 1　　橋本千津子 1　　大沼　朱美 1

　鳥羽山睦子 2　　武藤　繁貴 1　　福田　崇典 2

【目的】2年連続して積極的支援を受けることは検査データや生活習
慣に効果があるのかを明らかにする。【方法】対象は 2014 年度、2015
年度と連続して当センターで特定保健指導（以下、特保）積極的支援
を受け、2016 年度特定健康診査（以下、特健）を受診した全 99 名。
2014 年度と 2015 年度特健時（1回目の特保による効果）、2015 年度と
2016 年度特健時（2回目の特保による効果）、2014 年度と 2016 年特健
時（2年間の効果）の検査項目と問診項目を比較。検査項目は体重、腹囲、
BMI、血圧、中性脂肪、HDLコレステロール、空腹時血糖、問診項目
は喫煙、食事、飲酒、運動、睡眠を調査。【結果】有意な改善がみら
れた項目、問診項目において改善した割合は以下である。（1回目の特
保）問診項目 :「1 回 30 分以上軽く汗をかく運動週 2回以上、1年以
上実施」10.53％（p ＝ 0.039）、「朝食を抜くことが週 3回以上」40％
（p＝ 0.031）、「お酒を飲む頻度」47.43％（p＜ 0.001）。（2回目の特保）
検査項目：体重－ 0.52 ± 2.30kg（p ＝ 0.027）、腹囲－ 0.63 ± 2.84cm（p
＝ 0.029）、中性脂肪－ 17.62 ± 70.18mg/dl（p ＝ 0.014）。問診項目：「お
酒を飲む頻度」37.42％（p＜ 0.001）、「食べる速度」10.73％（p＜ 0.001）。
（2年間の効果）検査項目：中性脂肪－ 29.70 ± 88.12mg/dl（p ＝ 0.001）。
問診項目：「1回 30 分以上軽く汗をかく運動週 2回以上、1年以上実施」
13.16％（p＝ 0.039）、「お酒を飲む頻度」33.58％（p＜ 0.001）。【考察】
改善した項目は、取り入れやすいことが分かり、引き続きその必要性
を提案していく。改善しなかった喫煙、間食、遅い時間の食事等は支
援の強化が課題。利用者の性別や年齢、指導者の経験年数、特保の実
施の有無による効果の比較も検討が必要。【結論】体重、腹囲、中性脂肪、
運動習慣、朝食をとる習慣、飲酒頻度、食べる速度に関し有意差がみ
られ、継続した支援が検査データ、生活習慣の改善に影響を与えると
分かった。

2-5-17
特定保健指導における中断者の特徴の検討
一般財団法人淳風会　淳風会健康管理センター

○田
た な べ

辺　宏
ひ ろ み

美　　大原　彩実　　大橋　敦子　　遠藤　恵子
　佐田　伸夫　　安達　倫文　　光宗　皇彦　　市場　俊雄
　井上　和彦　　清水　信義
【目的】特定保健指導において、服薬開始や資格喪失、音信不通（拒
否）等の理由で支援中断となる対象者がいる。中断者の特徴を明らか
にし今後の指導に活用することを目的とした。【対象・方法】平成 29
年 4 月から同年 12 月までに初回面談を実施し、平成 30 年 1 月までに
支援が完了または中断となった 253 名に対して完了者と中断者の比較
を行った。健診結果については t 検定、その他項目についてはｘ 2検
定を用い、有意水準は p＜ 0.05 とした。【結果】中断率が人間ドック
当日実施 28.8%、後日実施 7.3% と有意な差があった。また、当日実施
において、指導者の経験年数が 5年未満では 5年以上と比べ中断者が
多く（40.2％、19.0％、p ＜ 0.01）、5 年未満の中断者は 5 年以上に比
べ関心期が多かった（49.0％、22.2％、p ＜ 0.05）。喫煙状況に関して
喫煙者は中断者（59.0％）に多く、やめた者は完了者（25.7％）に多かっ
た（p＜ 0.01）。また欠食の有無では、欠食ありの者は完了者（43.1％）
に比べ中断者（55.1％）に多い傾向にあった（p＜ 0.1）。【考察】指導
年数が少ない指導者に中断者が多いことから、指導年数が多い指導者
に比べ初回時の動機付けや説明が不十分であると考えられる。当日
実施よりも後日実施の中断率が低いことから当日実施における対象者
側の精神的・スケジュール的準備不足もあると予想する。よって、初
回時の動機付けがより重要である当日実施を指導年数が多い指導者が
行うことが中断率を下げることに繋がると示唆される。また中断者の
特徴として喫煙者および欠食がある者が多いことから、このような習
慣がある対象者については中断しないための工夫が必要であると考え
る。

2-5-18
特定保健指導による 3 か月後減量成功者の実態を探る
聖隷予防検診センター1

聖隷福祉事業団　保健事業部2

聖隷健康診断センター3

○土
つ ち や

屋易
い ず み

寿美 1　　足立　美幸 1　　藤城　龍子 1　　鳥羽山睦子 2

　森　　厚嘉 1　　武藤　繁貴 3　　福田　崇典 2

【目的】特定保健指導による 3か月後減量成功者の実態を明らかにす
る。【対象】2008 ～ 2016 年度リピーターを除く人間ドック当日特定
保健指導（以下特保）、積極的支援を実施、最終評価まで完了し、翌
年度特定健康診査（以下特健）を受診した 1031 名（女性 70 名、男性
961 名）。【方法】本研究は縦断的観察研究である。初回面談終了から
3か月後時点で、体重 2.4％以上減少かつ同体重と同じ値の腹囲以上の
減少している者を成功群、減少していない者を非成功群の 2群に分類
した。問診データ（食生活、運動、睡眠、ストレス、労働、喫煙、飲酒、
行動変容ステージ）、行動計画について調査・検討を行った。統計解
析は t検定、カイニ乗検定、McNemar の検定を行った。【結果】成功
群は 20.4％、非成功群は 79.6％であった。成功群のうち 6か月後も減
量維持できた者は81.4％、翌年度特健まで維持できた者は64.3％であっ
た。初回面談時の腹囲、BMI は両群に有意差はなかった。問診デー
タでは、「タバコを吸っている」成功群 31.9％、非成功群 48.0％（p＜
0.001）「腹八分目にしている」成功群 42.4％、非成功群 51.4％、「スト
レスがたまっている」成功群 39.0％、非成功群 46.7％（p ＜ 0.05）で
有意差がみられた。3か月後問診データの変化は、成功群では「就寝
前 2時間以内に夕食をとることが週 3回以上ある」34.3％→ 27.1％、「1
日 2合以上飲酒をする」32.4％→ 27.6％（p＜ 0.05）で有意に減少、「飲
酒をしない」31.4％→ 35.7％（p＜ 0.05）「日常生活において歩行また
は同等の身体活動を 1日 1時間以上実施している」29.0％→ 40.0％（p
＜ 0.001）で有意に増加した。行動計画達成度 70％以上の者は 1か月
後成功群 65.5％、非成功群 49.0％、3 か月後成功群 71.1％、非成功群
43.1％（p＜ 0.001）で有意差がみられた。【結語】3か月後の減量成功
者は約 20％であった。夜遅い食事、飲酒を控え、日常生活の活動量を
増やす支援が効果的であることが示唆された。

2-5-19
特定保健指導初回面談の健診当日実施への取り組みと効果の検
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1

特定医療法人財団博愛会　博愛会病院2

○浪
なみうち

内　美
み わ

和 1　　永松はるか 1　　鈴木　　静 1　　小田千恵美 1

　西藤　亮子 1　　橋本　俊彦 1　　那須　　繁 2

【目的】当施設では、2013 年度より受診当日に特定保健指導案内がで
きるよう業務の見直しを行い、件数を増やしている状況である。今
回、特定保健指導実施状況とその結果について分析し現状と今後の課
題について検討した。【対象 ･ 方法】2013 年 4 月から 2017 年 3 月末
日までに当施設を受診した特定保健指導契約健康保険組合加入者のう
ち、受診当日に特定保健指導に案内した 704 名（男性 670 名、女性 35
名、平均年齢 47.67 歳）を当日群、後日案内実施の 376 名（男性 316
名、女性 60 名、平均年齢 47.54 歳）を後日群とし、業務改善に伴う
特定保健指導実施率の変化、継続率、評価修了者の体重 ･腹囲 ･行動
変容レベルの変化について比較した。【結果】業務改善内容は、契約
健保把握のシステム作り、階層化作業分担化、専用ファイルによる運
用、保健師増員である。特定保健指導実施率は 2013 年度は当日群 56
名（35.9％）、後日群 20 名（15.3％）、2016 年度は当日群 145 名（64.7％）、
後日群 1名（1.8％）、継続率は 2013 年度は当日群 39 名（69.6％）、後
日群 17 名（85.0％）、2016 年度は当日群 91 名（62.8％）、後日群 0 名
であった。4年間の特定保健指導実施率は当日群 46.7％、後日群 9.8％、
継続率は当日群 61.4％、後日群 67.6％であった。評価修了者のうち、
体重減少率 5％以上は当日群 19.8％、後日群 8.0％、腹囲減少率 5％
以上は当日群 17.8％、後日群 12.0％、行動変容レベル前進は当日群
66.0％、後日群 62.0％であった。【考察】保健師増員だけではなくシ
ステムの活用や他部署との連携により、当日案内実施数を増やす事が
できた。初回面談実施率も上昇していること、評価修了者の体重 ･腹
囲の改善率も当日群の方が高率であったことより、健康への関心が高
まっている受診当日に声をかけることは有効であると考える。但し、
継続率は改善しておらず、当日群 ･後日群とも、対象者の健康意識を
高めるような介入、継続支援が今後の課題であると考える。
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2-5-23
細径内視鏡を用いた上部消化管スクリ−ニング検査後の苦痛に
関する検討
一般社団法人　岡崎市医師会

○山
やまもと

本　智
さ と み

美　　和田　恒哉　　岩出　悦子　　鈴木　祥美
　辻　　彩日　　坂爪　友紀　　加藤きよみ　　中島　幸恵
　番　　郷子　　山田　珠樹
【目的】上部消化管内視鏡を用いたスクリ－ニングは、細径内視鏡に
より検査時の苦痛は軽減されているが、検査後の偶発症についての報
告は少ない。今回、検査後の苦痛状況を明らかにする目的で調査を行っ
たので報告する。【方法】2018 年 2 月に人間ドックとして細径内視鏡
検査を受診した連続 463 名を対象にアンケ－トを行った。検査終了後
から１週間の間に出現した症状とその苦痛度について、調査票に自己
記入後、郵送回収した。苦痛度は Face Rating Scale を用いてスコア
化（0－ 5）した。【結果】調査票の回答がえられた 262 名（平均 60.6 歳、
男性：女性 129：133）について検討した。262 名中 34 名（13％）が
検査後に身体の状態に問題（苦痛）を認めた。症状の内訳は、喉痛 10
名、鼻痛 9名、腹部膨満感 8名、腹痛 6名、下痢 4名、鼻血、食欲不振、
吐気、頭痛が各 3名、発熱 2名、胸痛、嗄声、咳、鼻汁が各 1名（重
複有）であった。特に苦痛の程度が強かったのは、喉痛 2名、鼻痛 2名、
腹部膨満感 2名、食欲不振 2名、吐気 2名であった。苦痛発生までの
日数は当日 17 名、1日後（翌日）10 名（喉痛、鼻痛）、3日後 4名（発
熱、嗄声）、5日後 2名（喉痛、下痢）であった。さらに、苦痛の期間
から「1日を超える苦痛」の 21 名（8％）を高度苦痛群、「1日未満の
苦痛」の 13 名（5％）を軽度苦痛群の 2群にわけて検討した。苦痛の
内訳は、高度苦痛群で喉痛 10 名、腹痛・腹部膨満感 8名、鼻痛 3名、
食欲不振、頭痛、発熱が各 2名、鼻血、胸痛各 1名（重複有）であった。
軽度苦痛群では、鼻痛 6名、腹痛・腹部膨満感 6名、下痢 4名、吐気
3名、鼻血 2名、食欲不振、頭痛が各 1名（重複有）であった。苦痛
のため医療機関を受診した者は 3名（1％）で、喉痛 2名、発熱・頭
痛 1名であった。【結論】検査後１週間の身体状態を調査することで、
検査後に苦痛が継続することが明らかとなった。

2-5-21
新しい経鼻内視鏡用鼻腔麻酔スティックの開発と使用経験− 2
分間鼻腔麻酔法について−
大原ファミリークリニック

○大
おおはら

原　信
のぶゆき

行
【背景と目的】近年、人間ドックおよび検診において健常者に対する
上部内視鏡検査が増加しており、今後、高い安全性と受容性を持つ経
鼻内視鏡の需要が高まることが予測される。しかし、経鼻内視鏡の前
処置は時間と手間を要するため、検査数の多い施設ではその導入に消
極的とならざるを得ないのが実情である。とくに最善の鼻腔麻酔法と
される「スティック 2本法」は 3～ 5分程度の時間と煩雑な手技を要
し、簡易法（スプレー法、スティック 1本法など）では十分な麻酔効
果は得られにくい。そこで、筆者らは短時間で簡便な鼻腔麻酔法の開
発を目指し、新しい鼻腔麻酔スティックを考案した。新スティックの
最大の特徴は挿入部に複数のディンプルを設けたことであり、これに
より高濃度麻酔液（8%リドカイン）を確実に鼻粘膜へ届けることが
可能となった。2017 年 7 月新スティックは薬事認可され販売が開始さ
れた。現在、筆者は新スティックを用いた「2分間鼻腔麻酔法」（2%
キシロカインビスカス 3ml を挿入鼻腔に注入し、1分後 8%リドカイ
ン液を塗布した新スティックを鼻腔に 1分間留置。）を考案し実施し
ている。今回、本麻酔法の有効性を評価するため鼻痛の発生状況を検
討した。【対象と方法】対象は 2017 年 7 月から 2018 年 3 月までに本
麻酔法により経鼻内視鏡を行った 236 例である。検査終了時に被検者
に鼻腔麻酔時・スコープ挿入時・観察中の鼻痛（無痛・違和感のみを「鼻
痛なし」、わずかでも痛みを感じた場合を「鼻痛あり」）について問診
し、本麻酔法の有効性を評価した。【結果】鼻痛の頻度は鼻腔麻酔時 7
例（3.0%）、スコープ挿入時 3例（1.3%）、観察中 1例（0.4%）であった。
ただし、鼻痛ありと答えた症例でも鼻痛の程度は軽微であり検査遂行
上の問題となるレベルではなかった。【結語】新スティックを用いた「2
間鼻腔麻酔法」により短時間で有効な鼻腔麻酔を実現することが可能
となった。

2-5-22
任意型健診（人間ドック）の経鼻内視鏡検査に鎮静は必要か？
重工記念長崎病院　健診センター

○増
ま す だ

田　淳
じゅんいち

一　　下道　久恵　　水野　尚美
【はじめに】当院は三菱重工の企業立病院が出発点であり、平成 29 年
度は任意型健診（人間ドック）を 4153 人、上部内視鏡検査を 3550 人
（2880 人が経鼻内視鏡検査）施行しました。経鼻内視鏡施行率が高い
こともあり、これまで鎮静下内視鏡は行ってきませんでした。しかし
多くの施設で鎮静下内視鏡を施行するようになってくると、徐々に患
者さんからその要望を聞くようになりました。【目的】経鼻内視鏡検
査に鎮静は必要か？受診者の本音を知る。【方法】上部消化管検査施
行した方を対象に鎮静下内視鏡に対するアンケート調査を行いまし
た。対象は男性 67 人、女性 37 人の合計 104 人です。【結果】検査比
率は経鼻内視鏡 84％、経口内視鏡 12％、胃透視 2％でした。経鼻内
視鏡を選択した 88 人の感想は、「とても楽」9％、「やや楽」9％、「普
通」44％、「少しきつい」24％、「とてもきつい」14％の結果でした。
「とてもきつい」が 14％も存在することの意味は、緊張や反射の強い
人がある一定数存在する事が一因と考えました。鼻内視鏡の割合が 8
割を超える当院でも、28％の受診者が鎮静剤希望されていました。次
に検査の苦痛度別に検討すると「1～ 3：比較的楽だった人」は鎮静
剤希望 13.1％、「4 ～ 5：検査がきつかったグループ」の鎮静剤希望
は 48.5％でした。「比較的楽だった人」の中にも鎮静剤希望する人が
13.1％も存在したことは、「さらなる安楽」に対する要求が明らかとな
りました。【考察】経鼻内視鏡は基本的に経口内視鏡よりも安楽に受
けることができる検査ゆえ、これまで鎮静剤投与は不要と考えられて
きました。しかし緊張の強い人、反射の強い人、初めから経鼻内視鏡
しか受けたことがない人も増えてきており、さらなる安楽に対する受
診者の要望が明らかとなりました。任意型健診（人間ドック）に限っ
ては、安全に十分配慮したうえで、本人の希望があれば鎮静剤を使用
した経鼻内視鏡も検討する意義は十分あると考えました。

2-5-20
経鼻内視鏡検査前処置における麻酔薬投与法の検討
淀川キリスト教病院　健康管理増進センター

○大
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久保ひろ子
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　三宅　深雪　　拜原　友里　　友田　貴子
　上野　絢子　　石原　真澄　　柴田友香子　　川崎　雅美
　中西美知江　　藤田　　剛
【目的】当施設の経鼻内視鏡検査前処置では注入法を実施しているが、
女性受診者では苦痛な表情や訴えも少なくない。そこで注入法と同じ
麻酔量で麻酔薬を噴霧するスプレー法の被験者の評価を比較するこ
とを目的とした。【方法】研究に同意が得られた 28 歳から 55 歳の院
内職員女性 10 名に対しクロスオーバー法により両方の前処置を行っ
た。左右の鼻腔に注入法では 2％塩酸リドカインビスカス 4ml を注入
し、スプレー法では 4％リドカイン塩酸塩液 2ml を噴霧した。それぞ
れの方法を実施後に自己記入式問診票にて、痛みや苦しさなどの程度
を「なし」から「耐えられないほどある」の 5段階で評価するとと
もに、満足度及びどちらがより楽かを調査した。【結果】痛みについ
ては、注入法では「痛くない」が 60％、「少し痛い」が 10％、「痛い」
が 30％であったが、スプレー法では「痛くない」が 50％、「少し痛い」
が 40％、「かなり痛い」が 10％であった。苦しさについては、注入法
では「苦しくない」が 30％、「少し苦しい」が 40％、「かなり苦しい」
が 30％であったが、スプレー法では「苦しくない」が 10％、「少し
苦しい」が 40％、「苦しい」が 20％、「かなり苦しい」が 30％であっ
た。満足度については、注入法では「非常に満足」が 20％、「やや満
足」が 40％、「どちらでもない」が 10％、「不満」が 30％であったが、
スプレー法では「非常に満足」が 20％、「やや満足」が 20％、「どち
らでもない」が 20％、「やや不満」が 30％、「不満」が 10％であった。
より楽な前処置としては注入法が 70％、スプレー法が 30％であった。
【結論】痛みはスプレー法がより少なく、苦しさについては注入法が
より少なく、満足度は注入法がより高かった。注入法が「不満」であっ
た 3名は、スプレー法では 1名が同じく「不満」であったが、2名が「や
や不満」で、スプレー法が「より楽」と評価していたことから、注入
法が不満な場合スプレー法を試みてもよいと思われた。

人間ドック　Vol.33　No.2　2018 年218（330）



2-5-24
当院における経鼻内視鏡検査の鼻出血の現状について
医療法人　大宮シティクリニック
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子　　松澤　範子　　西舘美音子　　中島　直美
　柴山かおり　　松久　未来　　梶川　歩美　　中川　　良
　中川　一美　　中川　高志
【目的】経鼻内視鏡の偶発症で最も多いものは鼻出血と報告されおり、
頻度は全国平均で 5～ 6％である。今回、当院での鼻出血の対処法が
有用なのか検討した。【対象】2018 年 1 月 17 日から 2018 年 3 月 31 日。
人間ドックにて経鼻内視鏡実施 2715 名（男性 1571 名、女性 1144 名）。
止血処置を必要とした 162 名（男性 75 名、女性 87 名）。平均年齢 50
歳。【方法】当院ではネラトンカテーテル留置せず前処置を行ってい
る。検査終了後、出血がある場合 0.05％プリビナ液のスティク綿球を
鼻腔に挿入し鼻梁を 1分間圧迫止血する。30 分毎に出血の有無を確認
し止血しない場合は綿球交換している。帰院後も出血が続くときには
耳鼻科受診を勧めている。【結果】鼻出血の発生頻度は 5.97％だった。
処置を必要とした男女比は男性 46.3％、女性名 53.7%。綿球交換回数
は 1 回 133 名（82.1％）、2 回 23 名（14.2％）。3 回以上 6 名（3.7％）。
耳鼻科受診する者はいなかった。各月での出血の程度をみると 11 月
3.8%、12 月 5.3%、1 月 6.0%、2 月 6.7%、3 月 5.6% だった。外気温と
湿度のデータも確認した。11 月 10.5℃・60％、12 月 5.1℃・52％、1
月 3.1℃・47％、2 月 4.4℃・47％、3 月 10.8℃・52％だった。【考察】
止血処置を 2回以内の方が 96.3％、3回以上の方は 3.7% であり対処法
は有用だと言える。また、前処置ではネラトンカテーテル未使用だが
出血の頻度は全国平均値内であるため安全に検査が行えていると考え
る。カテーテル挿入時の物理的刺激がなく苦痛も少ないと言える。女
性の割合が多いのは鼻腔が狭いためと考えられる。秋季から冬季にか
けて気温と湿度の低下に伴い鼻出血は増加傾向にあり、出血には季節
性が示唆される。【結論】当院での経鼻内視鏡時の止血処置は安全に
行われている。鼻出血には季節性も要因の一つと考えられるため引き
続きデータをとり検討していく。

2-5-25
特定保健指導件数増加に向けた当院での工夫
医療法人横浜柏提会　戸塚共立メディカルサテライトクリニック
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美子　　田中　裕子　　桑江まゆみ　　岡田　眞里
　小池真名美
【目的】
当院における特定保健指導件数は、平成 25 年度は 169 件、26 年度は
144 件と減少傾向にあった。当院は、健診当日に結果は出ないが、平
成27年度より健診当日の特定保健指導を開始し、件数増加を期待した。
【方法】
健診前日に、昨年度の健診結果を基に、今年度も特定保健指導の対象
となり得る健診者に印をつける。当日は、腹囲と BMI と血圧を確認
してから初回面接を実施した。2週間程で健診結果を発送後、支援レ
ベルを確認し、特定保健指導を開始とした。初回面接以降も、管理栄
養士と健康運動指導士による無料の健康教室を開催したり、積極的支
援の人には無料の血液検査を一度実施したりと、半年間のフォローも
心掛けた。
【結果】
特定保健指導件数は、平成 27 年度は 224 件（そのうち健診当日 56 件）、
28 年度は 269 件（健診当日 76 件）、29 年度は 331 件（健診当日 109 件）
と増加した。健診当日に特定保健指導を案内した人のうち、34％が積
極的支援もしくは動機付け支援に該当した。昨年度は特定保健指導に
該当していたが、今年度は健診時に改善が見られたり服薬を開始して
いたりと、初回面接の対象にならない人も 14％いた。また、健診時に
特定保健指導を案内しても断る人が 41％いたが、後日郵送にて再度案
内をした。そして、健診当日に初回面接を実施した中には、採血結果
が改善していて特定保健指導に該当しない人も 5％いた。
【考察】
該当しない人もいるが、健診当日の初回面接に取り組むと、特定保健
指導件数増加の要因になると言える。平成 30 年度は、健診当日に初
回面接を受けてくれる人に特典を用意し、実施件数のさらなる増加を
期待している。健診当日という自身の健康へ意識が高い時に声をかけ
たこと、再度来院する必要がなく効率的な支援が出来たことが件数の
増加となり、さらには健康増進へ繋がると考える。

2-5-26
特定保健指導開始者増加への取り組み～スタッフ間で初回面接
導入時の説明内容を統一して～
宮崎総合健診センター
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花　　木戸　博美　　川嶋真理子　　濱田美津子
　尾上恵美子　　阿座上聖史　　宮崎　雅也　　武冨　勝郎
　野俣浩一郎
【目的】当施設では、特定健診当日に初回面接を開始するよう特定保
健指導該当者に対して導入を行っている。
H28 年度特定保健指導未実施者のうち自己管理をしたい、忙しいとい
う理由で断られた割合が未実施者のうち 32.9％と特に多かった。また
スタッフの導入時の関わりで不足している部分があった。対象者のさ
らなる導入に繋がるように説明内容の見直しと統一を行い、特定保健
指導開始者増加への取り組みを報告する。
【対象】H28 年 7 月～ H29 年 3 月（以下H28 年度と略）の特定保健指
導対象者 479 名と H29 年 6 月～H29 年 12 月（以下H29 年度と略）の
特定保健指導対象者 460 名。
【方法】初回面接導入の際に自己管理したい、忙しいことを理由に特
定保健指導開始を断る受診者に対して説明内容を統一する為、フロー
チャートを新たに作成した。そのフローチャートを用いて追加の説明
をし、働きかけを行った。説明内容の統一前後の特定保健指導開始率
と特定保健指導未実施者の理由の変化を比較し検討した。
【結果】特定保健指導開始率は、H28 年度は 7.9％（86 名）であり、
H29 年度 25.5％（117 名）と増加した。未実施者の理由の変化は、自
己管理をしたい：H28 年度 27.2％（106 名）、H29 年度 31.3％ （85 名）。
忙しい：H28 年度 7.7％（30 名）、H29 年度 19.5％（53 名）と断られ
た理由に変化はみられなかった。最初は特定保健指導開始を断ってい
たがフローチャートをもとに追加して説明を行ったことで、特定保健
指導開始した受診者は 2名であった。
【考察】説明内容を統一するためにフローチャートを作成し、スタッ
フ間での現状の振り返りを行った。その結果スタッフが積極的に導入
を行うように意識が変わり、開始率の増加に繋がった。このことから
働きかけで開始した受診者は 2名ではあったが、開始に結びつけられ
たと考える。今後は開始に結びつける為の説明内容のさらなる改善と、
より個別的な関わりを行う必要があると考える。

2-5-27
特定保健指導最終評価時の健診データから見た保健指導の効果
社会医療法人　青嵐会　本荘第一病院　保健センター1

社会医療法人　青嵐会　本荘第一病院　診療部2
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　小助川靖子 1　　三浦智沙斗 1　　小松ひかる 1　　水口　直樹 2

　鈴木　克彦 2　　小松　大芽 2

【目的】平成 28 年度より特定保健指導評価時に従来の評価項目に加え
任意で血液検査を実施している。データの変化より保健指導の効果に
ついて評価する。【対象】平成 28、29 年度に特定保健指導を受け、最
終評価時血液検査を実施した男 75 名、女 25 名。【方法】指導前と評
価時の腹囲、BMI､ 血圧、血中脂質、γ GTP、空腹時血糖を男女別
に比較。統計解析はスチューデントT検定。【結果】指導前、評価時
の平均値は、腹囲が男 91.7 ± 6.8 → 89.4 ± 6.9、女 94.7 ± 8.4 → 92.8
± 8.9cm と男女共有意に低下。低下者は男 77.3％女 80％。ＢＭＩは男
26.4 ± 2.8 → 25.8 ± 2.7、女 28.2 ± 3.2 → 27.4 ± 3.4 で男女共有意に低
下。低下者は男 72％女 76％。収縮期血圧は男 124.7 ± 14.4 → 121.2 ±
11.5、 女 121.1 ± 13.5 → 117.2 ± 14.6 mmHg で男のみ有意に低下。低
下者は男 54.7％女 64％。拡張期血圧は男 78.6 ± 10.6 → 77.3 ± 10.1、
女 76.2 ± 10.1 → 74.2 ± 11.8 mmHg に低下したが男女共有意ではな
かった。低下者は男女共 56％。中性脂肪は男 211.3 ± 132.3 → 155.2
± 120.0、女 158.8 ± 90.1 → 110.6 ± 43.1mg/dl で男女共有意に低下
した。低下者は男 77.3％女 72％。HDL コレステロールは男 51.1 ±
11.2 → 56.0 ± 12.7 、女 59.7 ± 13.4 → 64.1 ± 14.8 mg/dl で男女共に有
意に上昇。上昇者は男 72％女 60％。γ GTP は男 70.1 ± 74.3 → 59.8
± 55.1 、女 48.6 ± 57.2 → 41.0 ± 49.7 U/L で女のみ有意に低下。低下
者は男 62.7％女 68％。空腹時血糖は男 103.8 ± 9.7 → 105.9 ± 10.6 に
上昇、女 102.8 ± 11.1 → 99.8 ± 7.7 mg/dl と低下したが男女共有意差
はなかった。低下者は男 38.7％女 56％であった。【考察】腹囲、BMI、
中性脂肪、HDL コレステロールは男女共有意に改善、収縮期血圧は
男のみ、γGTPは女のみが有意に改善し、保健指導の効果と考える。
最終評価時の血液検査は、対象者にとって今後のセルフケアの継続を
後押しする機会である。また、指導者は指導効果を客観的に評価でき、
指導の質向上にも繋がると考える。
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2-5-30
特定保健指導を 2 年連続して受ける効果について
福岡和白総合健診クリニック
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【目的】当健診クリニックでの連続した保健指導の効果を検討する。【対
象・方法】当院にて 2015 年度の特定保健指導を受け、2016 年度でも
保健指導対象者となった者の中で、2017 年度に健康診断を受診した
222名を対象とした。2016年度に保健指導を受けた者を介入群（166名、
平均年齢 49.0 歳、男性 85.5％、女性 14.5％）、受けていない者を対象
群（56 名、平均年齢 50.0 歳、男性 82.1％、女性 17.9％）とする。2群
の 2015 年度、2016 年度、2017 年度の健康診断データ（腹囲、BMI、
TG、HDLコレステロール、LDLコレステロール、空腹時血糖、収縮
期血圧、拡張期血圧）を比較検討し、連続した保健指導の効果を検討
した。【結果】1）2015 年度と 2016 年度の健診データを比較すると、
介入群では LDL コレステロールが有意に改善していたが、BMI、血
糖値は逆に悪化していた。2）2016 年度と 2017 年度の健診データを比
較すると、介入群では BMI、腹囲、HDLコレステロールが有意に改
善し、LDLコレステロールは悪化していた。対象群では、拡張期血圧、
HDLコレステロールが有意に改善し、LDL コレステロールは悪化し
ていた。3）2015 年度と 2017 年度の健診データを比較すると、介入群、
対象群ともにHDLコレステロールと最低血圧が有意に改善していた。
【考察】BMI と腹囲は 1回の介入ですぐには改善がみられなかったが、
2年連続して介入することで改善傾向がみられたことから、継続した
支援が重要であることが分かった。2回目の介入の有無にかかわらず
LDL コレステロールは悪化し、HDLコレステロールと拡張期血圧は
改善している為、今後は介入群、対象群それぞれの変化の要因を検討
し、2年目の指導の際のアプローチ方法を検証していく必要がある。

2-6-01
心電図自動診断の精度評価ならびに有用性向上に関する研究−
第２報
国際医療福祉大学　三田病院　心臓血管センター／予防医学センター1

心電図自動診断を考える会2
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雄 1　　八島　正明 2　　渡邉　英一 2　　高橋　尚彦 2

　池田　隆徳 2　　笠巻　祐二 2　　住友　直方 2　　植田　典浩 2

　森田　　宏 2　　平岡　昌和 2

【背景】自動診断による心電図評価は、臨床の場において広く用いら
れているが、実際には計測結果や診断精度への不満・疑問に加え、メー
カーにより所見名・診断名の表記が統一されておらず、計測や診断の
アルゴリズムも異なるなど、多くの問題点が指摘されている。その喫
緊の改善と対策を目的とした有志による研究会活動の第２報として、
今回は所見名・診断名に用いられている用語の適否について具体的に
検討を行った結果を報告する。【目的と方法】心電図自動診断におい
て所見名や診断名として用いられている用語は、心電計メーカーに
よってその表記法がまちまちで、臨床現場における混乱の一因になっ
ている。そこで、これらの用語を多くの心電図専門家の眼で一から見
直し、よりシンプルで分かりやすい表記法に統一するための提言を行
うことを目的とした。また難解な用語や紛らわしい表現に関しては、
簡単な解説文を併記することを試みた。【成績】（1）先ず自動診断に
用いることを推奨する用語として、軸偏位や ST-T 変化などの所見名
24 項目、各種不整脈や心筋梗塞などの診断名 96 項目を選定した。（2）
時計回転、反時計回転など実際には臨床的意義が低いか明確でない 11
用語に関しては、自動診断用語としては推奨しないこととし、その理
由を別途記載した。（3）所見名に関しては、一般的に用いられている
基準値とその臨床的意義を併記し、（4）診断名に関しては、より分か
りやすい表記法に統一するとともに、その診断根拠や心電図変化の特
徴を解説することとした。 【考察】心電図自動診断は既に様々な場面
で広く利用されており、急な用語の変更は現場の混乱を招く恐れもあ
るので、これを直ちに心電計に標準装備することを求めるものではな
い。今回の提言はあくまでエキスパートコンセンサスとして公表する
もので、これが今後心電図自動診断の有用性をさらに高めるための指
針の一つになることを期待する。

2-5-28
体組成測定を導入した特定保健指導の取り組み 第２報
地方独立行政法人　新小山市民病院　予防医学センター
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【はじめに】昨年、本学会にて体組成計測定を用いた保健指導は、受
診者の改善経過やモチベーョンの維持に有効であり指導者側において
も有効な保健指導ツールであることを述べた。その後も継続的に活用
し良好な実績を得たので報告する。【目的】　動機づけ支援・積極的支
援の指導ツール指導日に体組成計測定を実施し、その有効性を継続的
に検証する。【方法】　2017 年保健指導者 172 名のうち動機づけ支援者
100 名に初回と 6か月後、積極的支援者 72 名について初回から最終面
接日の各指導前に身長・体重・腹囲・血圧測定とタニタのマルチ周波
数体組成計MC-780A 体組成計検査機器を使用し筋肉量皮下脂肪量・
基礎代謝量・内臓脂肪量測定を実施。結果表をもとに面接方式で保健・
栄養指導を行い有効性を検討する。【結果】動機づけ支援者 100 名（年
齢 40 歳～ 72 歳 平均年齢 63 ± 10.6 歳）のうち最終評価終了者 22 名
の結果は、全指導日に体組成計実施者 18 名（体組成計測定率 82％）
において減量達成者は 9名（41％）だった。うち 3％減量者 3名、指
導脱落者 0名だった。積極的支援者 72 名（年齢 45 歳～ 63 歳平均 56
± 6.8 歳）のうち最終評価修了者 17 名の結果は、全指導日に体組成計
実施者 13 名（62％）において減量達成者 8名（47％）うち 3％減量者
が 1名（13％）だった。（体組成計測定率 76％）指導脱落者 0名だった。
全面接時に体組成計測定実施者の身体的変化は、動機づけ支援者：体
重－ 6.1kg ～ +3kg、BMI － 2.4 ～＋ 1.1 腹囲－ 8.5cm ＋ 1cm。積極的
支援者：体重－ 2.7 ～＋ 4kgBMI-0.7 ～ 1.4 腹囲－ 6.5 ～＋ 9cmだった。
【考察】　保健指導面接日に体組成計測定実施者の 5割以上に減量効果
がみられた。指導回数の多い積極的支援者に顕著に減量効果が認めら
れた。指導者数が増加しても途中脱落者がない結果は、体組成計測定
による実行度評価を可視化でき、保健指導の継続性に有効なツールと
いえる。

2-5-29
当日特定保健指導希望者の分析
社会医療法人　松本快生会　西奈良中央病院　健康管理センター

○花
は な い

井　千
ち え

栄　　中嶋　澄香　　藤岡　　司　　川本　理恵
　和田　真紀　　横井　祐子
【目的】当院健康管理センターでは平成 29 年度から当日特定保健指導
を開始し、29 年度は本人希望があった対象者のみに限定した。「当日
特定保健指導を希望する人ほど、非該当者が多いのではないか、該当
者ほど当日特定保健指導を希望しないのではないか」「運動をしてい
る人ほど、当日特定保健指導を希望するのではないか」という予想に
ついて分析をおこなった。また、理学療法士と共に行っている当院で
の運動支援について、今後の指導方針に活かすことを目的に、該当者
の分析をおこなった。【対象】平成 29 年 7 月から 12 月にかけてのドッ
ク受診者のうち、健保を抽出し 656 名（男性 344 名、女性 312 名）を
対象とした。【方法】事前に当日特定保健指導の希望の有無を記入す
る同意書を送付し、ドック当日に回収した。運動習慣に関しては、ドッ
クの問診票から抽出して分析をおこなった。【結果】同意書の回収率
は475名で 72％。内訳は「当日希望あり」156名、「希望なし」319名。「当
日希望あり」のうち「非該当」141 名、「該当」15 名であった。「当日
希望あり」かつ「該当者」の内訳は「積極的支援」6名、「動機づけ支援」
9名となった。対象者全体のうち、「非該当」は 558 名、「特定保健指
導該当者」は 98 名、内訳は「積極的支援該当者」56 名、「動機づけ支
援該当者」42 名であった。特定保健指導該当者の８5％は希望しなかっ
た。特定保健指導希望者の 90％は非該当であった。運動習慣がある人
は 156名中 31名であり、「該当かつ運動習慣あり」は 2名であった。【考
察】特定保健指導に該当するが、利用希望がない受診者は大変多く、
当日特定保健指導につなげていく難しさが予想される。特定保健指導
利用につながるきっかけ作りが必要である。また、特定保健指導と運
動習慣との関係性はみられなかった。普段運動をしていない人から運
動習慣がある人まで、広い範囲の運動指導が必要で、今後も利用者の
ニーズに合った運動指導が重要と考える。
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2-6-02
当健診センター受診者の循環器要精査の結果について
公立学校共済組合東海中央病院　健康管理センター

○小
お が わ

川　昭
しょうぞう

三　　水口　敏宏
目的　当センター受診者の要精査の結果報告書から、　ドック受診者
の治療必要な循環器疾患を把握すること。方法　2006 年度より 2016
年度までに、当センター受診し要精査の判定を受けた方の　返答書か
ら疾患名の概要と、虚血性心疾患患者のドック検査結果を分析する。
結果　1）この間の年間受診者は 8949 人から 7979 人で、精検率は 7.5％
から 3.0％、返答率は 33％から 63％であった。そのうち治療必要要と
されたものは 8 人から 21 でした。2）要治療と返答されたのは合計
179 名でした。3）要治療の疾患は多いものから　不整脈　虚血性心疾
患　高血圧性心疾患　心肥大　心臓弁膜症　心筋症でした。4）虚血
性心疾患のうち当センターにて冠動脈病変が明らかなものは、17 名で
した。5）冠動脈病変の明らかな 17 名について、心電図所見、危険因
子を確認した・考察　安静心電図では不整脈、心肥大の診断に有用で
すが、虚血性心疾患の検出は困難とされています。しかし少数ながら
ドック受診を契機に診断された冠動脈疾患患者がありました。ドック
受診者のなかには、不安定な虚血性心疾患にも気づかず受診されるこ
ともあり、　特に高リスクの受診者は注意が必要と考えられた。

2-6-03
血糖値と組織ドプラ（Tei index も）を含む心機能などとの相
関について
三越厚生事業団　三越診療所

○近
こんどう

藤　修
しゅうじ

二　　船津　和夫　　山下　　毅　　水野　杏一
【目的】糖尿病では冠動脈疾患をはじめとする明らかな心疾患が存在
せずに左室機能障害が認められることがある。そして、心機能をみる
のに、従来の方法に加えて組織ドプラを用いた報告がみられる。この
研究の目的は、心エコー所見ほぼ正常者について、血糖値と組織ドプ
ラ（Tei index も）を含む心機能等との相関について検討することで
ある。【方法】平成 27 年 7 月から平成 29 年 8 月迄に三越診療所で心
エコー検査を受け心エコー所見ほぼ正常の症例、204 例（男 100 例、
女 104 例、年齢 24 ～ 87 歳）を対象とした。心機能として、左室駆出
率、E/A比、左室心筋重量係数、Tei index、E/e’、組織Tei index 等
を計測し、血糖値及びHbA1C との相関を調べた。【成績】重回帰分析
の結果からは空腹時血糖値は左室心筋重量係数及び組織Tei index と
だけ有意の相関を示した。しかし従来のTei index とは有意の相関は
示さなかった。HbA1C は年齢及びE/ e’と有意の相関を示した。【結論】
心エコー所見ほぼ正常者において、空腹時血糖値は左室心筋重量係数
及び組織Tei index と有意の相関を示した。 HbA1C は組織ドプラ心
エコー法のE/e’（左室充満圧の指標といわれる）と有意の相関を示し
た。耐糖能障害の心機能を見るには、従来の心機能に加えて、組織ド
プラも検討した方が良いと思われた。

2-6-04
心臓 MRI を用いた心臓ドックの報告
済生会熊本病院　予防医療センター

○井
い の

野　雅
ま さ き

基　　三原　晴美　　田上真之介　　高尾　祐治　
　坂本　祐二　　菅　　守隆
【目的】当センターでは、心臓発作での突然死を防ぐことを目的とし、
2016 年 4 月に心臓MRI をメインとした心臓ドックをリリースした。
初年度は 1日 1枠であったが、翌年 2017 年より 1枠増枠し現在、1日
2 枠でのドックを行っている。今回、開始 2年の成果について報告す
る。　【使用機器】Canon メディカル：Titan　1.5T    Canon メディ
カル：Aquillion64 CT   ZIO 社：ZIOstation　【対称および方法】2016
年 4 月から 2017 年 10 月までに受診した 215 例（男性 148 例、女性 76
例）。平均年齢は 61.6 歳（男性 60.8 歳、女性 63.2 歳）。心電同期単純
CTにて石灰化を評価、MRCAにて 75％以上の狭窄疑いを要精密検
査とした。要精密検査となった 23 人のうち要治療となった症例につ
いて報告を行う。また、精密検査はドック開始時に循環器内科と事前
打ち合わせを行い、心筋シンチを第１検査とした。【結果】精密検査
を受診した 21 人中 10 人に心筋シンチにて虚血を疑う所見を認め、う
ち1人が外科的手術、4人がカテーテル治療、3人が内服治療開始となっ
た。　【まとめ】心臓MRI を主軸とする心臓ドックは無症候性の心筋
虚血の発見に有用であった。しかし、精密検査の心筋シンチで虚血病
変が認められなかった場合、その後の検査がないため実際の血管像と
の対比ができていないことにやや不安を残す。また、検査についても
心臓MRI の冠動脈描出は受診者の呼吸などに左右される部分が大き
く、時に描出不良を経験する。これらの課題についても今度検討を行
い、検査精度の向上に向け精進する。

2-6-05
人間ドック健診を受診した糖尿病患者の安静時心電図所見の特
徴
医療法人　財団　康生会　山科武田ラクトクリニック1

医療法人　財団　康生会　武田病院健診センター2

武田病院グループ3

○五
ごろうま る

郎丸直
な お み

美 1　　桝田　　出 2　　白樫美千代 1　　升田　知機 1

　須山　哲次 1　　田巻　俊一 1　　武田　隆司 3　　武田　道子 3

　武田　隆男 3　　武田　隆久 3

【目的】糖尿病（DM）治療中の患者が人間ドック健診（ドック）を
受診する機会が増加している。ドックはDMの早期発見だけでなく、
DM患者の軽微な異常や併発疾患を発見できる可能性がある。ドック
の安静時心電図検査（ECG）におけるDM患者の有所見の特徴や頻
度を横断的に検討した。【方法】2016 年度武田病院健診センターと山
科武田ラクトクリニックのドック受診者 14,517 例のうち、50-69 歳の
7,489 例を対象とし、DM患者（DM群）と非DM群の ECGを比較し
た。ECG 判定区分は、日本人間ドック学会基準にほぼ準拠し、異常
なし（A）、軽度異常（B）、要経過観察（C）、要治療・精密検査（D）、
心疾患治療中（E）とした。【成績】DM群は 600 例（男性 79.7％、
BMI25.1 ± 4.0kg/m 2、HbA1c7.2 ± 1.1%、空腹時血糖 142 ± 33mg/
dl）であり、非DM群に比べ男性、肥満、心・脳血管疾患既往、血圧・
脂質治療服薬率が高かった。ECG 判定区分は、DM群は非DM群に
比べA（59.2:67.2%）が少なく C（18.5:13.5%）、D（3.8:2.7%）、E判定
（6.8:2.9%）が多かった（p ＜ 0.01）。ECG 所見は、DM群は非 DM群
に比べ ST-T 異常（11.7:5.8%）、T波平低（11.7:5.8%）、異常Q波（2.7:1.6%）
が多かった（p＜ 0.01）。左室肥大、心房細動、房室ブロック、期外収
縮などの頻度は両群で差はなかった。DM群のD判定は、ST-T 異常
10 例、期外収縮 6例、心筋梗塞疑い 3例、完全左脚ブロック 3例、洞
頻脈 3例、心房細動 1例であった。DM群の血糖不良（HbA1c8% 以
上）例は 8%未満例に比べ、A判定（56.0:63.9%）が少なく D（3.0:1.7%）
判定が多かった。血圧不良（130/80mmHg 以上）は良好群に比べ、A
判定（56.0:63.9%）が少なく D（3.0:1.7%）判定が多かった。【結論】
DM患者では、DM合併症、血糖・血圧など多くの交絡因子が関与し
て ECG異常が多いことが示唆された。DM患者ではD判定だけでな
くC判定も多いことから、DM治療中の患者がドックを活用する意義
は大きい。また、かかりつけ医に対しては ECG結果をフィードバッ
クする体制が必要である。
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2-6-08
若～中年の正常血圧者において、脈圧増加は高血圧発症と関連
している。− 6 年間の健診データ追跡から−
国際セントラルクリニック1

大名古屋ビルセントラルクリニック2

○前
ま え だ

田　健
け ん ご

吾 1,2　　白田　康代 1,2　　星野　留里 1,2

　芳野　純治 1,2　　竹市　　泉 1,2

【背景】
脈圧値上昇は血管の stiffness 増強に関連するとされ、65 歳以上で顕著
になるといわれている。また、脈圧値は特に高齢の高血圧患者におい
て冠動脈疾患や脳血管疾患の発症と関連していることが報告されてい
る。しかし、若～中年の正常血圧者において、脈圧値の上昇が病的な
意義を持つかについての報告は不十分で、特に日本人に関してのデー
タは非常に少ない。

【目的】
若～中年の正常血圧の健診受診者を対象として、脈圧値と高血圧発症
の関連を検討した。

【方法】
20 歳 -64 歳の正常血圧（130/85mmHg 未満）の健診受診者 9,664 人を
対象として後ろ向きコホート研究を行った。脈圧で対象者を四分位に
分けて、高血圧の累積発症率を検討した。さらに、コックス比例ハザー
ドモデルを用いて多変量解析を行い、高血圧発症のハザード比を算出
した。また、パネルデータ解析を行い観察期間中の脈圧値と有意な相
関をもつ因子を検討した。

【結果】
32,925 人年の観察で 703 人が高血圧を発症した。脈圧値の四分位間で
高血圧の発症に有意差を認めた（p＜ 0.001）。コックス比例ハザード
モデルを用いて多変量解析を行ったところ、脈圧値は高血圧発症の独
立した危険因子だった（脈圧値 5mmHg上昇につき、ハザード比 ;1.145、
p ＜ 0.001）。固定効果回帰分析モデルを用いたパネルデータ解析では、
観察期間中の脈圧値とBMI に有意な正の相関が認められた。（回帰係
数、0.31、p ＜ 0.001）

【結論】
若～中年の正常血圧者で、脈圧値は高血圧の発症と関連していた。観
察期間中の脈圧値は BMI と有意に関連していた。高血圧の発症リス
クの高い若～中年の正常血圧の者には、肥満の改善を目的とした生活
習慣の改善が必要かもしれない。

2-6-09
長時間睡眠者と夜間高血圧の関連
公益財団法人　三越厚生事業団

○水
み ず の

野　杏
きょういち

一　　山下　　敦　　近藤　修二　　船津　和夫
　高橋　直人　　横山　雅子　　寺田　奈美　　影山　洋子
　田中　千裕　　中村　治雄
［目的］ 近年、短時間睡眠のみならず長時間睡眠でも予後が悪化する
との報告があり、長時間睡眠が注目されている。しかし、長時間睡眠
とうつ、免疫機能の低下、断眠睡眠、疲労等との関連が推測されてい
るが。なぜ予後が悪化するかについて明らかでない。睡眠中の夜間高
血圧例は夜間血圧が低下する例に比べ予後が悪いと報告されている。
そこで我々は 24 時間血圧測定を行い、睡眠時間と夜間血圧などとの
関連を調べた。［対象と方法］　24 時間血圧計で血圧を測定し、睡眠時
間と睡眠の状態を記録した 31 例を対象とした。男 18 例、女性 13 例、
平均年齢 63 歳である。夜間血圧が昼の血圧に比べ 10%以上低下した
群を夜間降圧（dipper）型、夜間の血圧が昼に比べ高い（夜間昇圧型
riser）か、10% 以下の低下（夜間非降圧型 non-dipper）を riser/non-
dipper 型とした。［結果］　睡眠時間 8時間以上を長時間睡眠、6時間
未満を短時間睡眠、その間を適度な睡眠とすると、長時間睡眠は 12
例、適度な睡眠は 15 例、短時間は 4例であった。長時間睡眠 12 例中
6 例（50%）が riser/non-dipper であったが、長時間以外の睡眠 19 例
中 riser/non-dipper は 4 例（26.3%）のみであった（p=0.127）。riser/
non-dipper 例と夜間降圧例の睡眠時間を比較するとは夜間降圧例に
比べ riser/non-dipper 例の睡眠時間が長かった（P=0.060）。睡眠中良
く寝れたか否かの自己記録も調査した。よく寝れない群で riser/non-
dipper 群と夜間降圧群の睡眠時間を比較すると riser/non-dipper 群で
有意に睡眠時間が長かった（P＜ 0.02）。riser/non-dipper 群は睡眠時
間が長いにも拘わらず「良く眠れなかった」と回答している人が「良
く眠れた」人の 4倍も多かった。［結論］　長時間睡眠例は夜間高血圧
を有する割合が多かった。長時間睡眠例の予後不良の原因の一つとし
て、夜間の血圧が関与している可能性が示唆された。また、長時間睡
眠の原因として、睡眠の深さや断眠が考えられた。

2-6-06
人間ドック受診者における血清中 NT-proBNP の臨床的意義に
関する検討
公立学校共済組合　中国中央病院　臨床検査科1

公立学校共済組合　中国中央病院　健康管理・安全管理室2

公立学校共済組合　中国中央病院　健康管理科3

○前
まえかわ

川　恭
きょうこ

子 1　　羽原　利幸 1　　佐々木一則 1　　川嵜　法之 2

　瀬崎　伸夫 1　　平田　教至 3

［背景］ NT-proBNP（N-terminal pro-brain natriuretic peptide）は、
心不全の診断、病態把握に有用なバイオマーカーであり、心血管疾患
の予後予測因子および潜在的な心血管リスクに対する早期予防の指標
として期待されているが、就労者における本検査の意義については十
分な検討はなされていない。［目的］ 人間ドック受診者におけるNT-
proBNP の臨床的意義を明らかにする。［方法］平成 29 年 6 月から
H30 年 1 月までの間に当院の健康管理科を受診した 2000 人を対象に
NT-proBNP 値と各種臨床検査所見、疾患などの関連性について比較
検討を行った。［結果］ 2000 例の性別の内訳は、男性 1058 例（53％）、
女性 942 例（47％）で、慢性心不全治療ガイドラインで心疾患疑いと
されるNT-proBNP ≧ 125 pg/mL は、男性 29 例（1.5%）、女性 47 例
（2.4%）であった。NT-proBNP 値は加齢とともに増加傾向を示し、女
性のほうが男性より有意に高かった。また、単相関解析において、血
清クレアチニン値、γ -GT、収縮期血圧および心電図 R波は有意な
正の相関性、ALT、体脂肪率は、有意な負の相関性を示した。NT-
proBNP 値と心疾患、糖尿病、高血圧、腎疾患との診断特性では、陰
性的中率はそれぞれ、98.2%、97.0%、89.4%、99.9%、陽性的中率は
2.6%、9.2%、21.1%、3.9%、感度は 6.8%、10.8%、7.3%、60%、特異度
は 96.2%、96.4%、96.6%、96.3% であった。［結語］NT-proBNP と臨
床検査所見および疾患などの関連等を検討した。NT-proBNP 値は、
加齢とともに増加傾向を示し、女性のほうが有意に高い所見はこれま
での報告と同様であった。NT-proBNP 値と心不全やそれと関連のあ
る糖尿病、高血圧、腎疾患の診断特性では、陰性的中率および特異度
が高いことから、125 pg/mL 以下の場合はこれらの疾患を除外する有
用な検査法と考えられる。しかし、本検査値が上昇していても心不全
の可能性があるとは言い難く、臨床評価には、NT-proBNP とともに、
臨床症状や生体検査などの併用が重要と思われる。

2-6-07
日本人における柔軟性と高血圧罹患の関係：
コホート研究− Niigata Wellness Study −
医薬基盤・健康・栄養研究所1

新潟大学大学院2

早稲田大学3

東北大学大学院4

新潟県労働衛生医学協会5

○丸
がんどう

藤　祐
ゆ う こ

子 1,2　　澤田　　亨 3　　門間　陽樹 4　　川上　諒子 3

　宮地　元彦 1　　田代　　稔 5　　加藤　公則 2,5　　曽根　博仁 2

【背景】全身持久力が高い人では、高血圧罹患率が低いことが多くの
研究から報告されている。しかしながら、他の体力、特に柔軟性と高
血圧罹患との関係は明らかになっていない。
【目的】体力の構成要素の一つである柔軟性と高血圧罹患の関係を明
らかにすることを目的とした。
【方法】本研究の対象者は 2001 年度に人間ドックを受診し、高血圧に
罹患していない 20 ～ 90 歳（中央値 49 歳）の 22,972 人（男性 14,805 人、
女性 8,167 人）であった。立位体前屈計を使用して柔軟性を測定し、性・
年代別に四分位に分類した。高血圧罹患の有無は、2007 年度までの追
跡期間中に収縮期血圧 140mmHg 以上、拡張期血圧 90mmHg 以上の
値を示した場合、あるいは問診票で把握した。Cox 比例ハザードモデ
ルを用いて、年齢、BMI、性別、運動習慣、喫煙習慣、飲酒習慣を調
整し、多変量調整ハザード比と 95％信頼区間（95％ CI）を算出した。
さらに柔軟性（連続変数）と各交絡因子の積項をモデルに投入して交
互作用の存在を確認し、交互作用が確認された因子で層別解析を行っ
た。
【結果】追跡期間中に 4,235 人が高血圧に罹患した。Q1 を基準とし
た Q2、Q3、Q4 の多変量調整ハザード比（95％ CI）は、0.98（0.90-
1.06）、0.98（0.90-1.06）、0.85（0.78-0.93） であった（P for trend ＜ 
0.001）。また、高血圧罹患との関係において、柔軟性と年齢（P for 
interaction = 0.017）、BMI（P for interaction = 0.012）、飲酒有無（P 
for interaction = 0.003）との間に有意な交互作用が観察された。年齢
が低く（49 歳以下）、BMI が低く（22.6 kg/m2 以下）、飲酒習慣あり
の対象者において、より明確な量反応関係が示された。
【結論】柔軟性と高血圧罹患率には負の量反応関係がみられ、体力の
構成要素の一つである柔軟性は高血圧罹患の独立した予測因子である
可能性が示された。
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2-6-10
人間ドック受診者における自覚症状と治療疾患の推移
横須賀市立市民病院　健康管理科

○杉
すぎもと

本　孝
こういち

一　　今井　佳子　　出水　友梨　　大久保芳美
　藤島　桜子
【目的】人間ドック受診者の平均年齢はかつての 40 歳代から 50 歳代
に移行し、高齢者の反復受診も増加している。受診者の高年齢化とと
もに自覚症状や治療疾患も徐々に変化していると推定される。そこで
今回は、人間ドック受診における自覚症状や治療疾患の推移について
調査したので、その結果を報告する。【方法】2013 ～ 17 年度に当施設
で人間ドックを受診し、研究参加の文書同意を得た延べ総数 4,668（男
2,884、女 1,784）名を対象とし、自記式問診票の自覚症状と問診での
治療疾患の経年的な変化について検討した。【結果】受診者全体の平
均年齢は 2013 年度 58.5 歳から 17 年度 56.8 歳へと低下した。人間ドッ
ク問診票で、自覚症状にチェックのない「無症状」受診者の割合は毎
年 18 ～ 19％で大きな変化はなかった。また、5つ以上の症状にチェッ
クした者の割合も例年 28 ～ 30％で著変なかった。定期的に治療中の
疾患がない者の割合は 2013 年度 57％であり、以降は 53 ～ 54％と減
少傾向であった。「無症状」かつ「無治療」の受診者の割合は 11 ～
12％とほぼ横ばいであった。一方、3つ以上の複数疾患で治療中の受
診者の割合は 2013 年度 6％から 17 年度 11％へと増加した。これらの
疾患の内訳は頻度順に高血圧、脂質異常症、高尿酸血症、糖尿病、虚
血性心疾患であり、例数は年々増加していた。3つ以上の複数疾患治
療中受診者の平均年齢は各年度とも 60 歳代後半であったが、経年的
な上昇を認めなかった。【結論】人間ドック受診者における自覚症状
数の分布に明らかな経年変化を認めなかったが、「無治療」者の割合
は減少傾向で、3つ以上の複数疾患で治療中の受診者の割合は増加し
ていた。当該受診者の平均年齢に経年的な変化がなかったことから、
単なる反復受診者での治療疾患数の増加が原因とは考えにくい。若年
層に対する生活習慣病予防介入がより重要と考えられる。

2-6-11
健診センターにおける採血による血管迷走神経反射（VVR）予
防への取り組み
医療法人　財団　康生会　武田病院健診センター1

医療法人　財団　康生会　康生会クリニック2

武田病院グループ3

○福
ふ く だ

田　奈
な み

美 1　　吉田　敏子 1　　井上　徳子 1　　杉原　博文 1

　武田　貞子 2　　武田　道子 3　　武田　隆司 3　　武田　隆男 3

　武田　隆久 3

【目的】当センターでは年間約 3万人の採血を行い、日頃から血管迷
走神経反射（VVR）の予防に努めてきた。2016年にVVRによる転倒で、
後頭部打撲・切創で脳外科受診となった受診者が 1人いた。大事には
至らなかったが、VVRを起こす受診者が少しでも減少できないかと
この研究に取り組んだ。【方法】1. 過去にVVRを起こした人は臥床採
血を実施。2. 最高血圧が 99mmHg 以下の場合、採血担当者に連絡し
体調や血管の状態で臥床するか判断。3. 座位による採血は 3分後に次
検査に案内。4. 臥床採血は 3分間安静→ 3分間座位→足踏み後、次検
査に案内。5. 臥床採血の受診者には目印のシールを貼る。1～ 5 を B
群（2017 年 4 月～ 9 月）に実施し、A群（2016 年 4 月～ 9 月）とχ
２検定を用いて比較検討した。（方法 4は 2017 年 6 月より実施）【結
果】VVR を起こした人数 A 群 29 人 /15,120 人、B 群 38 人 /15,428
人。VVRを起こした受診者の内、採血困難者A群 9人・B群 10 人、
意識消失者A群 3 人・B群 6 人、転倒者A群 2 人・B群 0 人。また
B 群 38 人中、30 歳未満 25 人（ｐ＜ 0.01）。B 群 15,120 人中、血圧
が 99 mmHg 以下は 1,311 人でその内VVRを起こした人は 7人。100 
mmHg 以上の人に比べ有意差（ｐ＜ 0.01）があった。上記方法 4によ
る VVRを起こした受診者比率は実施前4人（4.3％）、実施後3人（0.5％）
（ｐ＜ 0.01）。【考察】今回事前にブレインストーミングを行った事で
VVRについて他部署にも浸透し、協力体制ができた。30 歳未満、血
圧が99 mmHg以下、採血困難者にVVRを起こしやすい傾向であった。
さらにB群でVVRを起こした人がA群で起こした人と重複はなかっ
たため、臥床採血はVVR予防にある程度効果がある事が示唆された。
また、臥床採血後すぐに動かず、3分間安静、3分間座る事もVVRを
起こしにくくするとも考えられる。毎年新規受診者が来所するため、
VVRを完全に予防することはできなかったが、VVRに対する認識の
統一や他部署との連携により、重症化や大きな転倒事故を防ぐ事がで
きた。

2-6-12
当院職員における健康増進の取り組みについて～ 100 日健康プ
ロジェクト導入の効果～
一般財団法人　平成紫川会　小倉記念病院　健康管理センター

○市
いちかわ

川　里
り な

菜　　高橋　由華　　大庭　加奈　　行實えり子
　林田　仁美　　隈本　伸生　　立野　淳子　　大渕美帆子
【目的】当院は、独自の健康保険組合を設立しているため、医療費の
増加は職員個人の保険料率の増加へと繋がる。そのため、今後の職員
の健康増進に繋げることを目的として、当院健康保険組合加入者を対
象に、100 日健康プロジェクトを計画し実施した。【方法】調査期間
は、2017 年 9 月～ 2018 年 1 月。対象は、当院健康保険組合に加入し
ている者のうち、チームを結成して 100 日健康プロジェクトに参加を
希望した 46 チーム 143 名、年齢 38 ± 10 歳、女性 75％。取り組み開
始前に体組成を測定し、各チームが「体重減少」「体脂肪率減少」「筋
肉量増加」の中から 1つ目標を自主的に選択する方法とした。開始時
と 100 日後に体組成を測定し、目標達成、不達成の 2群に分類し目標
達成率を調査した。参加者のデータは数値化し、個人が特定出来ない
ように配慮した。【結果】「体重減少」を目標とした 21 チームのうち、
目標達成群は 4チーム（19%）、不達成群は 17 チーム（81%）で、個
人の体重減少量は 2.1 ± 2.3kg であった。「体脂肪率減少」を目標とし
た 5チームでは、目標を達成したチームはなかった。個人の体脂肪減
少率は 0.7 ± 1.8％であった。「筋肉量増加」を目標とした 17 チームで
は、目標を達成したチームはなかった。個人の筋肉増加量は0.1±0.6kg
であった。100 日健康プロジェクトに参加した 46 チームのうち、目標
を達成したのは 4チーム（8.7%）であった。【考察】目標達成したチー
ムは少なかったが、参加者個人のプロジェクト開始時と 100 日後の結
果を比較すると「体重」「体脂肪率」は減少しており、「筋肉量」は増
加していた。今回の個人結果からみると、健康プロジェクトへの参加
は効果があったと考えられる。しかし、開始時の目標設定に保健師が
深く関わっておらず、各チームに目標設定を委ねたため、目標設定の
難易度に問題があったのではないかと考えられた。

2-6-13
当院職員における健康増進の取り組みについて～ 100 日健康増
進プロジェクトの効果の検証～
一般財団法人　平成紫川会　小倉記念病院　健康管理センター

○高
たかはし

橋　由
ゆ か

華　　市川　里菜　　大庭　加奈　　行實えり子
　林田　仁美　　隈本　伸生　　立野　淳子　　大渕美帆子
【目的】当院は独自の健康保険組合を設立しており、医療費の増加は
個人の保険料率の増加に繋がる。そこで、当院職員に対して、健康増
進の取り組みとして、100 日健康プロジェクトを実施し、その効果に
ついて検討を行うことを目的とした。【方法】調査期間は、2017 年 9
月～ 2018 年 1 月。対象は、当院健康保険組合加入者のうち、100 日
健康プロジェクトに参加を希望した 143 名、年齢 38 ± 10 歳、女性
75％。100 日後にこのプロジェクトの効果について検証するために個
別にアンケート調査を行った。参加者のデータは数値化し、個人が特
定出来ないように配慮した。【結果】プロジェクト参加者のうち目標
達成したのは 22.7％であった。参加した動機では、「健康増進のため」
に参加した者が 49％で最も多かった。プロジェクト参加前後で健康意
識について 10 段階の自己評価を行った結果では、参加前の健康意識
スコアは 5.4 ± 2.1、参加後は 7.6 ± 1.4 と参加後の方が有意（p＜ 0.01）
に健康に対する意識が高くなっていた。また、今回の取り組みについ
てどの程度、頑張って取り組めたかでは 5.9 ± 2.0。取り組み内容の難
易度は6.1±2.3であった。目標達成者で重点的に取り組んだ内容は「食
事と運動の両方」と回答した者が有意（ｐ＜ 0.05）に多かった。全参
加者の 98％で今後も取り組みを継続したいと回答した。参加後の「健
康意識」と今回の取り組みについて「どの程度、頑張って取り組めた
か」は、健康意識が高い者は取り組みスコアが高く、両者間には有意（p
＜ 0.01）な正の相関関係を認めた。【考察】100 日間という短期間で目
標を達成するためには、食事と運動の両方をバランス良く取り組むこ
とで効果が得られることがわかった。また、健康意識が高い者ほど積
極的に健康増進について取り組めていた。目標設定や実行の難易度は
個人によって異なるが、プロジェクトに参加することで各自が生活習
慣を見直すきっかけとなり、健康増進へ繋がったと考えられた。
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2-6-16
人間ドック受診者を対象にした幸福度の実態調査
広島赤十字・原爆病院　健康管理センター

○杉
すぎはら

原　貴
た か こ

子　　保本　桂子　　森田百合子
【目的】人間ドック受診者の幸福度を判断する時に重視する項目と社
会活動状況の実態を調査し、性別、年代別に比較する事で幸福度を高
める要因を明らかにする。【対象と方法】平成 29 年 3 月～ 8月に受診
した 2,578 名にアンケートを配布した。内容は、年齢、幸福度、健康度、
幸福度を判断する時に重視する項目（16 項目）、幸福度と過去との比
較、未来との比較、心のあり方、社会活動状況（仕事の有無、社会参加、
学習的活動、個人的活動）、運動習慣とした。記述統計を行い、性別、
年代別に各項目間の関連性を分析した。【結果】回収率 96.7％、有効
回答数 2,416 名、男性 1,656 名、女性 760 名、幸福度の平均は男性 7.67
± 1.56、女性 7.72 ± 1.74 であった。年代別では、70 歳代以外は女性
の幸福度が高かったがどの年代も有意差はなかった。健康度の平均は
男女とも 6.99、年代別では 50 歳代、70 歳代は女性の健康度が低かっ
たが有意差はなかった。幸福度を判断する時に重視する項目を 5つ選
択してもらうと、男女共どの年代も 1位は健康状況、2位は家族関係、
3位は 30 歳代～ 70 歳代は家計の状況、80 歳代以上は趣味・スポーツ
であった。4位は男性、趣味・スポーツ、女性は精神的ゆとり、5位
は男性、精神的ゆとり、女性は友人関係と年代別でも違いがみられた。
また、男女とも家族関係を選択した人の幸福度はそうでない人に比べ
特に差があり有意に高かった。一方、男女とも財産、睡眠は負の関係
にあり、財産、睡眠を判断項目として重視している人の幸福度の平均
値は低く有意差が認められた。社会活動状況の 4側面のうち、仕事、
運動習慣をあり群、なし群、それ以外を低位群、中位群、高位群で比
較した。男女とも仕事の有無と幸福度の関連はなかった。運動習慣は、
男女共あり群の幸福度が有意に高かった。社会活動状況別では、男性
は町内会、ボランティア、旅行、知人との付き合い、女性は旅行、個
人的趣味遊びを選択した人の幸福度が有意に高かった。

2-6-17
特定健診受診者における睡眠障害について
横須賀市立市民病院　健康管理センター

○出
で み ず

水　友
ゆ り

梨　　今井　佳子　　大久保芳美　　藤島　桜子
　杉本　孝一
【目的】睡眠障害は様々な健康障害のリスクである。我々は特定健診
質問票において「睡眠で休息が十分とれていない」という回答は、5
年後の体重増加に悪影響を及ぼすという後向き調査の結果を当学会で
報告した。今回は睡眠障害を訴える受診者に対して有効な保健指導を
行うための基礎調査を行ったので、その結果を報告する。
【方法】2017 年度に当施設を受診し、特定健診問診票の生活習慣の情
報が得られた 3,026 名中、「睡眠で休息が十分とれていない」と回答し
た 1,081 名に対し睡眠障害に関する自記式アンケートを実施した。ア
ンケートの内容は、睡眠時無呼吸症候群やレストレスレッグス症候群
など特別な睡眠障害を疑わせる状態 7項目の有無を問う「睡眠障害ス
クリーニング」と「ピッツバーグ睡眠質問票日本版（PSQI）」とした。
【結果】872 名から回答を得た（回収率 80.7 %）。うち有効回答が得ら
れた 860 名（男 343 名、女 517 名、平均年齢 54.7 歳）を解析対象とし
た。スクリーニング項目において、該当なしは 311 名（36.2％）、1項
目該当が 263 人（30.6％）、残りは 2項目以上該当（33.2％）であった。
PSQI において、総合得点 5点以下で睡眠障害なしと判定されたのは
326 名（37.9％）で、6点以上の睡眠障害ありは 534 人（62.1 %）であり、
うち 9点以上の高度睡眠障害と判定されたのは 200 名（23.3％）であっ
た。各スクリーニング項目の該当数は、PSQI による睡眠障害の程度
で差はなかった。
【結論】自覚的に睡眠で十分な休息が取れていないと感じている場合、
客観的な睡眠障害が認められなくても、単なる慢性不眠とは異なる特
別な睡眠障害が疑われる例が存在する。この結果は、睡眠障害を訴え
る受診者に対して保健指導を行う際に考慮すべき点と考えられる。

2-6-14
糖尿病腎症重症化予防プログラム開発のための研究（第 1 報）
あいち健康の森健康科学総合センター

○村
むらもと

本あき子
こ

　　栄口由香里　　津下　一代
【目的】厚生労働科学研究（津下班）において、これまでに糖尿病腎
症重症化予防プログラム（暫定版）を作成、日本健康会議重症化予防
ワーキンググループにて一部修正のうえ国版プログラムとして発表さ
れた。研究班では、平成 28 年度に全国 96 自治体（国保、広域連合）
の協力を得てプログラムの実証研究を開始、平成 29 年度は対象者の
データベースを作成し介入 1年後までの追跡を行った。収集したデー
タをもとに、プログラム評価方法の検討を行うことを目的とした。【方
法】対象者のデータ登録状況、ベースラインデータ、1年後までの検
査値追跡状況、介入前後の検査値変化、eGFR の短期変動と他の検査
値との関連を分析した。【結果】登録された 7,290 例のうち、検査値や
問診、レセプトデータから糖尿病と判定可能かつ腎症病期判定が可能
であった 5,422 例（男性 3,359 例、女性 2,063 例、65.83 ± 7.13 歳、腎
症 2期以下 77.54%、3 期 21.54%、4 期 0.92%）を分析対象とした。ベー
スラインにおいて、BMI24.85 ± 3.92kg/m2（25.0 kg/m2 以上 43.80%）、
SBP135.29 ± 17.71mmHg（130mmHg 以 上 62.67%）、DBP78.34 ±
11.66mmHg（80mmHg 以 上 46.79%）、HbA1c7.11 ± 1.36%（7.0% 以
上 38.62%、8.0% 以上 14.81%）、eGFR73.06 ± 17.76 ml/min/1.73m2（60 
ml/min/1.73m2 未満 20.86%、45 ml/min/1.73m2< 未満 4.80%）であっ
た。1年後の検査値追跡率は 37.82% であった（平成 30 年 2 月末現在）。
BMI、血圧、HbA1c 等に有意な低下を認めた。eGFRの短期変動につ
いては、ベースラインの年齢、性別、BMI が関係したが、他の検査値
のベースラインおよび1年後の値との関連は明らかでなかった。【結論】
重症化予防プログラムによる介入が腎機能悪化防止につながるかにつ
いて評価するためには、データ数を増やすとともに長期的な追跡が必
要である。健診・レセプト・医療機関受診時データを簡便に登録でき
るしくみ等、自治体が事業評価を行う上での環境整備について検討し
ていく。

2-6-15
婦人科検診受診率向上への取組み　～パンフレットを活用して
のアプローチ～
社会医療法人中山会宇都宮記念病院　総合健診センター

○鈴
す ず き

木　美
み さ と

里　　宮崎　美雪　　齋藤ゆかり　　千葉　暢子
　海野　　均
【目的】婦人科検診において、受診者が検診の理解を深めると共に受
診率向上を目的としアンケートを実施分析した。【方法】平成 29 年 2
月 13 日～ 2月 19 日（以下Ａ）と 3月 1 日～ 3月 7 日（以下Ｂ）に当
施設での婦人科検診受診者を対象とした。同意を得た人にアンケート
を実施し結果を分析した。内容Ａは「細胞診」「子宮頸癌」「子宮頸
癌に関する情報提供の有無」、Ｂは子宮頸癌のパンフレットを配布し
た後、「内容・理解度・意識」を問うものとした。【結果】回収率Ａ
84.3％、Ｂ 87.6％。受診歴ありＡ 73.2％、Ｂ 72.3％。細胞診検査を受
ける頻度について、一年毎受けるのが適正と認識している人 86.7％、
細胞診で分かるもの、子宮頸癌 86.5％、子宮内膜症など 16.2％、卵巣
癌 7.3％、子宮体癌 15.2％、よく分からない 8.9％。子宮頸癌の原因に
ついて、知っている 23.6％、知らない 75.5％、「知っている」と回答
した人で「ウイルス」と記載した人は 36.5％。子宮頸癌に関する情報
について、必要ない 9.6％、あれば欲しい 71.5％、ぜひ欲しい 17.5％。
そこで子宮頸癌に関するパンフレットを作成しＢの受診者に配布し
た。パンフレットの内容について分かりやすい 60.8％、とても分かり
やすい 16.3％、普通 21.0％、分かりにくい 0.3％。子宮頸癌についての
理解は、できた 52.8％、少しできた 45.4％、できなかったとの回答は
なかった。パンフレットは健康管理に役立つか、はい 88.2％、いいえ
0.6％、分からない9.3％。来年の細胞診検査を希望するは、93.6％。【考察】
大半の受診者が細胞診検査の目的を理解しているが、原因は曖昧な理
解に留まっていた。パンフレット配布後、子宮頸癌の理解を得ること
ができ、受診への意識向上が可能と考える。【結語】今回の結果では、
理解度の詳細は不明であり、今後も追跡とその工夫が必要である。
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2-6-18
加齢と体形変化の分布
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

○根
ね が み

上　昌
ま さ こ

子　　星　　君枝　　萩原　美桜　　國分　昭紀
　菅原　知紀　　菅野壮太郎　　大塚　博紀
【目的】体形について年代別に調査検討し、また脂肪肝（FL）の有無
での体形の違いについても年代別に調査検討することによって、加齢
による体形の変化を明らかにすることを目的とした。
【対象・方法】2016 年度に当健診センターにて特定健診相当以上の検
査を受けた 20 から 89 歳までの 11,340 名（男 5,294・女 6,046 名）を
対象とし、さらにその中で腹部超音波検査（AUS）を受けていた 5,590
名（男 2,999・女 2,591 名）をAUS 上の FL の有無で分けて、年代別
に体形の分布を調査した。なお、統計的解析には分散分析を利用した。
【結果】BMI：男は 30 歳代（23.4）までより 40・50 歳代（24.0・24.1）
で上昇するが 60 歳代（23.4）以降で 30 歳代程度まで低下する分布を
示すが、女は 30 歳代（21.3）までに比して 40 歳代（22.2）で一段高
くなりほぼ一定となる。腹囲（WC）：男は 30 歳代（82.1）までに比
して、40 歳代（84.7）で一段上昇し、50 歳代（85.8）がピークになるが、
以後 40 歳代程度となる。女性は、20 歳代（74.5）より右肩上がりで
上昇する。WC／ BMI 比（WBR）：男は 20 歳代（3.52）より右肩上
がりで上昇する。女は、40 歳代（3.60）までに比し 50 歳代（3.67）で
一段上昇し、その後右肩上がりで上昇する。なお、FL有無による解
析では、男は FL無では 30 歳代より右肩上がりに上昇するが、FL有
ではほぼ一定している。女はFLの有無にかかわらず、40 歳代までよ
り 50 歳代で一段上昇し、FL有ではその後ほぼ一定となり、FL無で
はその後も右肩上がりに上昇する。
【結論】男：BMI は 40・50 歳代でピークの両裾野型。WCは 50 歳代
で一段上昇。WBRは右肩上がりで上昇。FL無も同様だが、FL有は
一定の分布であった。女：BMI は 40 歳代で一段上昇。WCは右肩上
がり。WBRは 50 歳代で一段上昇。FL無も同様だが、FL有は一段上
昇した後は一定の分布であった。

2-6-19
当院健診センター 1 年間の体組成分析実施例の検討
田中会　武蔵ヶ丘病院

○近
こんどう

藤圭
けいいちろう

一郎　　犬童　直美　　吉川三菜美　　田邊　　恵
　中嶋　好子　　藤井　　廉　　田中　英一
骨格筋指数（SMI）は運動器健康度指標として有用である。今回、当
院健診センターでの 1年間の体組成分析結果をもとに SMI と性別・
年齢層・特定保健指導効果との関係を検討した。【対象および方法】
2017 年 4 月～ 2018 年 3 月の当院健診センター受診者 6114 人のうちの
614 人と健常協力者 80 人の計 694 人（男性 362 人、女性 332 人）に
対し体組成分析装置 InBody-470 を用いて生体インピーダンス法 dで
体組成分析を行なった。SMI が男性で 7.0kg/m2 以下、女性で 5.7kg2）
以下の場合をサルコペニア群とした。また BMI 25.0 以上を肥満群、
サルコペニアと肥満の合併例をサルコペニア肥満群と判定し正常群
（n=285）・肥満群（n=249）・サルコペニア群（n=154）・サルコペニ
アア肥満群（n=6）の 4 群の割合を男女各年齢層で比較した。また測
定対象者の中で特定保健指導を実施し 3～ 6ヵ月後にフォローアップ
できた 38 例では他の身体計測項目から見た指導効果（体重減少量≧
3kg、体重減少率≧ 5％ないし腹囲減少量≧ 3cm）で改善群（n =14）、
不変・増悪群（n=24）に分けて指導前後の SMI 変動率（％）と比較した。
【結果】男性では各年齢層で肥満群が多かったのに対し、女性はサル
コペニアの割合が高く、また 70 歳以上で男女ともサルコペニアの割
合がより多くなった。特定保健指導実施例で改善群は不変・増悪群に
比べてSMIも低下する傾向にあった（SMI減少率；改善群1.83±2.26％ , 
不変・増悪群 0.14 ± 2.22 ％、p=0.053）。【考察】40 歳代男性で肥満群
が特に多かったのは特定保健指導該当者には自己負担なしで測定し希
望者が多かったためのバイアスと思われる。メタボリックシンドロー
ムの改善は脳・心血管系合併症予防に重要であるが、保健指導により
四肢骨格筋量減量も招いて下肢筋力低下につながる懸念もあることが
今回の検討で示唆された。将来の加齢によるサルコペニア発症予防の
観点から見ると特定保健指導の中で筋蛋白保持のための食事・運動指
導も必要ではないかと考えられる。

2-6-20
当施設における多職種協働によるロコモ予防教室の現状と課題
医療法人社団　筑波記念会　筑波記念病院　リハビリテーション部1

医療法人社団　筑波記念会　筑波記念病院　つくばトータルヘルスプラザ2

医療法人社団　筑波記念会　筑波記念病院　栄養部3

○古
ふるさわ

澤　　弦
げん

1　　鈴木　美帆 2　　坂本　真樹 2　　興野　千春 2

　野口須美子 2　　大貫　智恵 3　　金森　毅繁 1　　設楽佐代子 2

　本橋　　歩 2　　山根　一秀 2

【はじめに】
　我が国では運動器の障害により介護が必要になった者の割合は 24.6%
と報告されており、ロコモティブシンドローム（以下、ロコモ）の啓発、
予防は喫緊の課題である。
　今回、当施設利用者のロコモの啓発、予防を目的として、保健師、管
理栄養士、理学療法士による多職種協働でのロコモ予防教室を実施した
ため、その内容と今後の課題について報告する。
【教室の概要】
　教室は単回（90 分）の開催とし、平成 29 年 10 月から平成 30 年 2 月
の期間に計4回実施した。教室の案内は人間ドック・健康診断（以下、ドッ
ク・健診）施設、運動施設にポスターを掲示し参加者を募集した。
　教室の内容は身体機能測定（ロコモ度テスト、握力、開眼片足立ち、
骨密度、BMI、体脂肪率、除脂肪量）、ロコモの概要、ロコモ予防のた
めの食事の講話、ロコモ予防の運動の実践、自記式質問票の記入とした。
【結果と考察】
　教室の参加者は 20 名（男性 6名、女性 14 名、平均年齢 69.4 ± 10.4 歳）、
そのうちドック・健診受診者は 1名、運動施設利用者は 19 名であった。
　質問票の集計から、教室の内容の評価として「大変良かった」、「良かっ
た」が大半を占めていた。自由記載においても「わかりやすかった」、「今
までより気をつけようと思った」、「自分の体の状態がわかって良かった」
などプラスの意見が多かったが、ロコモ予防のための食事については「理
想は理解できたが日常的には難しい」との回答があった。ロコモの理解
については全員が「理解できた」、「少し理解できた」と回答していた。
教室参加後の意識の変化は全員が「変化があった」と回答していた。
　以上のことから、今回の教室の内容は概ね参加者が満足のいくわかり
やすい内容であり、ロコモの理解や意識の変化に寄与したと考えられる。 
　ロコモ予防のための実践的な食事内容の提案、ロコモ予防に対する効
果判定の実施、教室参加を促すための募集方法の検討が今後の課題であ
る。

2-6-21
老人福祉施設入居者におけるサルコペニア・ロコモティブシン
ドロームの現状
公益財団法人　三越厚生事業団　三越総合健診センター

○山
やました

下　　毅
たけし

　　斗米　　馨　　影山　洋子　近藤　修一
　船津　和夫　　水野　杏一
【目的】老人施設入居者のサルコペニア・ロコモティブシンドローム
の現状を調べ、生活習慣病健診項目や代謝・炎症検査との関連を検討
する。
【方法】2017 年に実施した無料巡回健診（介護度の大きくない施設２
カ所、研究に参加希望の入居者）におけるロコモ判定 105 名、サルコ
ペニア判定 73 名を対象とした。日本整形外科学会基準でロコモ度を
判定した。サルコペニアに関しては体組成計 InBody などを用い筋肉
量を求めた。判定は国立長寿医療研究センターによるNILS-LSA を主
に用い、欧米基準（EWGSOP）とアジア基準（AWGS）でも判定した。
また生活習慣病検査項目との関連や、栄養面・炎症反応などの検査項
目との関連などを横断的に検討した。
【成績】ロコモ判定ではロコモでない方はおられずロコモ度１は 10 名
のみで、ロコモ度２が 95 名と 90%以上を占めた。サルコペニア判定
では正常 14 名（19%）、脆弱高齢者のうち非サルコペニア 36 名（49%）、
サルコペニア 23 名（32%）であった。EWGSOP ではサルコペニア 4
名（5.5%）、AWGSでは 3名（4.1%）のみであった。InBody を行なっ
た 69 名での検討では、ロコモ度と各サルコペニア判定との関連はな
く、各サルコペニア判定間の関連は有意であった。ロコモ度別には年
齢・身長そして男性におけるプレアルブミンにおいて有意差が見られ
たが、それ以外の項目では有意差はなかった。サルコペニア別には身
長・体重・BMI・腹囲・下腿周囲径・握力・骨格筋量（SMM/身長 2）
で有意差が見られた。またHbA1c とインスリンはサルコペニア・非
サルコペニアよりも正常が高くなっていた。
【結論】ロコモ度とサルコペニア判定は関連が薄く、また欧米やアジ
ア基準と日本人の基準では頻度がかなり異なっていた。サルコペニア
肥満において代謝障害・炎症面での動脈硬化との関連が多く報告され
ているが、老人施設入居者のサルコペニアでは肥満者がおらず、その
傾向を示すことはできなかった。

一
般
演
題　
講
演
抄
録

口
頭
発
表　
２
日
目　
8
月
31
日（
金
）

人間ドック　Vol.33　No.2　2018 年 225（337）



2-6-25
健診血糖パニック値の受診者のアドヒアランスと受診勧奨につ
いての検討
一般財団法人　平成紫川会　小倉記念病院

○大
おおぶち

渕美
み ほ こ

帆子
【背景】当院は国内有数の心臓冠動脈疾患及び脳血管疾患のハイボ
リュームセンターであり、院内併設の当健康管理センターでは病院患
者が健診で利用する頻度も高い。そのため受診者のパニック値につい
ては診療時の患者と同等に対応している。今回血糖パニック値のため
当センターから直接連絡をした受診者のアドヒアランスとその対応に
ついて検討したので報告する。
【対象と方法】対象は 2017 年 4 月から 2018 年 3 月に当院で健診を受
けた受診者のうち空腹時血糖パニック値で本人に連絡をした 15 名、
年齢は 34 から 75 歳（平均 52.0 歳、男 9名女 6名）である。パニック
値は空腹時血糖 220 以上とした。結果は糖尿病治療歴の有無にかかわ
らず、受診者から問診票であらかじめ指定された連絡先へ保健師が直
接電話連絡した。連絡時に本人から得られた糖尿病の治療歴、現在の
受診状態などをもとに今後の対応について検討した。
【結果】全対象者 15 名の空腹時血糖の平均値は 312mg/dl であった。
健診時に高血糖症状を有した者はいなかった。15 名中、当センターで
の健診初回が 7名、複数回受診者が 8名でそのうち前回、今回と続い
て要受診判定となった 3名全員が未受診であった。問診では糖尿病治
療中であった 6名中 3名が健診時に治療を自己中止していた。対象者
全員に保健師より結果を通知し早急に受診するよう勧奨した。
【結語】血糖パニック値の受診者であっても問診で糖尿病治療中であ
れば「要治療継続」の結果で済ませるのが一般的であるが、今回の検
討から問診で治療中としていながら治療を自己中止している例や、複
数回高血糖指摘されても放置している例もあることがわかった。高血
糖は急激に重症化することもあり、問診の治療歴にかかわらず積極的
な受診勧奨が必要であると考えられた。

2-6-22
動作解析装置「鑑（あきら）」を用いた人工股関節手術（THA）
前後の歩行解析
社会福祉法人　仁生社　江戸川病院　リハビリテーション科1

社会福祉法人　仁生社　江戸川病院　慶友人工関節センター2

社会福祉法人　仁生社　江戸川病院　整形外科3

社会福祉法人　仁生社　江戸川病院　健診センター4

○天
あ ま の

野　栄
え い じ

治 1　　溝口　勝己 1　　泉田　良一 2　　逸見　　治 2

　古郡　宏行 2　　加藤正二郎 3　　鮏川　裕之 4　　寺田総一郎 4

　鈴木　俊夫 4　　山崎　知子 4

【目的】一般に健康維持のために行われている運動は主としてウォー
キングであるが、中には予想外に低速であったり、量的にも不十分な
ケースを経験することがある。従ってウォーキングで十分な運動量を
確保するためには、個々のケース別に歩き方・歩行速度を評価し、適
切な処方を提示する必要がある。昨年、我々は動作解析装置「鑑（あ
きら）」を用いた歩行解析の有用性について報告を行ったが、今回は
その応用として人工股関節手術（以下THA）前後の歩行解析を行っ
た。【方法】対象は当院で片側の初回人工股関節手術を施行した変形
性股関節症 10 例（平均年齢：67.9 歳、女性 10 例）で、術前及び術後
6か月時点で動作解析装置「鑑（あきら）」の歩行解析機能「競（きお
う）」を使用し、歩行分析を実施した。評価項目は、重心点と目され
る spine base point の上下や左右方向移動、歩隔、重複歩長等である。
【結果】重心の上下振幅は（術前：3.6 ± 1.7 cm、術後：4.0 ± 1.5cm）、
重心の左右振幅は（術前：6.7 ± 1.7cm、術後：5.6 ± 1.7cm）であ
り、歩隔は（術前：14.5 ± 2.0cm、術後：14.2 ± 2.6cm）で有意差は
認められなかった。重複歩長は（術前：73.3 ± 22.5cm、術後：94.2 ±
19.0cm、p＜ 0.01）で有意差が認められた。
【考察】統計学的に有意差が認められたのは重複歩長のみではあった
が、競を用いることで重心点の軌跡をリアルタイムで観察すること
ができた。鑑では簡易にまた繰り返し計測可能なことから患者への
フィードバックも容易であり、将来的には健康維持に最適な歩行の教
育用に発展する可能性が考えられた。

2-6-24
春日クリニックにおける未受診者の動向調査と受診勧奨
医療法人社団　同友会　春日クリニック1

医療法人社団　同友会　品川クリニック2

医療法人社団　同友会　深川クリニック3

○渡
わたなべ

邊　紀
のりあき

章 1　　高谷　典秀 1　　新藤　　淳 1　　井出　貴文 1

　阿部弥栄子 1　　石沢　卓人 1　　宮川　一成 2　　高谷　純司 3

　高谷　雅史 1

【目的】予約したが受診予定日に来所しない者（未受診者）の存在は
健診機関に共通の悩みである。繁忙期のキャンセルは他者の受診機会
を奪うことに加え、胃カメラなど人件費比率の大きい検査ではコスト
損失も無視できず、その後も受診しない状況が続けば、疾患が未発見
となることで本人にも重大な結果をもたらしかねない。実際に 2016
年度の春日クリニックにおける全予約者のうち、5.3％（5,599 名）がキャ
ンセルをしたままその後再受診していない。そこで、今回未受診者へ
の受診勧奨がどの程度受診につながるかについて検証を行った。【方
法】最初に、受診勧奨を行う適切なタイミングを調査するため、2015
年 10 月度の未受診者を対象に日程変更連絡の有無と連絡時期につい
て評価を行った。次に、2017 年 4 月～ 7月度の未受診者に対し受診勧
奨を実施した。勧奨方法としては郵送方式をとった。【結果】2015 年
10 月度の人間ドック未受診者は 104 名であった。キャンセルと振替
日の連絡は受診予定日当日ないし翌日までが多くを占め、受診予定日
から１か月以上経過すると連絡がくることはほとんどない状況となっ
た。2017 年 4 月～ 7月度の人間ドック未受診者 241 名の中から、一定
条件に該当した 96 名に対し１か月以上の期間をあけて、郵送方式で
受診勧奨を行ったところ 7名（7.3％）の再予約が確認できた。【考察】
今回、未受診者に対する郵送方式での受診勧奨を実施したが、それだ
けでは再予約効果は限定的であった。今後は個別のキャンセル理由の
把握と、キャンセル理由に基づく対策の検討、事業所とのタイアップ
による受診勧奨、勧奨実施範囲の拡大、勧奨実施に対する効果検証な
どに取り組んで行く予定である。

2-6-23
ロコモ健診を開始して分かってきたことについて～ロコモ健診
後アンケートと判定結果による検討～
新古賀クリニック　健康管理センター

○手
て し ま

嶋　義
よしたか

高　　宮本　祐一　　川口　達大　　山川　公子　
　大坪　義彦　　小柳　徳明　　山田　安代　　重光　貴弘　
　石川　佑喜
【目的】当センターは平成 29 年６月よりロコモ健診を開始した。ロコ
モ度の結果とアンケートを分析・検討することによって、今後の運用
指針としたい。【対象】65 歳以上の健康診断受診者および 65 歳未満の
希望者または、推奨される方々に対してロコモ健診を行った。平成 29
年９月～平成 30 年２月の間でロコモ健診を受けた 839 名、及びその
中でアンケートに協力頂いた 760 名を対象とし検討を行った。【結果】
ロコモ度判定の内訳は異常なしが 35.9％（男 146 名、女 155 名）ロコ
モ度 1 が 52.1％（男 167 名、女 270 名）ロコモ度 2 が 12.0％（男 27
名、女 74 名）であった。ロコモ状態の割合を年代別でみると 40 代が
46.2％（男 30.8％、女 53.8％）、50 代が 53.2％（男 36.7％、女 61.3％）、
60 代が 62.4％（男 56.7％、女 66.8％）、70 代が 74.6％（男 67.4％、女
79.8％）で、性差に有意差を認めた。普段運動を行っていると答えた
方（以下運動群）は 528 名（毎日 122 名、週 3～ 5 回 172 名、週 1～
2 回 234 名）、全く実施していないと答えた方（以下非運動群）は 231
名、無回答 1名であった。非運動群の 93.9％がロコモ健診後に、今後
運動への取り組みを行う（すぐに取り組む 59.7％、そのうち取り組む
34.2％）と回答した。ロコモという言葉の理解度は、10.8％（運動群
13.1％、非運動群では5.6％）であった。非運動群の自由記載への回答は、
98 件中、自分の身体の状態を知った（22 件）、運動を始める（22 件）、
良かった・ためになった（30 件）などであった。ロコモ健診を受けて、
大変良かったと答えた割合は運動群で53.4％、非運動群で51.5％であっ
た。【考察】ロコモ状態の方の割合は年代とともに増加した。ロコモ
チェックの結果を踏まえての運動指導は運動習慣の有無に関わらず半
数以上の方が満足しており、特に運動習慣のない方には、現状を知り、
運動に対して前向きになったことによって、行動変容のきっかけとし
て、ロコモ健診が有意義であると考えた。
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2-6-26
2 回以上糖尿病受診勧奨群の特徴～糖尿病治療維持群との比較
から～
医療法人豊田会　刈谷豊田総合病院　健診センター

○寺
て ら だ

田　伸
の ぶ こ

子
【目的】糖尿病受診勧奨者は、合併症進行予防のため早期受診が必要
だが、2回以上指摘されても受診しない場合が多い。2回以上糖尿病
受診勧奨群の特徴を明らかにし、今後の支援方法を検討する。【方法】
2012 ～ 2015 年度に空腹時血糖かつHbA1 ｃ検査を 2回以上実施した
71,684 名（延べ）のうち、糖尿病検査判定で 2回以上受診勧奨群（n=277）
と糖尿病治療維持群（n=414）。両群の初回年齢・性別・BMI・空腹
時血糖・HbA1 ｃと糖尿病家族歴・脂質血圧治療の有無を比較検討
した。【結果】2 回以上受診勧奨群は平均年齢 52.8 歳± 10.0、男性
218 名（78.7％）、女性 59 名（21.3％）、BMI26.8 ± 12.1、空腹時血糖
125.6mg/dl ± 30.1、HbA1 ｃ 6.8％± 1.1。糖尿病治療維持群（以下治
療維持群）は平均年齢 57.0 歳± 8.9、男性 324 名（78.3％）、女性 90 名
（21.7％）、BMI25.6 ± 4.3、空腹時血糖 143.2mg/dl ± 35.0、HbA1 ｃ 7.5％
± 1.1。治療維持群で空腹時血糖、HbA1cが有意に高かった（p＜ 0.01）。
治療維持群［家族歴有 144名（36.1％）、脂質・血圧治療有 204名（49.3％）］
と 2回以上受診勧奨群［家族歴有 60 名（24.2％）、脂質・血圧治療有
109 名（39.4％）］で、家族歴と脂質血圧治療の有無の割合を直接確率
法で分析した結果両項目で有意差があった（p＜ 0.05）。【考察】２回
以上受診勧奨群は平均HbA1 ｃ 6.8％で、合併症予防の目標値HbA1
ｃ 7.0％より低いためか、受診に至っていないと考えられた。また平
均年齢 52.8 歳と若く、HbA1c6.5％以上の糖尿病型の可能性があり、
受診勧奨の段階から受診の重要性が示唆された。2回以上受診勧奨群
は治療維持群と比較し少ないが、39.4％にかかりつけ医があった。個
別介入場面で、かかりつけ医の活用により糖尿病受診へ繋がる可能性
がある。また個別介入できない者には、かかりつけ医を持つ必要性と
そこで健康状態を把握してもらう為に、健診結果の提示を促す啓蒙活
動を充実させることで、受診行動を高められる可能性がある。

2-6-27
当健康管理センターにおける糖代謝要受診者に対するアプロー
チ−受診勧奨用紙内容変更の効果−
独立行政法人地域医療機能推進機構　中京病院　健康管理センター

○中
なかしま

島歓
よ し こ

真子　　加藤　昌恵　　米川　弘恭　　立川　和重
【背景】当施設の特徴として、健診のリピーター率は高いが、毎年糖
代謝異常を指摘されていながら受診に至っていないケースが多い。そ
のため、該当者が受診に繋がる対策はないかと考え今回 2回目の受診
勧奨を行った。
【目的】健診結果にて、糖代謝要受診となった受検者が 2回目受診勧
奨用紙の内容変更によって受診に繋がったか調査する。
【対象】2017 年 4 月～ 9月に当施設で健診を受け、空腹時血糖 126mg/
dL 以上または随時血糖 200mg/dL 以上かつHbA1c6.2％以上で要受診
と判定された 271 人のうち、健診情報提供書および 1回目受診勧奨で
返答が得られなかった 184 人を対象とした。
【方法】健診結果にて要受診と判定され、健診結果に同封する健診情
報提供書の返信がなく、当院受診歴も確認できなかった受検者に対し、
健診から 3か月後に 1回目受診勧奨用紙を郵送。返信がなかった受検
者に対して再度 2018 年 2 月に 2回目受診勧奨用紙を郵送した。2回目
の内容は、タイトルを赤字へ変更、当施設は病院併設という利点を活
用し、当院への予約希望日記載箇所を設けた。さらに、高血糖に関す
るパンフレットを同封、封筒には返信締め切り日を記載した。これら
の内容変更により受診行動に繋がったか調査することとした。
【結果】健診情報提供書による受診済み人数 51 人（18.8％）、1回目受
診勧奨後受診済み人数 43 人（20.1％）であった。2回目受診勧奨用紙
郵送後に返信があった人数 63 人（34.2％）。その内訳としては、受診
済みが 43 人（68.2％）、未受診が 20 人（31.8％）であったが、うち 11
人（17.5％）は当院受診希望であった。
【考察】タイトルを赤字に変更したこと、当院の予約希望記載箇所を
設けたこと、パンフレットを同封したこと、返信締め切り日を記載し
たことから、インパクトと危機感、受診できる安心感を与えることが
でき未受診者の受診に繋がったと考える。しかし、返信がなかった受
検者に関しては未受診の可能性が考えられるため、今後の課題とする。

2-6-28
健康診断で糖代謝の要検査・要医療レベルの方のその後の医療
機関受診ならびに投薬継続動向に関して
JMDC

○長
ながはま

浜　誉
たかよし

佳　　柴崎　悠介　　大前　明美　　猪股　幹基
　恩田　　淳　　工藤　　大　　木村　真也
【目的】人間ドック学会の基準に基づき糖代謝の要検査・要医療レベ
ルの方の健診後の医療機関受診ならびに投薬の継続が適切に実施され
ているかビッグデータを用いて検証を行った。【方法】当社が保有す
る健保データから 2年度（前年度・今年度と定義）連続して健診での
空腹時血糖もしくはHbA1c の結果ならびに前年度健診受診月の 1年
前から今年度健診受診月までのレセプトデータを保有している方を
母集団とし前年度健診で空腹時血糖 110mg/dL 以上もしくはHbA1c 
6.0％以上で前年度健診受診から遡って 1年前までに糖尿病薬の投薬が
ない人を対象とした。前年度健診後医療機関を受診する群・しない群
（N群 ;Non-visit）に分け、医療機関受診の中で糖尿病薬の投薬が開始
される群・されない群（V群 ;Visit only）、そして投薬開始のうち継続
する群（C群 ;Continuation）・中断する群（D群 ;Discontinuation）に
分け、それぞれ今年度健診の採血結果の評価を行った。評価は前年度
と今年度の平均値の比較ならびに改善した人の割合とした。今年度健
診月から 2か月前まで処方がない場合を中断と定義した。【結果】対
象者は 147,384 人。医療機関を受診するのは 35％、そのうち投薬まで
至るのは 14％（全体の 4.9％ ;7202 人）で投薬が開始され継続する率
は 87.7％であった。前年度と今年度の空腹時血糖とHbA1c の平均値
の推移はC群とD群で改善したがV群とN群では改善は得られなかっ
た。改善した人の割合は C群 53.2％、N群 47.7％、D群 44.9％、V群
40.4％の順で C群のみ過半数を超えた。【結論】健診で要検査・要医
療レベルの方のうち医療機関を受診し投薬を継続した群が他の群より
改善が得られた。医療機関を受診せずとも改善を認める人は一定の割
合で存在はするが、当然、再検査や治療を受けるべきであると考える。

2-6-29
高血圧および糖尿病に対する就業制限導入の効果について：健
診データとレセプトデータからみた服薬促進効果に関する考察
丸井健康保険組合　健康促進センター

○厚
あ つ み

美　直
なおたか

孝
【目的】高血圧および糖尿病に対する就業制限導入前後で健診データ
とレセプトデータを調査し、生活習慣病に対する服薬の促進効果につ
いて考察すること。【対象と方法】2015 年度からの就業制限導入（対
象は高血圧 180/110mmHg 以上、糖尿病 HbA1c8.4％以上）を境に、
2014 年度を導入前、2016 年度を導入後とした。各年度の健診受診者
7132 名、7141 名を調査対象とした。１）健診データでは、就業制限
対象者数および本学会受診勧奨基準である収縮期血圧 160mmHg 以
上、空腹時血糖 126mg/dl 以上、LDL コレステロール 180mg/dl 以上
の該当者数の変化を調査した。２）レセプトデータでは、高血圧、糖
尿病、脂質異常に対する薬剤処方人数、薬剤費の変化を調査した。【結
果】１）年度別基準該当者数は収縮期血圧、空腹時血糖、LDLのいず
れにおいても導入前後で有意な変化を認めず、増加は調査対象の 0.1％
以内であった。２）月別薬剤処方人数は、導入前後で高血圧が 191 ±
12.4 → 268 ± 14.3 人、糖尿病が 79.8 ± 5.8 → 97.6 ± 6.4 人、脂質異常
が 141 ± 11.7 → 196 ± 13.0 人と変化し、いずれも制限導入後に有意
に増加した（p＜ 0.01）。人数の増加に伴い薬剤費も増加したが、一人
あたりの薬剤費は高血圧と脂質異常で減少傾向にあり、糖尿病で増加
傾向がみられた。【考察】受診勧奨基準該当者数に有意な変化を認め
なかったにもかかわらず、薬剤処方人数が有意に増加したことから、
就業制限導入によって制限対象者のみならず、それ以外の受診勧奨対
象者に対しても服薬の促進効果が得られた可能性が考えられた。【結
語】就業制限の導入により制限対象者以外の生活習慣病に対して服薬
を促進する波及効果が得られた。反面で従来の受診勧奨が服薬につな
がっていなかった可能性が考えられ、今後の手法についても再考が必
要である。
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2-7-03
緑内障スクリーニング検査の精度向上にむけた取り組み
公益財団法人　新潟県保健衛生センター　
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緑内障は日本人の失明原因第一位であり、多治見スタディによると、
40 歳以上の日本人における緑内障の有病率は 20 人に 1人と言われて
いる。全緑内障のうち 67.8％が開放隅角緑内障であり、その中の 90％
以上が正常眼圧緑内障　normal tension glaucoma（以下 NTG）であ
ることが報告されており、日本人に多いNTGを発見するためには、
従来の眼底検査、眼圧検査だけでなく視野検査を加えることが有用で
あると言われている。当施設では、2013 年度より人間ドックの基本
項目に簡易視野検査 frequency doubling technology（以下 FDT）を
導入し、日本人に多いNTGの早期発見に努めている。導入前後 6年
間の検査結果を検証し、FDTを眼底検査や眼圧検査と併用した結果、
緑内障の発見率が高値であり、緑内障の発見に FDTの有用性がある
ことがわかった。しかし、検査における手技のばらつきや眼底写真の
画質が、読影医師の判定に影響を及ぼすことから、より正確な検査を
実施する為、FDT検査時の受信者への説明や手技を統一するためマ
ニュアルを改定し、スタッフに周知した。また、使用する眼底カメラ
については画素数を 230 万画素から 500 万画素の機器に更新した。今
回は、眼底カメラを更新した 2016 年 8 月から 2017 年 7 月に人間ドッ
クを受診した FDT・眼底検査をともに受けている 4002 名（男性：
2175 名、平均年齢 53.24 歳、女性：1827 名、平均年齢 53.24 歳）、更新
前 2015 年 8 月から 2016 年 7 月に受診した FDT・眼底検査をともに
受けている 4272 名（男性：2349 名、平均年齢 52.84 歳、女性：1923 名、
平均年齢 52.69 歳）を対象に、FDTにおける固視不良と眼底検査にお
ける判定不能の出現率を算出したので報告する。
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非散瞳眼で poor な画像しか撮れなかった眼への光干渉断層撮
影 OCT の有用性について
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【目的】山梨は車社会であるために、糖尿病網膜症のスクリーニング
のために来科する患者の散瞳が片眼に限られる。非散瞳眼の画像が
撮りにくいこと左眼では 9％が不鮮明であることを筆者らは人間ドッ
ク学会で発表した。片眼のみ散瞳し、非散瞳眼で判定不能率を調べ、
poor な場合、患者様の同意が得られればOCTを撮り、そこから黄斑
の浮腫の有無のみではあるが、所見が取れる率を知る。【方法】2017
年 1 月～ 4月に甲府共立診療所においてKowa 無散瞳カメラ（VX-10,
東京）で JK,NS,AI の 3 医師により撮影された 649（男 357、女 292）人、
DM+588 人　DM-61 人平均 67 ± 15 歳の画像につき、散瞳眼、非散
瞳眼の画像を 4グレード（E:Excellent, G:good, P:Poor, X:impossible）
に JKによって分類した。非散瞳眼で、P,X となった人で、OCTで黄
斑浮腫の有無が分かるかどうかを E:Excellent,P: Poor, X: impossible, 
NA: 撮影しなかった。　に分類した。対象者全体のHbA1c は 7 ± 1、
等価球面は -1 ± 3D、福田分類A2（単純網膜症）まで：252 名、黄斑
症あり：21 名であった。【成績】両眼散瞳したときの poor 以下の画像
は 8％、非散瞳眼の poor 以下は右 70、左 69％で poor 以下では左右で
有意差がない。年齢 65 歳以上、黄斑症有り、等価球面 -6D 未満の場
合で有意に質が悪い。性、糖尿病の有無、白内障の有無、HbA1c, 矯
正視力、糖尿病の病期、白内障手術歴では有意差が出なかった。糖尿
病 588 人、非散瞳眼画像が P、Xであった 359 名のうち 238 名が OCT
を撮影した。238 名のうち 235 名（99％）で黄斑症の判定できた。【結
論】人間ドックで糖尿病が疑わしい人で眼底カメラ画像の黄斑部が不
明な人には積極的にOCTを用いて浮腫の有無を判定するとよい。
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当施設における光干渉断層計検査導入後の検討
社会医療法人財団　慈泉会　相澤健康センター　健康管理部1
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【はじめに】光干渉断層計検査（以下OCT）は緑内障をはじめとする
眼疾患を早期に発見する検査として臨床では既に活用されているが、
健診で導入している施設は少ない。当施設では、二日ドックのオプショ
ンとして平成 29 年 10 月より OCTを導入した。今回OCTの結果と
その他の検査との関連について検討したので報告する。【対象】平成
29 年 10 月から 12 月までの二日ドックの受診者 857 名（男性 519 名、
女性 338 名）のうち希望者 158 名（男性 101 名、女性 57 名）。既に緑
内障と診断されている方は対象外とした。【方法】眼底検査（以下眼底）、
眼圧検査（以下眼圧）、簡易視野検査（以下 FDT）に加えOCTを実
施した。判定は眼科医 2名が各検査の判定と総合判定を行った。当施
設において緑内障疑いの所見としては、OCTは視神経乳頭陥凹拡大、
乳頭周囲網膜神経線維層の菲薄化、黄斑部網膜内層の菲薄化、眼底は
視神経乳頭陥凹拡大、視神経線維束欠損、乳頭出血、眼圧は 22mmHg
以上、FDTは異常あり、のいずれかの所見があり総合判定が要精査
または経過観察となった場合とした。【結果】緑内障疑いと診断され
たのは 15 名。このうち有所見者数はOCT12 名、眼底 13 名、眼圧 2
名、FDT2 名だった。所見の一致は眼底－OCT12 名、眼圧－OCT0
名、ＦＤＴ－OCT2 名だった。OCTで発見された緑内障以外の有所
見者は 8名だった。【考察】今回、緑内障所見についてOCTは眼底と
関連が高く、一方で眼圧とは関連が低かった。OCT緑内障有所見者
12 名中 FDT陰性は 10 名であり、OCTが FDTより早期の緑内障所
見を検出していると推測された。またOCTは緑内障以外の眼疾患の
発見にも有用であった。OCTを眼底などの他検査に加えて行うこと
で、緑内障をはじめとする眼疾患の早期発見に有用であると考えられ
た。【結語】健診でOCTを導入することは、情報量を増やし判定の役
に立った。
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精密検査受診勧奨の取り組み後の評価と今後の課題
医療法人社団曙会　佐々木外科病院　総合健診センター
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【目的】我々の健診センターでは、要精密検査対象者に紹介状と精密
検査の案内を発行していたが、受診勧奨は行なっていなかった。精密
検査受診の遅れにより進行肺がんで予後不良の事例があったことから
要精密検査対象者に対して受診勧奨の取り組みを始めた。データを集
計し受診率の評価を行ない、がんの早期発見に繋がることを目的とし
てその効果を検討した。【方法】要精密検査対象者に紹介状と精密検
査案内を発行し 3ヵ月後までに返信がない対象者に平成 22 年 1 月か
ら平成 23 年 4 月まで電話で受診勧奨を行なった。平成 23 年 5 月から
は電話ではなく郵送で受診勧奨を行なった。平成 26 年 4 月より受診
時に前年度の要精密検査対象者に受診状況の確認を行ない、正確な受
診率の調査を実施したので、その結果を評価し今後の課題を検討した。
【結果】ドックの精密検査受診率は、電話勧奨時は 69.5％、郵送勧奨
以降は 75％前後で推移し平成 28 年度は 74.2％であった。一方ドック
以外の健診は、電話勧奨時は 61.1％、郵送勧奨以降は 65％で推移し
平成 28 年度は 67.4％まで上昇した。受診勧奨後の受診率は電話勧奨
をした平成 22 年は 12％であったが、郵送勧奨をした平成 27・28 年
は 25％と上昇した。検査別受診率は平成 28 年度で最高は胃内視鏡の
94.5％、最低は便潜血の 65.3％であった。受診勧奨後の受診によって
6年間で 11 件のがんを発見することができた。【考察】健診に比べドッ
クの精密検査受診率は高く健康への意識の高さと職域の違いが受診率
に影響していると考えられた。経年的に受診率は上昇し受診勧奨後の
受診率も上昇した。郵送での受診勧奨は有効であったので継続が重要
と考えられる。しかしドックの精密検査受診率は 75％前後から増えて
おらず、今後更なる取り組みが必要と考えられる。検査別受診率では
便潜血陽性者の受診率が低いので、健診当日に検査案内を行ない、併
設病院で大腸内視鏡検査ができる利便性を生かし受診率上昇に繋げた
い。
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VDT 作業者６４６人の各種視機能と、レーシック眼、ドライア
イ眼の、目、身体、精神の自覚症状との相関
公益財団法人　加古川総合保健センター1
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平成 29 年加古川市内事業所で、就業年数 1年未満から 39 年迄、VDT
作業に従事した 19 歳から 65 歳までの男性 323 人と女性 323 人計 646
人を対象とし、視機能により、1）遠見視力 0.9 未満群、2）遠見視力
0.9 以上群、3）近見視力 0.9 未満群、4）近見視力 0.9 以上群、5）遠見
視力左右差 3段階未満群、6）遠見視力左右差 3段階以上群、7）近見
視力左右差 3段階未満群、8）近見視力左右差 3段階以上群、9）近点
距離 23cm 未満群、10）近点距離 23cm 以上群、11）近点距離左右差
4cm未満群、12）近点距離左右差 4cm以上群、に分け、また眼疾患
として、1）眼位異常、2）レーシック眼、3）ドライアイ眼、に分け
て自覚症状との相関を考察した。【方法】自覚症状として、目が疲れ
る、目が痛む、目がかすむ、を目の自覚症状とし、肩がこる、腕がだ
るい、背中がだるい、を身体の自覚症状とし、頭が痛い、イライラす
る、眠りが浅い、根気がない、を精神の自覚症状とした。それぞれ視
機能や眼疾患にいくつ自覚症状があるのかをまとめて比較検討した。
【結果】目の自覚症状の多いのは、近点距離左右差 4cm以上群、近点
距離 23cm 以上群、近見視力 0.9 未満群であった。身体の自覚症状が
多いのは、近点距離左右差 4cm以上群、近見視力 0.9 未満群、近点距
離 23cm以上群、近見視力左右差 3段階未満群、であった。精神の自
覚症状の多いのは、近点距離左右差4cm以上群、近点距離23cm以上群、
遠見視力左右差 3段階以上群であった。眼位異常群は精神の自覚症状
が多い。ドライアイ眼はそうでない眼より目、身体、精神の症状すべ
ての自覚症状で大幅に多い。レーシック眼は目の自覚症状が多く身体、
精神の自覚症状が少ない。【結語】VDT作業者には特に左右差の無い、
より良い近見視力を出すべく適正な近用眼鏡を装用させ、ドライアイ
眼には自覚症状がすべてに多いことから、エアコンの風向きや点眼薬
や保湿眼鏡等を考慮したい。
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高コレステロール血症と喫煙は難聴発生の独立した危険因子で
あった
立川総合病院　健診センター
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背景：難聴の危険因子に関する報告はほとんどが横断的研究で混乱し
ており、縦断的研究は少ない。目的：人間ドックデータを用いて、難
聴発生の独立した危険因子を探求する。方法：高周波難聴の閾値を4,000 
Hz で 40 Db、低周波難聴の閾値を 1,000 Hz で 30 DB と定義して、初
年度に高周波難聴がなく 8年間経過観察した 2,628 人と初年度に低周
波難聴がなく 8年間経過観察した 2,775 人を対象とし、Cox 回帰を用
いて高周波難聴と低周波難聴の性・年齢補正発生ハザード比を計算し
た。次に、まず、全候補危険因子を初期変数とし、p値 0.05 未満を投
入基準、0.1 以上を除去基準とした stepwise Cox 回帰を用いて高周波
難聴と低周波難聴の発生ハザード比を計算した。同様の計算を 60 歳
以下の人だけを対象として繰り返した。結果：8年間で、男性 303 人 
（18.4%）と女性 64 人 （6.5%）が高周波難聴となり、男性 153 人 （8.7%）
と女性 96 人（9.5%）が低周波難聴となった。61 歳以上の人では、男
性 53.4% と女性 20.6% が高周波難聴となり、男性 28.4% と女性 26.9%
が低周波難聴となった。stepwise Cox 回帰の結果で有意なハザード比
を示したのは、高周波難聴の発生については喫煙と飲酒であり、低周
波難聴の発生については高コレステロール血症であった。60 歳以下
の人だけを対象とした計算では、高周波難聴の発生についても低周波
難聴の発生についても高コレステロール血症が独立した危険因子とな
り、喫煙が高周波難聴の、貧血が低周波難聴の独立した危険因子となっ
た。結論：60 歳以下の人では、高コレステロール血症は難聴発生の独
立した危険因子であった。高コレステロール血症の人には聴力検査お
よび騒音を避けるなどの難聴対策が勧められる。
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頸動脈超音波検査実施時に偶発的に発見された顎下腺腫瘤の一
例
医療法人　沖縄徳洲会　静岡徳洲会病院　臨床検査科1

医療法人　沖縄徳洲会　静岡徳洲会病院　健康管理センター2

医療法人　沖縄徳洲会　静岡徳洲会病院　内科3
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【はじめに】人間ドックにおいて、頸部超音波検査実施時に対象臓器
以外の腫瘤を発見することがある。今回、頸動脈超音波検査実施時
に偶発的に顎下腺腫瘤を発見したので報告する。【症例】64 歳男性。
20XX年、人間ドック受診。5年前より当院人間ドック受診し、腹部・
頸部超音波検査施行。【既往歴】C型肝炎治療中【自覚症状】口渇、
残尿感、立ちくらみ【喫煙歴】過去にあり【触診】甲状腺腫大なし【血
液検査】有意所見なし【過去の超音波所見】右甲状腺腫瘤（4＊ 4 ＊
3㎜）、左総頸動脈洞プラーク【超音波所見】頸動脈超音波検査にて右
頸動脈洞描出時、右顎下腺内に腫瘤像が描出された。腫瘤像は右顎下
腺に 25 ＊ 25 ＊ 20㎜の境界明瞭平滑、分葉形、内部は比較的均一な低
エコーであった。腫瘤は顎下腺内にとどまり、周囲への浸潤なし。後
方音響増強あり。血流シグナル得られず。左顎下腺腫大なし。両側耳
下腺腫大なし。右顎下腺腫瘤として報告書作成、外来受診とした。【CT】
当院耳鼻咽喉科受診し造影 CT実施となった。造影 CTでは右顎下腺
に造影効果は不均一な 25㎜大の腫瘤像を認め、多形腺腫などの顎下腺
腫瘍を疑う所見であった。【経過】本人希望で他院紹介。紹介先の病
院で細胞診など実施され、多形腺腫疑いで腫瘤摘出術施行となった。
【まとめ】今回、内頸動脈と外頸動脈の分岐部がやや高い位置に存在
したため、顎下腺が観察され、偶発的に顎下腺腫瘤が描出された症例
であった。本人に痛みや腫瘤触知の自覚症状はなく、以前に実施した
頭部MRI 検査でも指摘はなかった。リピーターであると前年度の所
見に追随してしまうことが多いが、初回検査と同様の気持ちで、新た
な所見の発見に努めることが重要であると感じた。今後も受診者に有
益な所見を発見できるよう、日々の検査を実施していきたい。
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人間ドックに於ける骨密度と体重　その２
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【目的】　人体の骨密度は下肢長管骨にかかる荷重に拠ると言われてお
り、スポーツ医学的にも確認されている。また逆に宇宙空間の様に微
小重力環境に於いては骨よりの脱灰が問題になる。勿論人間ドックに
於いてはその様に極端な環境を扱う訳ではないが、通常の環境に生活
し人間ドックを受診する人の骨密度が、体重等の各指標とどの様な関
係を有するかを前回に引き続き検討する。
【方法】　当院健診室を平成 29 年１月から８月迄に受診した人間ドッ
ク受診者 84 名の内、骨密度測定を行った 75 名について、前回と同じ
く原則として各月毎に骨密度と体重との関係について調査した。
【結果】　前回と同じく月毎にかなりのばらつきが有り、やはり体重が
多い程骨密度は保たれる傾向が見られはしたが前回ほどの傾向ではな
い様に思われた。
【考察】　体重が多いが骨密度が保たれてない受診者が月毎にみられ、
その背景を探るとそれらの受診者はメタボ該当者であった。此の事が
前回ほど一定の傾向を示さない要因となっていると考えられた。一方
体重が少なくても骨密度が保たれている受診者も月毎に見られたが、
運動歴・既往歴・食事の仕方を含む生活歴との関係は問診上は目立つ
傾向は見られなかった。
【結論】　骨密度に関しては、前回ほど体重との関係は深くはないもの
のある程度の関係は見られた。今後更に例数を重ね検討を行い、今後
予想される高齢化社会でのロコモティヴ・シンドローム等の予防に関
して人間ドックの有用性に資する事に努めたい。
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2-7-11
診療所併設健診施設である当院の院内感染管理
医療法人社団新虎の門会　新浦安虎の門クリニック
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【目的】当院の施設構造は診察スペース 1Fと健診スペース 2と仕切っ
ているため、感染の機会はすくないが、健診のスペースで何かしら他
の病気にかかってしまうのではないかと心配される声もある。当院は
健診でこられた花粉症の患者さんや外来でこられた予防接種の患者さ
んは外来の滞在時間を短くする試みを図っている。短縮化できている
か検証してみた。又、当院は様々な職種が診療と健診を行き来しなが
ら業務にあったっている。そこで、当院へおけるスタッフの感染管理
の意識の差がないか検証した。【対象】健診で来院され、花粉症の薬
希望の患者さん外来で風邪の症状で来院された患者さんと予防接種希
望の患者さん当院スタッフ計 83 名：事務エイド 21 名、医師（非常勤
含む）15 名、検査技師 14 名、管理栄養士 12 名、送迎スタッフ 10 名、
看護師 8名、放射線技師 3名　【方法】健診でこられた花粉症の薬希
望の患者さんの外来滞在時間を検証風邪で来院された患者さんと予防
接種で来院された患者さんの滞在時間の差の検証当院スタッフにアン
ケートを以下の設問に答えていただいた。感染症の疑いが強い患者さ
んは個室へ隔離をご案内しているなど。【結果】健診でこられた花粉
症薬希望の患者さんや予防接種目的で来院の方は、外来滞在時間が短
かった、当院スタッフで感染管理に対する職種間の意識の差はなかっ
た。【考察】滞在時間が長くなると感染する危険も増すが、患者さん
の状態に合わせて時間短縮を図ると来院された方々の満足度が高くな
ると考えられる。今後は健診スペースで花粉症の患者さんもお会計で
きるシステムをつくることを考えていきたい。又、結果から感染に
対する職種間の意識の差はなかったので、今後もスタッフ一体となり
サービス向上を図っていきたい。

2-7-09
甲状腺機能異常症のスクリーニングにおける血清コリンエステ
ラーゼ測定の有用性
筑波大学付属病院水戸地域医療教育センター　茨城県厚生連　総合病院　水
戸協同病院　健康管理センター1
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【目的】我々は、血清総コレステロール（TCH）、クレアチニン、
ALP、LDHなどの一般検査成績から甲状腺機能異常症のスクリーニ
ングが可能であることを報告した。今回は、血清コリンエステラーゼ
（ChE）値について検討した。対象：未治療のバセドウ病（GR;26 例）、
TSH ＞ 50 の甲状腺機能低下症（Hypo）16 例および正常（Nor）群
73 例である。【方法】 TCH/ChE 比および前回値のある例では、ChE
の今回値（機能異常時）と前回値（機能正常時）の比とTCHの今回
値と前回値の比の差；ChE /TCH（DR）を計算した。【結果】各群に
おけるChE の平均値はGR群 380、Hypo 群 222 およびNor 群 342IU/
L であり、GR 群および Hypo 群は Nor 群よりそれぞれ有意に高値
および低値であった。TCH/ChE 比の平均値は、GR群 0.46, Hypo 群
1.33 および Nor 群 0.62 であり、GR群およびHypo 群は Nor 群よりも
有意に低値および高値であったが、ある程度の重なり合いも認められ
た（＜ 50；GR 群　18/26、Nor 群　19/73：100 ＞　Hypo 群　14/16、
Nor 群　2/73）。一方、ChE /TCH（DR）は GR 群では 0.34 ～ 1.43、
Hypo 群では、-0.39 ～ -1.16、Nor 群では 0.19 ～ -0.34 であり、3 者の
間に重なり合いはなかった。【考案および結語】 ChE は、GR群で高値、
Hypo 群で低値であった。TCH/ChE 比も GR群では低値、Hypo 群で
は高値であったが、重なり合いが多く、甲状線機能異常症の鑑別には
不十分であった。一方、ChE /TCH（DR）は 3 者間で重なり合いは
なく、甲状腺機能異常症のスクリーニングに極めて有用である。　
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乳腺・甲状腺細胞診からの劣化の少ない RNA 抽出について
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【はじめに】乳腺および甲状腺における穿刺吸引細胞診（以下、細胞
診）は侵襲が少なく簡便であり、画像検査等の診断技術が進んでいる
現在においても重要な検査項目の一つである。さらに細胞診で得た検
体を利用した癌診断マーカーの開発は、より厳密な診断法として期待
される。我々は、細胞診検体から抽出した RNAを癌診断に用いる手
法の開発を検討しており、その際に可能な限り高品質な RNAを得る
ことが重要である点に異論はないと思われるが、RNAは劣化しやす
く、特に臨床検体から質の良い精製 RNAを得ることは難しい。一般
的に RNA抽出過程の多くは室温下で行われるが、我々は細胞診検体
においてはこのことが RNA劣化の一因ではないかと考えた。そこで
今回、乳癌および甲状腺濾胞性腫瘍の手術検体を対象とした疑似細胞
診で得た検体を用い、可能な限り氷温下に保つよう操作中の温度管理
を徹底し、発現解析に値する質の良い RNA抽出が可能かどうかにつ
いて検討した。尚、関連する施設での倫理審査の承認を得て実施した。
【方法】対象は乳癌 7症例・甲状腺濾胞性腫瘍 4症例。18G 針で穿刺後、
氷温下にて RNA抽出液（RNAisoPlus：タカラバイオ）1ml に入れて
凍結保存した。まず氷温下で解凍し、その後も可能な限り氷温下の温
度管理を徹底して RNA精製を行った。RNA の純度および品質の検
定として、まずBioSpec-nano （SHIMADZU）を用いて吸光度を測定し、
次にQuantiFluor RNA System（Promega）にて RNA定量を行った。
RNA濃度を厳密に測定した上でAgilent 2100 Bio Analyzer で RNA
の品質基準となるRNA Integrity Number （RIN）を算出し、RNA品
質の客観的評価を行った。【結果】ほぼ全てで RIN が 7 以上の純度の
高い精製RNAを得ることが出来た。【まとめ】抽出の段階から厳格に
温度管理を行い、操作中の温度を低温に保つことで高品質の RNAを
得ることが可能であることを確認した。

2-7-08
骨粗鬆症の早期発見治療に向けて - 人間ドック受診者に対する
健診センターと骨粗鬆症リエゾンサービスチーム連携の有用性
聖隷佐倉市民病院　健診センター
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超高齢社会をむかえた我が国では健康寿命の確保が重点課題であり、
なかでも骨粗鬆症への早期治療介入は骨折等による要介護を回避する
上で重要とされる。今回我々は健診センターと骨粗鬆症リエゾンサー
ビスチームが円滑な連携を行うことによる骨粗鬆症の早期治療介入の
有用性につき検討したので報告する。【方法】2015 年 8 月から 2017 年
10 月までに人間ドックに骨密度測定（DXA橈骨遠位端）をオプショ
ン追加した受診者の中で、骨粗鬆症（YAM値 70％未満）と診断され、
かつ骨粗鬆症リエゾンサービスの利用を希望された方34名（全員女性、
年齢 59 ～ 90 歳、中央値 69 歳）を対象にした。まず腰椎および大腿
骨頸部の骨密度DXAと骨代謝マーカー P1NP、TRACP-5b を測定後、
専門医の骨粗鬆症地域連携外来で治療介入が必要と判断された場合、
理学療法士、看護師、薬剤師、管理栄養士からなる骨粗鬆症リエゾン
サービスチームにより適切な指導が行われた。その後は地域の開業医
にフォローをお願いし、原則 6ヶ月おきに当院または紹介医にて治療
効果を検討した。【結果】34 名のうち、実際に治療介入が必要とされ
たのは 30 名であり、1年後のフォローとして骨密度や骨代謝マーカー
測定が当院にて行われた 13 名について検討した。腰椎骨密度増加（1
～ 11％）は 13 人中 9人であり、大腿骨頚部骨密度増加（1～ 8％）は
13 人中 6人と約半数であった。骨代謝マーカーは大部分の症例で改善
していた。【結語】いまだ preliminary な報告であり、症例を重ね更な
る長期的な検討が必要であるが、人間ドック骨密度低下例に対する健
診センターと骨粗鬆症リエゾンサービスチームの連携は有用と思われ
た。今後、特に中～高齢女性を中心に骨密度オプション検査を積極的
に勧め、骨粗鬆症の早期発見治療介入に繋げていきたいと考える。
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2-7-12
自己採血キットを用いた再検システム運用上の課題について
東海大学　医学部付属八王子病院　健康管理センター
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【目的】追跡検査は人間ドックの重要な業務のひとつであり、人間ドッ
ク健診施設機能評価においても、血圧、糖尿病関連および脂質関連の
追跡検査実施率が評価項目に含まれている。血液検査は医療機関で実
施するためか実施率が高くない。当センターでは、2015 年 4 月より、
自己採血キットを用いて検査センターに郵送して測定するシステムを
一部の追跡検査に導入している。今回は脂質検査の追跡検査を自己採
血キットで実施した結果と運用上の課題について報告する。
【方法】2014 年度以降に当院で人間ドックを受診した者のうち、脂質
検査で 3ヵ月後に再検（C3 判定）となった者の検査実施率を年度別
に比較した。2015 年度からは、「糖代謝」、「脂質代謝」、「尿酸」、「肝
機能」、「腎機能」いずれかが C3 判定かつD判定がない者を対象とし
て自己採血キットによる検査を実施している。申込みは、2015 年度は
受診後に医師の結果説明時に対象者へ案内して当日、2016 年度はセン
ター内にポスターで掲示して当日、2017 年度は受診後に結果報告書を
送付する際に該当者に申込葉書を同封して後日、という方法で実施し
た。
【結果】脂質検査でC3 判定となった者のうち追跡検査を実施した者の
割合は、2014 年度 504 人中 82 人（16.3%）、2015 年度 512 人中 157 人
（30.7%）、2016 年度 552 人中 186 人（33.7%）、2017 年度（4 ～ 9 月）
292 人中 97 人（33.2%）であった。追跡検査実施者のうち自己採血キッ
トによる者の割合は、2015 年度 157 人中 27 人（17.2%）、2016 年度
186 人中 9人（4.8%）、2017 年度 97 人中 12 人（12.4%）であった。なお、
自己採血キット対象者のうち申込者の割合は、2015 年度 625 人中 203
人（32.5%）、2016 年度 681 人中 69 人（10.1%）、2017 年度 283 人中 97
人（34.3%）であった。
【総括】自己採血キットを導入した結果、受診率がほぼ倍増したが追
跡キット申込状況は周知方法により異なった。今年度は追跡検査受診
の確認をする際にも再度案内する予定である。

2-7-13
要経過観察者への受診勧奨を実施して見えた今後の課題
社会医療法人　松本快生会　西奈良中央病院　健康管理センター

○川
かわもと

本　理
り え

恵　　中村きよ子　　増田美加子　　萩尾　倫子
　花井　千栄　　横井　祐子
【はじめに】　当健康管理センターでは、脂質・血糖・血圧において要
経過観察と判定（中でも医師から 3～ 6ヶ月後に経過観察のため再検
査を受診するよう指示）された者に対して、受診勧奨を行っている。
今回、当センターの受診勧奨の結果を報告する。【目的】医師が3～ 6ヶ
月後に経過観察のため再検査を指示した者（C1 判定）が受診勧奨を
受け次年度にドックを受診した際、判定が前回と比較しどのように変
化したか。【対象】2016 年 9 月から 2017 年 3 月までの（7ヶ月間）人
間ドック受診者2,286名中、3項目における要経過観察対象者165名【方
法】3項目において要経過観察となった受診者に対して次年度までに
3回「声かけ」を行った。1. 当日結果説明において医師から生活習慣
改善の必要性について 2. 結果報告書送付時、食事・運動療法など具体
的な改善策が記載されたパンフレットを同封3.受診から3ヶ月後に「再
検査依頼書」による受診勧奨【結果】165 名中、次年度にドックを受
診した者は 114 名（リピート率 69％）A又は B判定になった者が 42
名（内治療中 8名）C判定になった者が 29 名 D判定に悪化した者が
24 名 C1 判定のまま 19 名改善した者 71 名、変わらなかった者も悪化
したとし 43 名であった。【まとめ】1. 当日 2. 結果報告書到着時 3. 受診
から 3ヶ月後の手紙、と 3回「声かけ」を行った結果、改善率 62％、
悪化率 38％であった。当日医師からの説明以外は、事務的な「声かけ」
のみであったが今回の結果は改善している者が多かった。脂質・血糖・
血圧は生活習慣病につながるので、「経過観察＝放置」と受け取る方
が多い中、要経過観察者が重症化しないよう注意喚起していくことが
重要。今後は医師からのアドバイスと、事務的な「声かけ」だけでな
く保健師・看護師からの直接的な「勧奨」を行えば、「経過観察＝放置」
と受け取る方が少なくなり改善率の上昇も望めるのではないかと感じ
た。

2-7-14
がん検診における精度管理についての検討～保険者種別におけ
る精検受診率からみた課題～
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1

博愛会病院2

○福
ふくしま

嶋　邦
く に え

枝 1　　小田千恵美 1　　弓削　幸恵 1　　吉村　理江 1

　那須　　繁 2

【はじめに】市区町村の住民を対象とした対策型がん検診（以下、住民）
は、集団全体の死亡率減少を目的として精度管理方法や指標が定めら
れている。一方、協会けんぽ（以下、協会）や健保・共済組合（以下、
組合）が実施する職域におけるがん検診の精度管理は、保険者や事業
所、健診施設に委ねられており、課題が山積している。今回保険者種
別のがん検診精検受診率を比較し、今後の課題について考察した。【対
象・方法】（１）2012 年 4 月～ 2017 年 3 月までのがん検診（胃・大腸・
乳房・子宮頸部）受診者のべ 126,536 名（M：62,325、F：64,211）を
対象に、住民、協会、組合における精検受診率を比較した。（２）精
検受診率が低率であった組合における大腸がん検診の精検未受診者に
精検未受診理由について聞き取り調査を行った。尚、当施設の受診勧
奨方法は、住民が 2ないし 4ヶ月後の手紙及び電話、協会と組合は手
紙のみである。【結果】（１）精検受診率（%）は住民／協会／組合の
順に、胃がん検診が 89.2 ／ 60.8 ／ 62.5、大腸がん検診が 84.9 ／ 52.5
／ 61.0、乳がん検診が 94.1 ／ 87.6 ／ 89.2、子宮頸がん検診が 89.7 ／
85.0 ／ 74.8 で、すべて住民が最も高率であった。協会と組合におけ
る胃がんと大腸がん検診の精検受診率は住民に比し有意に低率であっ
た。（２）組合における大腸がん検診の精検未受診理由は「時間がない」
が最も多く、その他「無症状」「痔」との回答が目立った。【考察】協
会や組合における精検受診率が低率の原因としては、精検受診率の目
標が明確化されていない、保険者や事業所と健診施設での情報共有が
不十分である、受診者の検診に対する意識が薄い、時間的余裕がない
等が考えられた。協会と組合のがん検診において精検受診率を高める
ためには、目標値設定に加え、受診勧奨や追跡調査における保険者や
事業所との連携強化、受診者の行動変容に繋がる保健指導が必要であ
る。

2-7-15
人間ドック便潜血陽性者の大腸二次検査受診状況～ CTC 検査導
入・追跡調査開始 5 年を経て～
医療法人　永仁会　入間ハート病院健康管理センター

○米
よねやま

山　直
な お き

樹　　安川　純一　　小久保佳奈　　河村　健吾
　石脇　花織　　亀山　　晃　　川内　利夫　　杉野　吉則
　吉住　　豊　　永田　雅良
【背景・目的】人間ドックでの大腸一次検査は、便潜血 2回法（以下
FOBT）でおこなわれているが、二次検査の受診率はさほど高くない。
二次検査は、従来は大腸内視鏡検査（以下 CF）であったが、実施可
能数に限りがあり、2012 年度より大腸 CT検査（以下 CTC）が保険
適応となった事を受け、同年より CTCを開始し、FOBT陽性者にパ
ンフレットで案内した。同時期に、他院実施者を把握する為の追跡調
査も開始した。CTC導入及び追跡調査開始後 5年以上経過し、二次
検査受診率等をまとめたので報告する。
【対象・方法】FOBT 陽性者は、導入前（2009 ～ 2011 年度）は 3 年
間で 1,427 人、導入後（2012 ～ 2016 年度）は、5年間で、3,062 人であっ
た。（重複受診者あり）FOBT陽性者のうち、次回人間ドックまでに
二次検査を受診した者を調査し、自院受診率とした。他院受診率につ
いては、3ヶ月経過後に自院で二次検査未受診のFOBT陽性者に対し、
受診勧奨の文書と返信用はがきを送付し、その回答より、他院での二
次検査実施の有無を把握した。（任意返送）
【結果】FOBT の陽性率は、CTC 導入前後とも 5％～ 6％であった。
自院の二次検査受診率は、CTC導入前 24.7%、導入後 28.6% で 3.9％
増加した。内訳は、2012 年度は CF96 人、CTC 81 人だったが、2016
年度では CF130 人、CTC46 人であった。他院での二次検査受診率は、
追跡調査開始前は定かではなかったが、開始後は 6.0% であり、自院、
他院を合わせた二次検査受診率は 34.6％であった。
【考察】受診率の増加には、「CTC導入」、「追跡調査開始」ともに有
効であった。現在、受診率を更に高めるべく、医師による受診勧奨強
化や、CTCを受診しやすい環境整備として、「タギング法の導入」、「更
なる下剤量の減量」などを行なっている。
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2-7-19
健診における看護師業務の業務改善を試み
～健診結果処理期間の短縮について～
一般社団法人　鶴岡地区医師会　荘内地区健康管理センター

○長
は せ が わ

谷川　恵
めぐみ

　　粕谷　純子　　鈴木　裕子　　石塚　由佳
　渡部　順子　　南部　知子
【はじめに】
　当会健診センターの看護師は、健診業務とＯＣＲ処理後の検査結果
の数値や病歴質問票のデータに相違がないか確認業務等を行ってい
る。しかし、早朝から一日を通し各種健診の業務に携わることで、確
認業務の時間を確保することが難しいという問題点があった。そこで、
健診結果処理期間を短縮して業務を進める方法について検討し改善の
取り組みを行った。
【対象・方法】
　看護師の健診結果確認業務に決められている以上の期間を要してい
る原因について、看護師全員にアンケートを実施し改善策を立案した。
改善方法として、主に健診結果処理に関わるスタッフを毎日配置した。
H28 年度と H29 年度の業務進捗表に基づき、最も問題であった 9～
11 月の 3か月間について、健診日から看護師の結果確認業務が終了す
るまでに要した期間および決められている結果確認期間を超過した回
数を比較した。
【結果】
　健診結果確認業務の平均期間がH28 年度 6.27 日から H29 年度 3.75
日と大幅に短縮した。また、決められた期間を超過した回数は 25 回
から 5回に減少した。
【考察】
　改善策は、現場の意見をもとに立案したことで、看護師一人一人の
意識付けとなり、状況に即した方法で業務の改善を図ることができた。
今後も、看護師が健診業務に携わりながら健診結果の処理に関わる時
間を確保していくため、より一層、看護師全体で取り組む意識が重要
である。
　また、受診者に健診結果を発送するまでの過程において健診セン
ター全体で連携して業務を実施しており、その中の一端を担っている
看護師の業務について、これからも課題の改善に取り組んでいきたい。

2-7-17
大口団体の申込み変更の受付手順の見直しによる事務作業の効
率化・オプション件数増加をめざした試みについての報告
仙台厚生病院　総合健診センター

○沖
お き た

田ゆきみ　　玉川　有紀　　山岸　仁美　　菊池　明子
【背景・目的】当センターでは、人間ドック（年間約 4,500 名）、PET
検診（約 600 名）、職員健診（約 1,850 名）を実施している。例年 900
名ほど受診する大口団体がある。この団体では、健診日をランダムに
割振しているため、健診者の予定が合わず、日程変更が多い。名簿交
付後、1週間ほどで、健診者から日程変更・オプション追加の電話が
殺到。それまでに予約名簿の整理（ＩＤ検索・予約システム登録）が
必要であった。申込み対応は、事務 3名で対応している。名簿交付時
期は、他契約先からも予約が集中し、電話対応そのものの量が多い状
況。健診者誤りや、変更日の誤りのケースも発生した。名簿整理が途
中の段階では、予約可能な日程を把握することに時間を要し、通話時
間が長くなり、日常業務に大きな負担となっていたため、受付手順を
見直しした。【方法】・日程変更・オプションの追加はFAX受付へ変更。
専用用紙を作成し健診資料に同封することにした。・FAX受信後、当
センター→健診者へ電話にて返答する。返答は 2～ 3 日後。・健診資
料を名簿受取から、3週以内に送付する。閑散期に送付物を準備。【結
果】H29 年度の健診者 930 名のうち、FAX件数は 440 件。日程決定
の電話連絡まで 3日間の猶予ができた事、変更希望日を複数記載して
もらう事で 1日あたりの予約数の偏りが無いよう日程を調整すること
ができた（特定保健指導当日実施のため）。電話対応と比較すると、1
件あたり12分→4分程度の業務短縮ができた。変更件数で換算すると、
88 時間→ 29 時間。更に、健診者誤りや、日程の誤りは発生しなかった。
オプション追加は 798 件あり、受付手順を見直す前のH26 年度と比較
すると 567 件増加した。【考察】人間ドックは一年間で受診者数に偏
りがある。閑散期の間に事前に準備出来る業務をピックアップし、作
業を進めておくことで、時間短縮につながった。また、オプションの
追加もFAXで同時に受付することにより、件数増加につながった。

2-7-18
巡回健診における検診車購入によるメリット
医療法人社団　新虎の門会　新浦安虎の門クリニック

○川
かわむら

村　優
ゆ う こ

子　　佐々木美香子　齋藤　　智　　北村　佳織
　大前　利道　　大前　由美　　沼本美由紀
【背景 ･目的】平成 22 年より巡回健診を開始して今年で９年目、協会
けんぽの巡回健診・事業所健診の回数を増やすだけでなく入札による
巡回健診や巡回インフルを行うなど巡回回数が年々増えてきている。
また平成 28 年に当院では胸部 ･胃部撮影可能な検診車購入により千
葉県内のみならず都内にも繰り出し巡回健診を行っている。検診車購
入後2年経過した巡回健診においての効果を目的とした。【対象･方法】
平成 22 年 4 月から平成 30 年 3 月までの 8年間 （検診車購入前：平成
22 年４月～平成 28 年 3 月、検診車購入後：平成 28 年 4 月～平成 30
年 3 月）1. 巡回数 ･健診受診者数 2. 巡回収支 3. 巡回支出における検
診車費用の割合を算出して比較する。【結果】方法 1. より、巡回数は
平成 28 年度 181 回、平成 29 年度 213 回、受診者数は平成 28 年度 9,914
名、平成 29 年度 14,738 名と巡回車購入前に比べ大幅に増加した。方
法 2. より、平成 28 年度 ･ 平成 29 年度と収入は前年度に比べ 49% の
増収、利益は平成 28 年度は約 4,300 万、平成 29 年度は約 6,500 万と
増収した。方法 3. より、平成 28 年度は約 1,500 万、平成 29 年度は約
2,500 万の検診車費用を費やしていたが、検診車を全て賃借していた
場合、平成 28 年度は約 2,400 万、平成 29 年度は約 3,000 万の費用を
費やす事となっていた。検診車購入により、平成 28 年度は約 900 万、
平成29年度は約500万の検診車における費用を抑える事が出来た。【考
察】検診車購入により幅広いニーズに応え気軽に巡回健診を受け入れ
られる体制ができ、また検診車内も当院のオリジナルに改装を行った
事により検査をスムーズに行える様になった。その為、巡回数 ･受診
者数の増加 ･利益の増収に繋がったのだと考えられる。今年度は巡回
回数 300 回を目標に、検診車を有効活用し巡回健診を続けていきたい。

2-7-16
ピロリ菌検査結果通知方法の改善と取組みとピロリ菌除菌率に
ついて
医療法人　沖縄徳洲会　静岡徳洲会病院　健康管理センター1

医療法人　沖縄徳洲会　静岡徳洲会病院　臨床検査科2

医療法人　沖縄徳洲会　静岡徳洲会病院　内科3
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美子 1　　吉住　　希 1　　千葉　　香 1　　永原　隆之 2

　新垣　　力 1　　墨　　一郎 1　　中塚　詔子 1　　山之上弘樹 3

　相澤　信行 3

【はじめに】当健診センターでは 2013 年度より事前に同意のもと、人
間ドックの上部内視鏡検査にて胃炎・潰瘍等があり、ピロリ菌感染疑
いがある受診者に感染の有無を検査している。今回、除菌率を高める
ための報告方法を検討したので報告する【目的】ピロリ菌感染胃炎対
象者に対する除菌治療率を高めるための通知方法の検討【背景】2013
年度の開始当初は後日外来診察時に感染の有無を伝えており、当院で
の陽性者除菌率は 93％であった。しかしピロリ菌陰性者からは外来診
察の待ち時間と治療なしでの診察内容に対してのクレームがあった。
そのため 2014 年度より検査結果を郵送とした。すると当院での除菌
率は、前年度の 93％から 79％へと低下した。これは除菌治療対象者
の除菌率低下と他院受診での除菌によるものと考えられた。2015 年度
は検査結果に合わせて、除菌治療の重要性を告知する文章を添付し、
当院での除菌治療率は 75％だった【対象】2016 年度の上部内視鏡検
査実施 3,030 名中ピロリ菌検査対象者 189 名。内ピロリ菌感染胃炎 99
名【方法】前年度同様に通知を行い、未受診者には電話連絡し除菌治
療の有無、未治療であればその理由を確認した。【結果】ピロリ菌感
染胃炎 99 名の内、60 名は当センターより外来診察を経て除菌治療と
なった。当院受診していない 39 名は除菌治療の有無が不明であり電
話連絡にて確認を行った。14 名は他院にて除菌治療済み、12 名は当
院での外来診察を再度予約、2名は再発で治療中との回答を得た。し
かし、7名からはピロリ感染胃炎であるも除菌治療の「必要ない」「忙
しくて診察へ行けない」という回答で、4名は連絡がつかなかった。
2016 年度の除菌率は他院受診者も含め 89％であった。【結語】郵送で
の結果通知は、近医にて除菌治療の可能でありすでに除菌治療された
者も多くいた。未受診者に対して電話連絡にて除菌治療の有無を確認
することで除菌治療率を高めることができた。
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2-7-20
健診センター・リハビリテーション部門の多職種連携にて就労
者健康管理支援部門立ち上げに向けた取り組み
社会医療法人敬和会大分リハビリテーション病院リハビリテーション部1

社会医療法人敬和会敬和会健診センター2

○河
こ う の

野　銀
ぎ ん じ

次 1　　西山幸太郎 1　　谷　　美里 1　　鴨川　孝介 1

　原口　大輝 1　　高橋　麻美 1　　小林　春菜 1　　小西　理恵 2

　森　　淳一 1　　山口　　豊 1,2

【はじめに】
近年、少子高齢化による労働人口の減少が問題として挙げられ、総務省の調査では
30 歳～ 59 歳までの就労者数は平成 47 年には 3887 万人となり、65 歳以上の高齢者
は 3000 万人になると予測している。高齢者は長期的に働ける支援、就労世代にお
いては健康意識を高め将来の疾病罹患リスクを下げる支援が必要となる。当院で保
健師・産業医・理学療法士の多職種連携にて就労者健康管理支援部門を立ち上げ、
アンケート調査を実施した。今回の調査結果を元に支援方法を検討し、今後の地域
企業や就労者への健康管理支援事業を計画する一助とした。
【方法】
当院に勤務するアンケートの同意が得られた職員を調査対象とし、質問内容は以下
の通りである。
1. 心身不調の有無 2. 支援内容 3. 支援期間 4. 支援頻度 5. 支援時間 6. 金銭自己負担額
アンケートの形式は、複数回答 /複数選択形式とし、設問に対し 3～ 5つの選択肢
を設定した。
【結果】
アンケート配布人数 198 名、回答者 177 名、回収率 89％であった。回答数が多かっ
た項目のみ記載する。
心身不調の有無では腰痛・肩こり（64％）、支援内容では筋力トレーニング方法の
指導（56％）、支援方法では集団指導（56％）、支援期間では 2 ～ 3 ヶ月（43％）、
支援頻度では週 1～ 3回（63％）、支援時間帯では終業後（72％）、金銭自己負担額
では 500 円・0円（同率 26％）が最も多い結果となった。
【結論】
全体として腰痛・肩こりなどに対する関心が高く、運動指導のニーズが高い傾向で
あった。腰痛・VDT症候群に関連する肩こりに関しては、作業手順策定や労働衛
生教育を当院の労働衛生教育インストラクターが支援し、理学療法士による業務内
容に応じた体操指導を実施する事とした。次にニーズが高かった、筋力トレーニン
グなどの運動指導に関しては、個別プログラムの作成・実践を理学療法士が支援し、
健康増進に関する生活習慣病予防は保健師が支援する事とした。今後は、実際の介
入効果の検証を行っていく。

2-7-21
二次精査受診率を向上させることにより結果判定の精度を上げ
る取り組み
社会医療法人抱生会　丸の内病院　健診センター1

社会医療法人抱生会　丸の内病院2

○長
ながうね

畦登
と み こ

三子 1　　清水　夕貴 1　　奥原ゆう子 1　　鬼熊　永子 1

　穂高　正枝 1　　坂上　友香 1　　森　　哲夫 1　　五味　英一 1

　佐藤　　篤 2　　五十嵐　淳 2

【はじめに】当センターでは、二次精査受診の結果を紹介状の返信に
より確認している。返信のなかった項目については次回受診問診時の
聞き取りによって把握しているが、受診しているのに紹介状が返信さ
れていない受診者が多いことに気づいた。その原因を探り紹介状回収
率を上げ、その結果を次回受診時の結果判定に反映させるため、紹介
状の形式と運用の見直しを行った。
【方法】１．KJ 法を用い問題点を抽出する。２．実際紹介状を記入し
ている当院医師に聞き取り調査を行う。３．他院の紹介状を参照する。
以上から紹介状の形式と運用の見直しを行う。
【結果】１．同時に診ることができない項目が一枚に掲載されている。
多項目掲載がある場合見落とされる項目がある。受診後の指示がわか
りにくい。持参せず受診している可能性がある。２．紹介状を見ただ
けでは何を診察したら良いかわからない。結果報告書に記載されてい
る検査指示や文章を見つけるのに時間がかかる。診療内容を記入する
スペースが狭すぎる。要精査と要治療は別用紙が良い。３．紹介状に
具体的な指示が記載されている方がわかりやすい。以上から「誰でも
一目でわかる紹介状」を目標とし、形式は指示が把握しやすく診療内
容を自由に記入できるよう変更した。運用は受診者が紹介状を持参し
て二次精査を受診するよう案内を同封する。返信用封筒に「返信用」
と赤字で強調する、に変更した。
【まとめ】紹介状回収率を上げることは正確な二次精査実施率と受診
者情報の把握となり、且つ二次精査の結果を次回受診時の判定に反映
することは結果判定の精度を上げると考える。そして自分の心体をわ
かってくれているという安心感を持って受診できる健診センターにつ
ながる。今後は回収率の変化や返信された紹介状に欲しい情報が記載
されているかを、受診者や紹介先の医師の視点から定期的な見直しを
行い正確な情報の把握に努めていきたい。

2-7-22
超音波検査作業環境の改善による効果
トヨタ自動車株式会社　健康支援センター　ウェルポ

○岩
いわむら

村　怜
れ い こ

子　　岡村　雅美　　諏訪　雅貴　　坂口　元雅
　木田　　明　　小澤　謙二　　別所　祐次　　高木　康之
　横地　　隆
【背景】超音波検査者より筋骨格系障害の不安や疲労感の訴えがあっ
た。検査精度維持、疾病予防の為に、日本超音波医学会の「超音波検
査者が安全・快適で健康的に働くための提言」を基に改善に取り組ん
だ。
【方法】モーションキャプチャを使用し筋骨格系障害のリスクのある
姿勢を認め、下記改善にてリスクが軽減されたことをスコア判定で確
認した。改善前後にて筋電図測定による筋負担評価を行った。測定
筋（右側）は、尺側手根屈筋、橈側手根屈筋、橈側手根伸筋、僧帽筋、
広背筋。測定部位は、右側腹部走査（右腎描出部位）、心窩部走査（膵
臓描出部位）、左側腹部走査（左腎描出部位）。[ 改善内容 ] １．椅子の
変更：事務用から医療用（高さ調整可、ストッパーあり）に変更した
ことにより、不安定な座位が改善され、適正な姿勢の保持が可能となっ
た。２．作業姿勢の知識向上：検査台の上下可動、受診者の位置、装置・
モニタの位置等こまめな調整を実施した。３．プローブ走査：適正な
圧迫（各検査者の押す力を測定し差を認めたため、力の入れ方を調整）。
フットスイッチの導入にて力のない技師は両手が使用可能となった。
【結果】筋電図測定にて橈側手根屈筋（左側腹部走査）、僧帽筋
（右側腹部走査）において改善前後で有意差（P ＜ 0.05）を認め
た。 
【考察】超音波検査者は作業環境改善によりプローブ走査がスムーズ
になり、疲労感の改善がみられた。また、フットスイッチの導入によ
り、力のない技師の描出能が上がり画像精度の向上を認めた。さらに、
プローブの不必要な圧迫を改善し、受診者の不快感が軽減した。
【結語】今後も疾病予防の取り組みを継続し、より良い作業環境を整
えることで、受診者がスムーズで適正な検査を受けることができるよ
う努める。

2-7-23
過去 4 年間で超音波検査を契機として診断された悪性腫瘍の分
布について
新赤坂クリニック　超音波検査科1

日本橋室町クリニック　超音波検査科2

横浜北幸クリニック　超音波検査科3

新赤坂クリニック4

○稲
いなむら

村　千
ち さ と

里 1　　合木祐美子 1　　足立　輝美 2　　早川いずみ 1

　石井ひさ子 3　　村田　恵美 1　　早田　　圭 1　　中村　恭子 4

　松木　隆央 4

はじめに）当院の人間ドックは生活習慣病を中心とする疾病の早期発
見、早期治療するため予防医学 に全力で取り組んでいる。今回当院
人間ドックで腹部および乳腺超音波検査を受けた受診者の中で超音波
検査が契機となり紹介先精密検査にて悪性腫瘍と確定診断が得られた
ものについて臓器別、性別、年齢別の分布を調べ、超音波検査の有
用性 について検討した。（目的）超音波検査が悪性腫瘍を疑う有所見
の検出について有効であったかどうかを知ること。（対象） 2013 年か
ら 2016 年までの 4 年間で当院人間ドックを受診した 144,933 名につ
いて検討した。（結果）2013 年から 2016 年の 4 年間の総受診者数は
144,933 名で超音波検査が契機で発見された悪性腫瘍と診断された症
例は 119 件で 0.082％であった。女性受診者は 46,155 名 32％男性受診
者は 98,778 名 68％であった。119 件中臓器別では乳腺 66 件 55.5％肝
臓７件5.9％腎臓25件21.0％胆嚢3件2.5％膵臓9件7.6％胆管1件0.8％
膀胱4件3.4％前立腺1件0.8％リンパ系2件1.7％十二指腸1件0.8％だっ
た。男女別では男性45件38％女性74件（乳腺66件含む）62％であった。
年代別では 20 代 0 件 30 代 10 件 40 代 42 件 50 代 39 件 60 代 24 件 70
代以上 4件であった。（考察）臓器別では女性は乳腺が最も多く男性
は腎臓が多かった。（まとめ）人間ドックにおける超音波検査は受診
者のほとんどの方が受けておりスタンダードな検査である。受診者の
年代別では 40 代 50 代が最も多く働き盛りに多い悪性腫瘍を疑う有所
見の検出について超音波検査は有効であると考える。限られた時間の
なかで検査を行うには系統的な走査法、熟練した技術と専門的な知識
を要する。常に教育と自己研鑽をしっかりと行い早期発見早期治療に
貢献していきたい。
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2-8-04
体力測定と運動教室への参加が体力の維持・増進に及ぼす効果
公益財団法人　春日井市健康管理事業団　春日井市保健センター1

公益財団法人　春日井市健康管理事業団　春日井市総合保健医療センター2

名古屋大学　医学部　医学系研究科　循環器・腎臓・糖尿病（CKD）先進診療シ
ステム学寄附講座3

○井
い む ら

村　聡
あきひと

仁 1　　大橋　功男 1　　林　　真弓 1　　前津　牧子 1

　中村真朱美 1　　伊藤　和幸 2　　平山　幹生 2　　安田　宜成 3

　柴田　典子 3

【背景】春日井市保健センターでは、人間ドック等受診者を対象に体
力測定を実施し、運動教室への参加を促し、体力並びに健康の維持・
増進、介護予防へとつなげる健康づくりの支援を行っている。当セン
ターの運動教室は、年間延べ 24,000 人が参加しており、体力測定利用
者に対する健康づくりの機会提供と実践の場として実施する健康づく
り事業のメインプログラムである。【目的】運動教室参加者における
体力測定の結果を後方視的に解析し、体力の維持・増進効果を検討し
た。【方法】対象は、当センターにおいて平成 26 年６月１日から平成
29 年３月 31 日に複数回体力測定を受けた男性 291 名、女性 967 名。
初回者と以前からの継続者の体力測定結果（長座体前屈、全身反応時
間、閉眼片足立ち、握力、上体おこし）を比較検討した。【結果】初
回者の男性 192 名（69.4 ± 6.6 歳）、女性 533 名（62.7 ± 9.2 歳）の体
力測定結果は、年齢別全国平均値を下回っていた。初回者の約１年後
の変化は、男性が長座体前屈 +2.2cm、閉眼片足立ち +2.25 秒、上体
おこし +1.35 回、女性が長座体前屈 +1.21cm、閉眼片足立ち +3.1 秒、
上体おこし+1.31回と有意に改善していた。継続者男性99名（72.7±7.0
歳）、女性 434 名（67.2 ± 8.6 歳）の体力測定結果を初回者と比較する
と、男性は長座体前屈 +2.42cm、閉眼片足立ち +4.45 秒、上体おこし
+1.28 回、女性は長座体前屈 +1.33cm、閉眼片足立ち +6.03 秒、上体
おこし +3.25 回と有意に継続者の測定結果が良かった。【結語・考察】
当センターの初回者は、体力測定結果が年齢平均より悪いが、運動教
室の参加により改善する。さらに継続者は初回者より高齢であるにも
関わらず体力測定結果が良かった。当センターの運動教室は高齢者の
体力の維持・増進に有効であり、要介護者の増加抑制に資すると期待
される。

2-8-02
中年勤労女性の閉経前後における生活習慣および関連因子の比
較
中部ろうさい病院　治療就労両立支援センター　予防医療部1

中部ろうさい病院　健康診断部2

○茂
も ぎ

木　順
じゅんこ

子 1　　河村　孝彦 1　　中山　卓也 1　　光部　浩史 1

　鈴木　節子 2　　小栗　裕子 2　　中村　清範 2　　三宅　俊宏 2

　渡会　敦子 1

【目的】女性では閉経を機に女性ホルモンの変化とともに心身に大き
な変化が生じてくる。そこで閉経前後における生活習慣およびその関
連因子を比較検討した。【方法】対象：人間ドック受診の 41 ～ 64 歳
の病院女性職員 83 名（平均年齢 51.2 ± 5.8 歳）。方法：インピーダン
ス法を用いた体組成分析と握力ほか各種の筋力測定、通常採血に加
え IL-6、アディポネクチン、8OHdG、ビタミンD3、IGF-1、CAVI を
測定した。なお、身体活動量は IPAQ の日本語版を用い、生活習慣
は特定健診や当院ドック時の問診票を用いた。【成績】閉経後 36 名、
閉経前 47 名（内 11 名は移行期）。閉経後では閉経前に比べ有意に年
齢、LDL-C、HDL-C、アディポネクチン、HbA1c、8OHdG、ビタミ
ンD3、CAVI が高く、IGF-1 は低かった。回帰分析からは年齢のみが
独立した因子であった。一方、閉経女性で除脂肪量や下肢筋肉量が低
かったが、筋力では垂直跳び以外には差を認めなかった。生活習慣で
は閉経後女性で運動習慣がある、同年齢に比べ歩く速度が速いと答え
た割合が高かった。特に、閉経後女性間で歩く速度が速いと答えた女
性の IPAQが高く、膝関節伸展力、足関節背屈力、上体起こし、垂直
跳びが有意に高かった。しかし、閉経前女性間では差は見られなかっ
た。また移行期女性では不健康的な生活習慣の割合が多く、更年期指
数も高かった。【結論】閉経前後に見られた種々の因子の相違には年
齢による影響が強かった。一方、閉経後女性では筋肉量は低下するも
のの身体活動を始めとした健康的な生活習慣により筋力が維持される
可能性が示唆された。また、歩行速度が速いことは身体活動量を反映
し、筋力の維持にも有用なことが示された。今後は縦断的に観察し、
指導・介入の効果について検討する予定である。

2-8-03
消費エネルギー増加、摂取エネルギー減少の同一エネルギー量
の変化に伴う効果の追加研究
医療法人社団美心会　黒沢病院附属ヘルスパーククリニック　メディカル
フィットネスValeoPro1
医療法人社団美心会　黒沢病院　予防医学研究所2

医療法人社団美心会　黒沢病院　理事長3

○横
よこやま

山　　勇
いさむ

1　　田中　瑛莉 1　　岸　　裕志 1　　大野　陽華 1

　武井沙千子 1　　高柳亜里沙 1　　齋藤　志乃 1　　加瀬　嘉明 2

　伊藤　一人 2　　黒澤　　功 3

目的：フィットネスジムにて運動を継続的に実施している方に対し
て、消費エネルギー増加と摂取エネルギー減少を同一期間、同一エネ
ルギー量変化させ、血液データや血圧、体組成にどのような変化があ
るかを、昨年の当学会にて発表した。今回はさらに 9名のデータを追
加し、再度検討したので報告する。 対象：メディカルフィットネス
ValeoPro にて定期的に運動を実施している男性 7名と女性 2名。昨
年の研究対象者の男性 3名の計 12 名である。方法：対象者の普段の
運動による消費エネルギーを算出し、それよりも 1日あたり 50Kcal
多くなるように1ヶ月間運動をしてもらった。（1週間350Kcalと考え、
週 2回の運動の場合は 1回あたり 175Kcal 増加させた）その後、体重，
筋肉量，脂肪量，空腹時血糖，HbA1c，中性脂肪，LDLコレステロール，
HDLコレステロールを測定した。続けて普段の食事よりも１日あた
り 50Kcal 少なくなるように食事をしてもらい、1ヶ月後に同様に各種
測定をした。（主食を 50Kcal だけ毎日減少させた）結果：現在はまだ
結果が出ていないため、当学会では結果を集計し発表する予定である。

2-8-01
余暇身体活動時間および歩行業務時間と尿路結石症発症の関係：
新潟ウェルネス・スタディ
早稲田大学　スポーツ科学学術院1

医薬基盤・健康・栄養研究所　身体活動研究部2

新潟県労働衛生医学協会3

新潟大学大学院　生活習慣病予防検査医学講座4

新潟大学大学院　医歯学総合研究科　内科5

○澤
さ わ だ

田　　亨
すすむ

1　　川上　諒子 1　　丸藤　祐子 2　　田代　　稔 3

　加藤　公則 3,4　　曽根　博仁 5

【目的】身体活動の不足が尿路結石症発症の危険因子かどうかを明ら
かにするためにコホート研究を実施した。【方法】本研究への参加者
は 2001 年度と 2006 年度に人間ドックを受診した男性 16,458 人と、女
性 7,140 人であった。追跡開始時点（2001 年度）における男性の年齢
の中央値（四分位範囲）は 49 歳（43 ～ 53 歳）、女性は 48 歳（43 ～
52 歳）であった。余暇時の身体活動時間と歩行業務時間は問診票を用
いて調査した。研究参加者は余暇時の身体活動時間で 3群（0分 /週：
余暇 1 群、1 ～ 119 分 / 週：余暇 2 群、120 分以上 / 週：余暇 3 群）
に分類した。また、歩行業務時間で 2群（0 分 / 日：仕事 1 群、1 分
以上 /日：仕事 2群）に分類した。研究参加者は 2006 年度まで追跡
され、追跡期間中における尿路結石症発症の有無を 2006 年度の問診
票で把握した。交絡因子と考えられる性・年齢・BMI・喫煙習慣・飲
酒習慣を調整するためにロジスティック回帰モデルを使用し、余暇身
体活動時間および歩行業務時間別に尿路結石症発症の多変量調整オッ
ズ比と 95％信頼区間（95％ CI）を算出した。【結果】追跡期間中 169
人が尿路結石症を発症した。「余暇1群」を基準にした場合の「余暇2群」
および「余暇 3群」の多変量調整オッズ比（95％ CI）は 0.72（0.44-1.17）
および 0.64（0.40-1.02）であった（トレンド検定 =0.034）。また、「仕
事 1群」に対する「仕事 2群」のオッズ比（95％ CI）は 0.85（0.62-1.17）
であった。余暇身体活動時間と歩行業務時間の組合せについては、「余
暇1群と仕事1群」の組合せを基準にした場合の「余暇3群と仕事1群」
は0.72 （0.42-1.24）、「余暇3群と仕事2群」は0.39（0.16-0.97）であった。【結
論】余暇身体活動時間や歩行業務時間は尿路結石症発症率と負の関係
にあった。余暇身体活動時間と歩行業務時間を組み合わせると尿路結
石症発症率とより強く関係していた。
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2-8-05
介護予防事業にて多職種の介入が与える影響について
公益財団法人　福井県労働衛生センター　健康増進部1

公益財団法人　福井県労働衛生センター　医局2

○中
なかむら

村　泰
た い し

士 1　　細川　昌春 1　　浅井　栄美 1　　唯内久美子 1

　加藤　希実 1　　石田　善健 2　　加藤　卓次 2　　大瀧　美恵 2

【はじめに】健康寿命の延伸について、近年様々な報告がある。健康
寿命の延伸には介護予防事業（以下事業）の取り組みは極めて重要と
述べられており、当施設でも事業を進めている。今回、多職種が事業
に関わる影響について検討を行ったので報告する。
【方法】平成 28 年 7 月～平成 29 年 3 月に事業に参加し、事前・事後
評価を終了した 69 名を対象とした。評価項目は、運動では 1）握力、2）
開眼片脚立位、3）timed up and go test（以下TUG）、4）5m通常歩
行時間、5）5m最大歩行時間、口腔では 6）オーラルディアドコキネ
シス（以下ODK）、7）反復唾液嚥下テスト（以下RSST）、栄養では 8）
上腕三頭筋皮下脂肪厚（以下 TSF）、9）上腕筋面積（以下AMA）、
10）体格指数（以下 BMI）とした。1）～ 7）は前後間の結果を対応
のある t 検定にて比較、8）・9）は同年代の平均値と比較、10）は判
定ごとの人数を比較した。
【結果】運動では、5m通常歩行時間以外の項目で前後間に有意差が認
められた。口腔では、ODKで有意差が認められた。栄養では、TSF
と AMAにて若干の低下はみられたが、同年代の平均値よりも高値を
維持していた。また、BMI の結果で痩せ、肥満の人数が減り、標準の
人数の増加がみられた。
【考察】弘津らによれば、健康寿命の延伸には筋肉量の保持、バラン
スのとれた食事、口腔機能の維持、人との交流等が必要と述べている。
今回の事業では、筋肉量増加を伴った運動機能の向上、食事指導によ
る栄養状態の維持、口腔体操指導による口腔機能の向上がみられた。
さらに、教室でのコミュニケーションを図ることや、保健師による認
知課題も行った。そのため、当施設で行った事業でも、健康寿命の延
伸に寄与したのではないかと考える。また今回、多職種が介入して事
業を進めた結果、相乗効果をもたらし、短期間で全体的な機能向上が
見られたと考える。

2-8-06
生活習慣病患者のタンパク質・K 摂取量、Na/K 比と生活習慣
因子との関係
上尾中央総合病院　生活習慣病センター1

上尾中央総合病院　人間ドック科2

上尾中央総合病院　医療情報管理課3

○橋
はしもと

本　佳
よしあき

明 1　　二村　　梓 1　　井上　富夫 2　　正親　真美 3

【背景・目的】我々は生活習慣病患者の食事摂取状況を 24 時間蓄尿検
査で分析し、その結果をもとに具体的な食事指導を行っている。2016
年の本学会で生活習慣病患者の食塩摂取量について報告したが、今回、
たんぱく質、K摂取量およびNa/K 比について検討した。【方法】解
析対象者は 2014年 1月から 2014年 3月の間に 24時間蓄尿検査を行っ
た糖尿病、高血圧または脂質異常症を有する男性 132 名、女性 123 名。
除外基準は、24 時間尿クレアチニン予測排泄量の 130％以上または
70％以下、血清クレアチニン男性 1.3mg/dL 以上、女性 1.2mg/dL 以
上、尿蛋白 0.5g/ 日以上であった。たんぱく質摂取量（g/ 日）は（24
時間窒素排泄量（g）+ 0.031 ｘ体重（kg））ｘ 6.25 で、K摂取量（g/
日）は 24 時間 K排泄量（mol）ｘ 39.1/1000 で算出した。【結果】男
性 /女性の 1日のたんぱく質摂取量は 69.3g/56.3g（p ＜ 0.001）、実体
重1kgあたり1.04g/1.03g（p=0.803）、K摂取量は2.42g/2.09g（p＜0.01）、
実体重 1kg あたり 0.037g/0.039g（p=0.218）、Na（mol）/K（mol）比
は 3.85/3.50（p=0.064）であった。重回帰分析でたんぱく質摂取量と
関連が認められた因子は、関連の強い順に年齢（負）、体重（正）、喫
煙（負）、K摂取量のそれは、喫煙（負）、年齢（負）、Na/K比のそれ
は飲酒（正）、運動頻度（負）であった。【まとめ】男性は女性よりた
んぱく質およびK摂取量が多かったが、実体重当たりで比較すると有
意差は認められなかった。また喫煙者ではたんぱく質摂取量とK摂取
量が少なく、飲酒頻度の高い人はNa/K 比が高く、運動頻度の高い人
はNa/K 比が低かった。このように食事摂取状況と生活習慣因子との
間には関連が認められ、食事指導を行う場合、生活習慣全体を把握す
る必要があると考える。

2-8-07
タニタ食堂の定食を利用した食育の取り組み
公益財団法人　秋田県総合保健事業団　秋田県総合保健センター
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さ と う

藤　園
そ の こ

子　　千田　由美　　水戸　　碧　　佐藤　智子
　半田美由紀　　渡部　恵子　　田沢　美春　　明石　　建
　戸堀　文雄
【目的】栄養バランスのとれた定食を提供し、管理栄養士、保健師が
関わることにより、食生活の見直しに役立てる。【方法】人間ドック
の受診案内に昼食の案内を同封し、タニタ食堂の協力を得て、希望者
に食事を提供した。管理栄養士または保健師が当日のメニューや食べ
方のルールについて説明した。また、よく噛んで、ゆっくり（20 分以
上）食べることを意識してもらうために、タイマーを使用してもらっ
た。昼食終了後にアンケート調査を行った。【対象】平成 29 年 4 月～
11 月のドック受診者 4399 人 （男性 2731 人、女性 1668 人）の中で、
定食の利用を希望した人は 351 人、8.0％、（男性 122 人、4.5％、女性
229 人、13.7％）、アンケート回収数は 322 人（回収率 91.7％）。【結果】
定食を利用した理由については、「体によさそう」と答えた方が 68.7%
と最も多かった。役に立ったかどうかについては、「おおいに役立っ
た 37.9%」「やや役立った 44.8%」と概ね良好であったが、満足度は、
「おおいに満足 22.4%」「やや満足 33.9%」であり、役立ち度にくらべ
低かった。普段の食事で気をつけていることは、「野菜を意識的に食
べる」と「塩分摂取量」が多かったが、「ゆっくり食べる」は少なかっ
た。意識の変化では、「ゆっくりよく噛んで食べる」が最も多かった。【考
察】役立ち度に比べ満足度が低い理由は、普段の食事と比べ、量や味
付けに違いがあるためと思われる。タイマーを使用したことと、固め
に調理されているために噛む回数が増えたことが、時間をかけて食べ
るという意識の変化につながったと考えられる。【結論】栄養バラン
スと質のよい食事を提供することにより、時間をかけてよく噛んで食
べるという認識の変化につながった。

2-8-08
人間ドックランチによる食育支援の取り組みについて ~ 塩分
2g 台の減塩弁当の提供 ~
公益財団法人　神奈川県予防医学協会

○今
い ま い

井　　愛
あい

　　竹内祐江里　　吉永　好恵　　工藤留美子
　菊池美也子
【はじめに】年 1回の人間ドックは自身の健康状態を確認すると共に
健康の維持・増進の為に自分の食生活を振り返る良い機会である。健
康へのモチベーションが高まっている健診当日に人間ドックランチを
活用し食育支援を行おうと取り組んでいる。今回、食事提供委託業者
と共同の当施設の取組を報告する。
【方法】2015 年 3 月から新たなドックランチを提供するにあたり「見
て味わって作ろう」をコンセプトに掲げ、委託先管理栄養士と協力し
「安全で健康で美味しいお弁当」のメニュー開発を実施。ポイントは（1）
塩分 2ｇ台の減塩メニュー（2）野菜やミネラル等バランス考慮（3）食
品衛生管理の徹底（4）目でも味わえる見た目（5）家庭でも活用できる
レシピを含む食育リーフレットの作成、とした。野菜や果物を取り入れ
「がんを防ぐための12 か条」の「野菜や果物は豊富に」、「健康日本21」の
「生活習慣病の取組としての野菜摂取量増加」の環境を作り、ご飯量提
示により日頃の量と比較できるようにした。
【結果】2015 年 3 月から 2018 年 4 月まで計 3 回の大幅なメニュー改
良を実施した。受診者のご意見やスタッフ試食から評判の良くない
メニューは随時見直した。開発当初はヘルシーメニュー 681kcal 塩
分 3.7g、スペシャルメニュー 855kcal 塩分 3.1g であったがその後改
良を重ね、2018 年 4 月からご飯・サラダ・汁物込で約 700kcal と約
800kcal のメニュー提供、塩分は汁物（塩分 0.4g）を含めて 2.5 ｇとし
た。又当初のサラダバーは現在、100g サラダで提供、1日の野菜摂取
目標量 350g の約三分の一を視覚的にわかるように変更した。2016 年
には電子レンジによる一部温めも導入、衛生面から必要な 15℃保存下
でも美味しく感じられるよう改善した。
【まとめ】受診者が適量を「見て」、減塩・バランス料理を「味わって」、
美味しく「作ろう」とすることで食生活改善し健康寿命延伸に繋がる
と考えられる。今後もアンケートを実施して、更に改良を重ねていく
予定である。
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2-8-12
アミノインデックス技術の臨床応用：アミノインデックス生活
習慣病リスクスクリーニングは糖尿病発症のリスクを予測する
足利大学　看護学部1

三井記念病院　総合健診センター2

三井記念病院　糖尿病代謝内科3

味の素株式会社4
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1,2　　五十川陽一 3　　影山　陽子 4　　村松　孝彦 4

　今泉　　明 4　　山本　浩史 4　　神通　寛子 4　　新美　佑有 2

　石坂　裕子 2

【目的】我々はこれまでに血漿中遊離アミノ酸濃度から健康状態や疾
病の可能性を明らかにする「アミノインデックス技術」を用いて、が
んの罹患リスクを評価するAICS を開発し、臨床に応用されている。
さらに、先行研究（Clin Obes 2012;2: 29-40）で作成された内臓脂肪面
積に相関するアミノインデックス式が、横断的・縦断的研究の結果、
生活習慣病発症のマーカーとなる可能性を報告してきた（Sci Rep 
2015; 5: 11918）。本研究では、このアミノインデックス式を活用した、
4年以内の糖尿病（DM）発症の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（AminoIndex Lifestyle Diseases 
Risk Screening; AILS）を開発したのでその概要を報告する。【方法】
人間ドック健診受診者で、初年度にDMのない 7,703 名（男性 4,601
名、 女性 3,102 名　平均年齢 53.9 ± 10.5 歳）を対象とした。AILS 式
から 4年以内にDMを発症する特異度が 40％となる値を 5.0、特異度
が 80％となる値を 8.0 とし、最小値を 0.0、最大値を 10.0 と設定し、
AILS 値 5.0 未満をランクA、5.0 ～ 8.0 未満をランク B、8.0 以上をラ
ンク Cとした。そしてランクAの 4 年以内の DM発症リスクを 1.0
とした際のランクB、Cのオッズ比を統計学的に算出した。【成績】7,703
名から 215 名（2.8％）のDMが発症した。すなわち、ランクAの 3,008
名から 12 名（0.4％）、ランクBの 3,091 名から 96 名（3.1％）、ランク
Cの 1,604 名から 107 名（6.7％）がDMを発症した。ランクAのオッ
ズ比を 1.0 とすると、ランク Bでは 8.0（95％信頼区間 4.4 ～ 14.6）、
ランク Cは 17.8（9.8 ～ 32.5）であり、ランク B、ランク Cでは有意
に高率なDM発症リスクを示した。【結論】本研究の結果、すなわち
AILS 値により DM発症のリスクが予測できることは、AILS 値に応
じた生活習慣の修正介入により、DMの発症を予防できる可能性があ
り、AILS が実臨床に普及することによるDM発症の予防が期待され
る。

2-8-10
健康管理センターにおける糖尿病予防指導についての検討
金沢医科大学病院　栄養部1

金沢医科大学　衛生学2

金沢医科大学病院　健康管理センター3
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理子 1　　山本　香代 1　　櫻井　　勝 2　　浅地　孝能 3

【目的】特定健診・特定保健指導における保健指導レベル判定値は、
空腹時血糖 100 mg/dl 以上又はHbA1c（NGSP 値）5.6％以上である。
このことを踏まえ、健診者のHbA1c 5.6％以上の割合を調査した結果
23％と多かった。そこでHbA1c 5.6％以上の方を対象に、健診時の栄
養指導の際に食習慣などの生活習慣の聞き取りを行い、これらの生活
習慣の改善が 1年後のHbA1c に与える効果を検討した。【方法】対象：
HbA1c 5.6% 以上の健診受診者 399 名（男性 273 名、女性 66 名）、平
均年齢 52.4 ± 5.5 才。調査期間：2015 年 2 月～ 2016 年 3 月。方法：
生活および食習慣チェックシート（10 項目）を使って栄養指導を行っ
た。1 年後の健診で生活および食習慣を再度評価し、改善した個数
（0,1,2,3 項目以上）と 1年間のHbA1c の変化量の関連を検討した。共
分散分析を用いて性、年齢、ベースラインのHbA1c で調整した平均
値を比較し、重回帰分析で傾向性の検討を行った。【結果】10 項目の
生活および食習慣のうち、改善した項目が 0個（改善なし） 130 名、1
個 124 名、2 個 64 名、3個以上 21 名で、群間で年齢、男女比、ベー
スラインの体重およびHbA1c に差はなかった。HbA1c の変化量の調
整平均値（標準誤差）は、0個：0.14 （0.02）、1個：0.13 （0.02）、2個：
0.10 （0.02）、3 個以上：0.05 （0.07）と、改善した項目が多いものほど
1年間の HbA1c の上昇は少なかった（傾向性の検定 p ＜ 0.05）。【考
察】生活習慣の改善個数が多いものほど、HbA1c の上昇は抑制された。
健常者への健診時の 1年に 1回の栄養指導でも、食習慣の問題点を上
手に確認し、多くの項目の改善につなげるよう工夫することで、糖尿
病の早期予防につながるものと思われた。

2-8-11
「ノンオイルドレッシング」は低カロリーか
社会医療法人敬愛会　ちばなクリニック　健康管理センター

○清
し み ず

水　隆
たかひろ

裕　　兼城　邦昭　　砂川　　隆
【目的】
生野菜を摂取するときにドレッシング類を用いる人は数多い。一方、
古典的なドレッシング類には脂質が多く含まれることから、肥満者へ
の栄養指導の際にノンオイルドレッシングへの変更を指導する場面が
みられる。そこでノンオイルドレッシングへの変更が減量指導へ有利
と言えるのか確認を行った。
【方法】
演者の生活圏にある大型ショッピングセンターにて市販されているド
レッシング類（約 110 種類）の本体ラベルに記載されている栄養成分
のうち、熱量・脂質・糖質を中心にそれぞれの特徴を確認し、それを
比較した。
【成績】
ノンオイルドレッシングの中には、酢や果汁を主成分とする低カロ
リーの製品も多く見られたが、同時に、果糖ブドウ糖液糖などを主成
分とした高カロリーの商品が散見された。ノンオイルドレッシングの
一例：15ml 当たりエネルギー　22kcal　炭水化物 5.1g　たんぱく質
0.4g　脂質 0.0g　食塩相当量 1.2g
【結論】
市販されているノンオイルドレッシングの中には、糖質が主成分で含
有熱量が高いものが含まれている。栄養指導をする際には、単にノン
オイルドレッシングへの変更を勧めるのではなく、内容を吟味するこ
とまで言及することが求められる。

2-8-09
中高年者のボディ・イメージ（主観的体型評価）と心理的側面
からの食行動の特徴
まつなみ健康増進クリニック　人間ドック・健診センター1

松波総合病院　内科2

○戸
と さ き

崎小
さ ゆ り

百合 1　　佐伯　正人 1　　南　　芳子 1　　細川　寿子 1,2

　河合　壽一 1,2　　林　　　慎 1,2

【目的】特定健診の対象である中高年者のボディ・イメージに着目し、
中高年者が自己の理想体型と適正体重を正しく認識し、必要な体重コ
ントロールが実践されているのか、ボディ・イメージの違いや食事制
限経験で食行動に違いがあるか検証した。【方法】対象者は、当健診
センターで特定健診を受けた金融機関に勤務する本人およびその配偶
者で、BMI 18.5 以上の受診者 1052 名。調査期間は 2017 年 4 月～ 8
月。健診の待ち時間に質問紙を配布し、ボディ・イメージ、食事制限
経験、心理的側面からみた食行動（修正日本語版DEBQ）について調
査した。【結果】肥満体重群の 90％以上が、体型に関し不満と感じ、
太っていると認識して痩身願望が高かった。現在痩身願望のある者で
は過去に制限していた者が多くを占めたが、現在制限している者の割
合は低かった。体型に不満を持っている者、自己の肥満を認識してい
る者、痩身願望を持つ者は食行動の傾向として、抑制的摂食、情動的
摂食、外発的摂食の程度が比較群より高かった。食事制限を現在して
いる者は抑制的摂食の程度が最も高く、また過去または現在において
制限している者は制限をしていない者よりも情動的摂食が高い。外発
的摂食については過去に制限をしていた者が最も程度が高かった。【考
察】中高年者で標準体重以上の者の多くが、現在の体型に満足してお
らず、痩せたいと思っている人が多い。このことは、中高年者では健
康意識が高くなりメタボリックシンドローム予防対策としての肥満や
内臓脂肪の蓄積を考慮した痩身願望と考えられる。しかし、痩身願望
を持ちながらも、実際の減量行動につながる食事制限には反映されて
いないという結果から、減量行動を実行し継続するのは難しいことが
推測される。食行動傾向は、実際の肥満度よりも、ボディ・イメージ
の違いや食事制限経験の違いに関連があり、情動的および外発的な感
情によって食行動が誘発されやすい。
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2-8-13
アミノインデックス受診者の意識調査～ AICS は健康意識を高
めるツ−ルである～
黒沢病院付属ヘルスパーククリニック　高崎健康管理センター1

味の素株式会社アミノサイエンス事業本部2

味の素株式会社イノベーション研究所3

○栗
くりはら

原　照
てるまさ

昌 1　　今田　智之 2　　森　　妹子 2　　原野　洋介 3

　渡辺　信弘 3　　黒澤　　功 1

【背景と目的】当センターでは 2015 年にアミノインデックス（AICS）
を導入したが、現在までのリピート率は 34%と高い。今回、AICS 受
診者のAICS 理解度、結果満足度、継続受診意向、健康意識、AICS
受診後の意識変化や、リピーターの特性を明らかにする目的でアン
ケート調査を行った。【対象と方法】2015 年 2 月～ 2017 年 9 月まで
のAICS 受診者 350 名を調査対象とした。質問内容は上記項目と、ラ
ンクA/B のみ（ランク Cなし）群とランク Cが 1つでもあった（ラ
ンク Cあり）群の 2 群に分けて、それぞれの質問を設定した。【結
果】有効回答者数は 161 名（男性 70 名、女性 89 名）。ランク Cなし
が 127 名（79%）、ランク Cありが 34 名（21％）であった。リピー
ターは 16 名であった。【主な結果と考察】AICS 受診のきっかけは「自
分の健康やがんが気になる」が最も多く（53%）、回答者の 82%が日
常の生活習慣の中で何らかの健康意識を持っていた。AICS 理解度は
88%、受診結果の納得度も 86%と高かった。AICS の継続受診意向は、
有 28% 、無 14% 、未定 58%で、有の理由は「がんリスクの把握に役
立つ」（42%）、「検査が簡便」（30%）の順であった。継続意向有は男性、
60 ～ 70 代が多く、AICS 理解度、結果納得度が高く、価格に対する
受容性も高かった。リピーターは男性比率が高く、「この検査に興味
があった」が最も多い受診のきっかけで、AICS 理解度、継続受診意
向がより高かった。全回答者の 92%が受診結果に満足しており、「自
分のがんリスクを把握できたから」が最も多い理由であった。健康意
識の変化では、AICS 受診後に 57%が新たにあるいはより健康意識が
高まったと回答した。いずれの年齢層でも健康意識は向上し、継続受
診意向者では 67%が、ランク C該当者では 71%が健康意識の向上を
持った。【結語】AICS 受診者の理解度、結果満足度は高く、「結果が
出て安心」が「不安」を大きく上回った。AICS はがんリスクに限定
することなく、健康意識向上のためのツールとして活用できる。

2-8-14
大腸ＣＴ検査専用バリウムを使用したタギングの有用性の検討
医療法人社団ちくま会　メディカルガーデン新浦安　総合健診センター

○相
あいざわ

澤　陽
ようへい

平　　高岡　大子　　田中加世子　　渡邉　聡美
　近藤　智雄
【目的】
大腸CT検査の標準化としてタギングが推奨されている中、当センター
では 2016 年 11 月より専用バリウムを使用したタギングを高張法で開
始した。それまではノンタギングでの高張法で前処置を行っており、
今回我々は専用バリウムを導入する前後でタギングの有用性について
検討した。
【方法】
2013 年 10 月 1 日から 2016 年 11 月 15 日までにノンタギングにて行っ
た大腸CT　104件と2016年11月16日から2018年3月31日までに行っ
た大腸CT専用バリウムを使用した大腸CT　66件の結果を比較した。
【結果】
当センターでの大腸 CT 読影は消化器科医と放射線科医のダブル
チェックで読影している。ノンタギングでの要精密検査率は 107 件中
16 件で 15％、タギングありでの要精密検査率は 61 件中 5 件で 8％。
またポリープ疑いの所見はノンタギングで 42 件あり 39％、タギング
ありでは 14 件で 23％となった。大腸 CT専用バリウムを使ったタギ
ングを行う事で、残渣とポリープなどの隆起性病変との区別がつきや
すくなったためと考えられた。
【結論】
大腸 CT専用バリウムを使ったタギングを行う事で過剰な拾い上げが
減り、検査精度が向上したと考えられる。
【まとめ】
今後はさらなる検査精度の向上の為に、前処置法や撮影方法の検討と
読影医の十分なトレーニングが必要であると考えられた。

2-8-15
人間ドックにおけるコロジック検査の検討
社会医療法人神鋼記念会　神鋼記念病院附属新神戸ドック健診クリニック1

社会医療法人神鋼記念会　神鋼記念病院健診センター2

○仲
なかもと

本　雅
ま さ こ

子 1　　光岡　彩佳 1　　西川　晋史 1　　小松亜紀子 1

　一ノ瀬　庸 1　　木長　　健 1　　伊東　香代 1　　山本　正之 1

　大久保美歩 1

【目的】コロジックは血液中の GTA-446 を測定し大腸癌の罹患リス
クを測定する検査であり今回その特徴を明らかにする目的で検討を
行った。【対象と方法】2016 年４月から 2017 年 12 月までの当施設の
受診者 20894 名のうちオプション検査としてコロジック検査を行った
490 名（男性 313 名、女性 177 名、平均年齢 54.0 歳）を対象とした。
高リスク群と低リスク群に分け、大腸癌家族歴の有無、身長、体重、
BMI、腹囲、LDL-C、中性脂肪、糖尿病合併の有無、高脂肪食摂取の
有無、運動習慣の有無、脂肪肝合併の有無、胆石合併の有無、アルコー
ル摂取の有無、喫煙の有無について比較検討した。またハイリスク群
について大腸内視鏡検査の結果について検討した。【結果】高リスク
群はコロジック施行群の 10.8% の 53 名（35 ～ 88 歳、平均年齢 56.5 歳、
男性 37 名、女性 16 名）で、大腸癌家族歴ありは 17.0%（9/53）だっ
た。年齢別では高リスク群は 40 歳未満の 7.7%、40 ～ 69 歳の 9.7%、
70 歳以上の 34.6% に認めた。低リスク群はコロジック施行群の 89.2%
の 437 名（30 ～ 92 歳　平均年齢 53.7 歳、男性 276 名、女性 161 名）で、
大腸癌家族歴ありは 18.8%（82/437）だった。高リスク群と低リスク
群の間の検討項目では、共分散分析による多変量解析で有意な項目は
認めなかった。高リスク群のうち大腸内視鏡検査の施行が確認できた
のは 20 例、37.7%（20/53）で、大腸癌は０、異常なしが 11 例、5mm
以下のポリープが7例、5mm以上のEMR例が２例でいずれも腺腫だっ
た。【結論】1）コロジック高リスク群と低リスク群の間には 14 の検
討項目で有意差はなかった。2）コロジック高リスクは、検査施行時
の癌合併の有無は反映されなかった。コロジック低リスクということ
で便検査省略例や大腸検査を敬遠する例が見られ、加齢とともに高リ
スクに移行することがあることからも、他の検査を併用した定期的な
検査と今後のデータの蓄積が望まれる。

2-8-16
尿試験紙蛋白検査標準化の現状と問題点
ライフ・エクステンション研究所付属永寿総合病院臨床検査科1

ライフ・エクステンション研究所付属永寿総合健診医療・予防センター2

ライフ・エクステンション研究所付属永寿総合病院内科3

○伊
い と う

藤　喜
よしひさ

久 1　　原田　典明 1　　遠藤　郁美 1　　石川　恵美 2

　白井　俊孝 3　　小山　恭正 2

【はじめに】尿試験紙蛋白検査は蛋白誤差反応の原理により主にアル
ブミン（Alb）を検出する。日本臨床検査標準協議会（JCCLS）は、
判定基準１＋を総蛋白濃度（TP）300 mg/L （30 mg/dL）と定め標準
化を促した。そこで JCCLS プロジェクト研究を立ち上げ 7社の試験
紙の比較検討から、標準化の現状と問題点について検討した。【方法】
2015 年 6 月－ 2016 年 7 月に採取された調整プール尿 16 検体、日常標
準物質（cRM-UA；高度精製ヒト血清アルブミン：HSA）、HSA添加尿、
ヒト血清ベース標準物質相当品（ProBio-S）などを用いた。比較対
照に総蛋白定量法（ピロガロールレッド法：PR法、和光純薬）、Alb
定量法（免疫測定法、和光純薬）を用いた。両定量法の検量物質は
HSAである。試験紙検査は 3社が目視判定、残り 4社が自動測定法で、
各社に上記サンプルを配布し検討を依頼すし、高感度反射率測定器に
より 6社試験紙を同時測定し相互比較検討した。【結果】１．総蛋白
定量値とAlb 定量値とは高い相関が得られた（r2=0.9925）。２．判定
基準、対応設定濃度、検出範囲等は各社でやや異なるが、－から３＋
まで各社判定基準はTP、Alb 定量値をよく反映し、判定結果は概ね
収束していた。とりわけ JCCLS が定めた +１判定基準において、良
好な収束を得た。なお目視判定、分析機判定間に大きな差異は認めら
れなかった。３．6社試験紙を高感度反射率測定法により比較評価した。
尿、Alb 添加尿、精製HSA、血清マトリックス標準品など全てのサン
プルの反射率は、アルブミン濃度に依存して、並行変化を示した。【コ
メント】試験紙検査が主にアルブミンを検出する。高感度反射率測定
器による測定結果から、各社の検量物質の値付けが適切になされれば、
定性検査であってもさらなる標準化の推進が期待される。このために
も、国際的に表示値が適切に設定された物性の定められた尿アルブミ
ン標準物資の設定が待たれる。
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2-10-02
高齢者糖尿病と非糖尿病の糖代謝と運動習慣の有無についての
検討− Niigata Wellness Study −
（一社）新潟県労働衛生医学協会1

新潟大学大学院　生活習慣病予防検査医学講座2

○齋
さいとう

藤　清
き よ み

美 1　　小林　篤子 1　　庭野　早苗 1　　小柳　博明 1

　松田　和博 1　　佐藤　幸示 1　　加藤　公則 1,2

【背景】超高齢化社会になった今、糖尿病患者の 3/4 は 60 歳以上の高
齢者となっている。高齢者は身体機能や生理機能の個人差が大きく、
フレイルといった病態にも注目が集まり、高齢と糖尿病の関連にはま
だ解明すべき点が多くあると考える。【目的】高齢者の検査成績を 5
年前の結果と比較し、糖尿病治療群（以下、糖尿病群）と非糖尿病群
の運動習慣の有無による違いについて検討する。【方法】2017 年受診
時に 65 歳以上で、2012 年にも受診していた 4,465 名（男性 2,808 名、
女性 1,657 名）のうち、運動習慣の有無を確認できた 4,387 名を対象に、
運動習慣の有無と BMI、空腹時血糖（以下、FPG）、A1c の変化につ
いて検討し、生活習慣病合併率についても比較した。運動習慣の有無
については、糖尿病群を内服群と非内服群に分類して比較した。【結果】
4,387 名の平均年齢は 70.1 歳（男性 70.2 歳、女性 70.0 歳）。そのうち、
糖尿病群は 580 名（13.2％）で、平均年齢は 70.2 歳。2017 年の糖尿病
群の BMI、FPG、A1c の平均は 23.78、131.5mg/dL、6.80%。非糖尿
病群は 22.74、100.2mg/dL、5.75% で糖尿病群が有意に高値であった。
2012 年受診時と比較し、非糖尿病群では運動の有無によらず BMI、
FPG、A1c すべてが有意に上昇していた。糖尿病群では内服群、非内
服群ともに運動有群で BMI が有意に低下していたが、A1c は非内服
群では運動の有無によらず有意に上昇していた。また、内服群の運動
有群でのみ低下傾向であったが有意差は認められなかった。糖尿病群
と非糖尿病群では、高血圧症で 60.2％：43.4％と有意差が認められたが、
他の生活習慣病や胃がん、大腸がんに有意差は認めなかった。【考察】
高齢者の糖尿病群は体重への意識があるためか減量傾向ではあったが
A1c の上昇は運動習慣のある群に抑えられた傾向があった。この事か
ら、高齢者においては減量だけを目指すのではなく、運動を行う事で
減量に因らない糖尿病悪化への抑制効果があることが推定された。

2-8-18
多因子疾患の遺伝子検査に対する受診者の関心は高く「年が若
い」「家族歴あり」「喫煙習慣なし」が検査を希望する関連因子
である
横浜市立みなと赤十字病院　健診センター
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奈子　　與那覇佳子　　松本　明美　　菅野　みほ
　守岡　　謙　　津々楽泰江　　前田貴愛人
【目的】近年、個人の健康志向が高まり、健康管理に対する取り組み
を行政、企業、健診施設が行っている。個別化予防の観点から、遺伝
子情報に環境因子を加えた疾病予防法の確立をめざして、さらに研究
が進行することが予想される。より効果的な予防法を採用するために
人間ドック健診でも遺伝子検査の導入を検討する必要があり、判断
材料を得ることを目的に受診者を対象にアンケートを行う。【方法】
2017 年 9 月～ 12 月に当センターで人間ドックを行い、当研究に対す
る同意が得られた者に記名方式のアンケート調査を実施した。デー
タ欠損のある者を除外後、対象は 493 名となった。アンケート結果
より受診者の需要や要望について把握するとともに、既往歴や生活
習慣などのカルテ情報との関連について分析を行った。【成績】検査
の認知について、知っている者は約 3割だった。検査を受けたこと
があると答えた者は 3％とわずかで、検査の種類はDTC（Direct to 
Customer）が 8 割であった。受けた感想は 25%が「良くない」と回
答しており、満足度に課題があると言える。受けた後の変化について、
過半数が「何も変わっていない」と回答しており、予防に役立ってい
ないことが伺える。検査を受けたことがない者の 66%は「受けたい」
と回答し、年代別割合は 30 歳代が最も高く有意差を認めた。受けた
くない者の割合は 70 歳代がピークで、理由は「必要性を感じない」
が最多だった。どういう背景を有する者が検査を受けたいかを明確に
するために、カルテ情報も加えて多変量解析を行った結果、「年齢が
若い」「二親等内にがんかつ心血管疾患がある」「喫煙習慣なし」が独
立した関連因子となった。【結論】検査を受けたことがある者の満足
度は低く、生活習慣改善や予防に役立っていないことが伺える。しか
し、受けたことがない者も含め、検査に対する関心度は高く、年齢が
若い、家族歴がある、喫煙習慣がない人が、検査を希望することが示
唆された。

2-10-01
糖尿病前症は、5％以上の体重減量にて糖尿病発症が 74％予防
される
富山県厚生連　高岡健康管理センター
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「目的」第 58 回日本ドック学会学術大会で、FPG100 ～ 125mg/dl で
かつ HbA1c 値 5.6 ～ 6.4％の糖尿病前症は糖尿病発症の高度リスク群
である事を報告したが、今回その高リスク群で、体重減少の糖尿病発
症に対する予防効果を検討した。「方法」2007 年 4 月 1 日から 2010 年
3 月 31 日までに高岡健康管理センターを日帰りドックとして受診し、
以前に糖尿病を指摘されていない FPG100 ～ 125mg/dl かつ HbA1c
値 5.6 ～ 6.4％で平成 2016 年 12 月 28 日までにその後 1回以上再診し
た男性　425 名（平均年齢 59.5 ± 9.3 才）、女性 358 名（平均年齢 59.9
± 8.2 才）を対象とした。体重減少割合は、観察開始時体重と糖尿病
発症時又は観察終了時の体重の差を観察開始時体重で割ったものとし
た。2007 年から 2012 年まではHbA1c（NGSP 値）=HbA1c（JDS 値）
× 1.02+0.25 で計算した。糖尿病の発症は、FPG126mg/dl 以上でか
つHbA1c 値 6.5％以上又は自己申告で医師に糖尿病と診断されたもの
とした。統計処理はエクセル統計 2017 で行った。「結果」平均観察期
間は 6.0 年であった。カプランマイヤー法による体重減少割合別累積
糖尿病発症率は、9年後で体重減少 2％未満群 28.2％、2 ～ 3％未満群
18.7％、3 ～ 4％群 12.5％、4 ～ 5％未満群 18.5％、5％以上群 7.4％で、
ログランク検定で有意差を認めた（Ｐ＜ 0.0001）．Cox 比例ハザード
モデルでは、年齢、性別、糖尿病の家族歴、喫煙、飲酒、高血圧の有
無、ＢＭ I、γ -GTP を調整後の糖尿病発症ハザード比は体重減量 2％
未満群 1、2～ 3％未満群 0.80（Ｐ＞ 0.62）、3～ 4％群 0.47（Ｐ＞ 0.16）、
4～ 5％未満群 0.44（Ｐ＞ 0.17）、5％以上群 0.26（Ｐ＜ 0.001）であった。
「結論」糖尿病前症で体重を 5％以上減量すると、糖尿病発症は有意に
74％抑制された。

2-8-17
全自動尿中有形成分分析装置ＵＦ -5000 における人間ドック受
診者尿を用いた尿中有形成分の臨床参考基準値の検証
医療法人　ＪＲ広島病院　臨床検査科1

シスメックス株式会社　学術本部2
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【目的】全自動尿中有形成分分析装置UF-5000 は非遠心尿をサンプル
としてフローサイトメトリー法を原理とした尿検査装置である。同原
理を用いての参考基準値の検証は行われているがUF-5000 を用いた報
告は少ない。そこで今回、当院人間ドック受診者を対象とした臨床参
考基準値を検証したので報告する。【対象】2016 年 1 月から 2017 年
11 月までに当院人間ドックを受診された 2,918 名（男性：2,196 名 25
歳～ 84 歳　平均 52.8 歳、女性：722 名 24 歳～ 83 歳　平均 49.5 歳）
【方法】分析装置UF-5000（シスメックス社）を使用し、採尿後 30 分
以内の尿検体について RBC（赤血球）、WBC（白血球）、EC（上皮細
胞）、Squa.EC（扁平上皮細胞）、CAST（円柱）、BACT（細菌）を測
定した。1次除外はBMI 値 28 以上もしくは 18.5 未満、月経期間の者、
喫煙者、飲酒 2合 /日以上を除外基準として選別した。基準範囲の解
析は、測定値を対数変換にて正規化した後、片側 95％信頼区間を求め、
その上限値を逆変換し算出した。【結果】男性ではRBC 15.4 個 / μ L、
WBC 12.2 個 / μ L、EC 4.3 個 / μ L、Squa.EC 1.7 個 / μ L、CAST 
0.6 個 / μ L、BACT 46.6 個 / μ Lであった。女性ではRBC 48.7 個 /
μ L、WBC 135.9 個 / μ L、EC 99.7 個 / μ L、Squa.EC 90.4 個 / μ L、
CAST 1.0 個 / μ L、BACT 7780.3 個 / μ L であった。【考察】すで
に報告されている同測定法の参考基準値に比べ高値となる傾向があっ
た。これは、尿定性検査（潜血、白血球、蛋白）の異常群を除外基準
として用いなかったことや、除外基準に用いた受診者アンケートの信
頼性に起因する。また、すべての項目において男性よりも女性が高値
となった。女性では膣分泌物の混入を完全に避けることが難しいため
と考える。【結語】当院におけるUF-5000 による尿中有形成分の臨床
参考基準値を得た。今後さらなる臨床参考基準値の定義や母集団抽出
方法の統一化が求められる。
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75g OGTT におけるフラッシュグルコースモニタリングシステ
ム（FGM）の活用可能性について
京都女子大学大学院　家政学研究科　食物栄養学専攻1

洛和会東寺南病院　内科2

洛和会東寺南病院　健診センター3

洛和会東寺南病院　臨床検査部4
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【目的】FGMは間質液中のグルコース濃度を頻回に測定することにより、
簡便に血糖変動を把握することが可能なシステムである。本研究では、
人間ドックにおける FGMの活用に向けて、75gOGTT中の静脈血漿血
糖値（以下血糖値）と FGMによる間質液グルコース濃度（以下 FGM
値）との関連を検討した。【方法】対象は健常ボランティア 19 名（男性
4名、女性 15 名）（51.9 ± 8.4 歳）とした。測定装置としてFreeStyle リ
ブレ Pro&reg; を用い、1 日目の 11 時から 13 時の間に上腕伸側部にセ
ンサーを装着した。翌日の午前空腹時に 75gOGTT（糖負荷前、糖負荷
後 30、60、120 分）を行い、血糖値を測定した。血糖値及び FGM値、
年齢、BMI、腹囲、HbA1c との関連を検討した。【成績】糖負荷前（r
＝ 0.696、P＝ 0.001）、糖負荷後 30 分（r＝ 0.793、P＜ 0.001）、60 分（r
＝ 0.928、P ＜ 0.001）、120 分（r ＝ 0.785、P ＜ 0.001）のいずれにおい
ても、血糖値と FGM値との間に有意な正の相関を認めた。血糖値を従
属変数、FGM値を独立変数とした単回帰分析の結果、糖負荷前は y＝
61.664 ＋ 0.433x（R2 ＝ 0.554、P ＜ 0.001）、糖負荷後 30 分は y ＝ 10.267
＋ 0.931x（R2＝ 0.820、P＜ 0.001）、60分は y＝ 4.670＋ 0.923x（R2＝ 0.919、
P＜ 0.001）、120 分は y＝ 23.687 ＋ 0.766x（R2 ＝ 0.762、P＜ 0.001）であっ
た。FGM値の精度を示すMean absolute relative difference（MARD）は、
糖負荷前 11.8 ± 6.6％、糖負荷後 30 分 7.8 ± 6.7％、60 分 10.5 ± 13.7％、
120 分 11.2 ± 10.4％であった。今回の検討では、MARDと年齢、BMI、
腹囲、HbA1c との間に有意な関連はみられなかった。血糖値を用いて
75gOGTTの判定を行った場合、正常型 14 名、境界型 5名であったが、
FGM値を用いた場合、境界型 5名のうち 1名は正常型、3名は境界型、
1名は糖尿病型と判定された。【結論】本研究の結果、75gOGTTにおけ
る FGMの活用可能性はあると考えられた。今後、間質液中のグルコー
ス濃度に影響する因子についてさらなる検討が必要である。

2-10-04
人間ドック健診における糖尿病患者の血圧・脂質管理
医療法人財団　康生会　武田病院健診センター1

医仁会　武田総合病院　糖尿病センター2

医療法人財団　康生会　康生会クリニック3

武田病院グループ4
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【目的】糖尿病（DM）治療中の患者が人間ドック健診（ドック）を受
診する機会が増えている。DM患者は合併症や併発疾患が多く、ドッ
クでは包括的な検査や管理を行える利点がある。ドックにおけるDM
患者の血圧・脂質管理に着目した横断的検討を行った。【方法】2016
年度武田病院健診センターと山科武田ラクトクリニックのドック受
診者 14517 例のうち、DMで医療機関受診中の 711 例（62 ± 10 歳、
男性 560 例、薬物治療中 613 例）を対象とし、降圧薬服用（391 例、
55％）、脂質異常治療薬服用（403 例、56.7％）の有無などで血圧・
脂質管理状況を調査した。診療ガイドラインに基づいて、高血圧症
（140/90mmHg 以上の and/or）・降圧目標（130/80mmHg 未満の and/
or）、脂質異常症（LDL-C140・中性脂肪（TG）150 以上、HDL-C40 
mg/dl 未満の and/or）・脂質管理目標（LDL-C120・TG150 未満、
HDL-C40 mg/dl 以上の and/or）とした。【成績】対象例のHbA1c（7.1
± 1.0%）は、47.5% が HbA1c7％以上であった。BMI（25.1 ± 4.3kg/
m2）は、44.7％が BMI25 以上の肥満であった。ウエスト周囲長は男
性 85cm 以上が 61.6％、女性 90cm 以上が 32.5％であり、男性で腹部
肥満が多かった（p＜ 0.01）。降圧薬未服用例のうち、21.9％が高血圧
症であった。降圧薬服用例（133 ± 16/81 ± 11mmHg）での降圧目標
達成率は 29.2％に過ぎなかった。脂質異常治療薬未服用例のうち、脂
質異常症は 44.2％（LDL-C26.3％、HDL-C4.9％、TG25.6％）にみられ
た。脂質異常治療薬服用例の46.7％が脂質管理不良であり、TG（30.0％）
が LDL-C（25.8％）よりも管理不良例が多かった（p＜ 0.01）。【結論】
医療機関受診中のDM患者は内臓脂肪型肥満が多く、半数以上が降圧
薬や脂質異常治療薬を服用していた。これらを服用中でも管理目標達
成率は高くなかった。DM患者ではドック受診時に保健指導を行う意
義は大きい。また、受診中の医療機関に対してはドック結果をフィー
ドバックする必要がある。

2-10-05
糖負荷試験の結果と生活習慣病関連項目の分析～保健指導の充
実に向けて～
独立行政法人地域医療機能推進機構　大和郡山病院　健康管理センター
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【目的】糖尿病は脳卒中や虚血性心疾患などの危険因子であり、生活
習慣の改善による発症予防が重要である。二日ドックで実施した糖負
荷試験の結果と生活習慣病との関連を調べることで保健指導に活かし
たいと考えた。【方法】2012 年４月から 2017 年３月に二日ドックで糖
負荷試験を受けた者のうち、糖尿病、高血圧、脂質異常症など薬物治
療中の者を除いた計 832 名が対象。糖負荷試験の結果を正常型、境界
型、糖尿病型に分類し、生活習慣病関連項目（BMI・血圧・中性脂肪・
HDL-C・LDL-C・γ -GTP・AST・ALT・尿酸値）について正常型と
比較検討した。統計処理には t 検定を用いた。【結果・考察】対象者
832 名のうち男性 581 名、女性 251 名、平均年齢は 48.4 歳であった。
糖負荷試験の結果、境界型と糖尿病型に該当する者が 180 名（21.6％）
であった。LDL-C ついては、正常型と境界型では有意差があったが、
糖尿病型では有意差がなかった。その他の生活習慣病関連項目ではそ
れぞれに有意差があった。健診結果を活用し、個々の生活状況に応じ
て早い段階から生活習慣を改善する必要があると考えられる。食生活
や身体活動など生活習慣の改善に焦点をあてて保健指導を行なうこと
が、糖尿病の発症予防のみならず、高血圧、脂質異常症、肝機能障害、
高尿酸血症など生活習慣病の予防になると考えられる。【結論】糖負
荷試験の結果と生活習慣病関連項目ではほとんどの項目で有意差が
あった。糖尿病発症予防のための保健指導は、その他の生活習慣病発
症予防につながる。健診結果を積極的に活用し、個々の生活状況に合
わせた早い段階からの保健指導が重要である。
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アルコールと諸因子が２型糖尿病に及ぼす影響についてードッ
ク健診データーに基づく横断的検討ー
新潟医療センター　健診センター1

新潟大学　大学院　医歯学総合研究科　国際保健学分野2
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【緒言】我々は第 57 回人間ドック学会で喫煙と２型糖尿病との関係に
ついて報告した。今回アルコール及び他の諸因子と２型糖尿病との関
係についてドック健診データーに基づいて横断的に検討したので報告
する。【方法】2014 年新潟医療センター・健診センターのドック受診
者 2548 名中男性 1605 名を対象とした。BMI 並びに受診者への質問票
から抽出した喫煙、飲酒、運動を検討項目とした。統計処理は多変量
解析（ロジスティック重回帰分析）を用いた。年齢は調整した上で、
50 歳未満と以上に層別化した追加分析を実施した。【結果】２型糖尿
病と診断された人と糖尿病診断ガイドラインに基づいた、みなし２型
糖尿病を合わせた男性は 161 名（10％）であった。アルコール摂取者
121 名、非摂取者 40 名。内訳は１日飲酒量２合未満 68 名、２合 - ３
合未満 43 名、３合以上 10 名であった。喫煙者 90 名、非喫煙者 71 名、
喫煙指数 500 未満 48 名、500 以上 42 名であった。飲酒（毎日）と糖
尿病の間には負の関係があった（全症例：ｐ＜ 0.023、50 歳以上：ｐ
＜ 0.04）。50 歳未満では喫煙指数 500 以上で糖尿病と正の関係があっ
た（ｐ＜ 0.047）。しかしアルコールとの併用では糖尿病との関連は消
失した。運動、BMI を含めた検討ではBMI 25 以上で全て強い正相関
を認めた（ｐ＜ 0.001）。【結論】（１）飲酒と糖尿病の間には負の関係
が認められた。（２）飲酒と喫煙の併用でも同様の関係があると推測
される。（３）飲酒により糖尿病が軽減されると考えられる。
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2-10-10
健康管理センターにおける BMI30％以上受診者を対象とした当
日生活指導の取り組み
SUBARU健康保険組合太田記念病院

○津
つ く い

久井純
じゅんこ

子　　中村　哲之　　今　　陽一　　権田　晴江
　長谷川亜矢子　細堀　洋子　　金井　育美　　桐山　光代
　野村　朋美　　田村ひとみ
健康管理センターにおける BMI 30 以上の 1日ドック受診者を対象と
した当日生活指導の取り組み―生活改善の変化を「生活指導評価シー
ト」「行動変容シート」を用いてー　【目的】１．生活習慣病予防のた
め、BMI 30 以上の 1日ドック受診者を対象に当日生活指導を実施し、
再来時の体重・生活習慣・血液データなどの改善につなげる２．統計
的解析から今後の指導に役立てる【方法】期間：平成 28.4 月～平成
29 年 12 月対象：H29 年度の１日ドック受診者で前年度に指導された
BMI 30 以上の対象者 152 名方法：生活指導は管理栄養士・看護師が
食事・運動について行い、必要に応じて受診勧奨を実施した。平成 29
年 4 月からは、再来時に生活指導の評価として、独自に作成した「行
動変容シート」、全体的な評価として体重・血液検査の数値や行動変
容について点数化した「指導評価シート」を用いて数値化し評価した。
分析：IBM SPSS statistics 25 によるχ 2検定・回帰分析などの統計
的解析を行う。【結果】対象者を年代別でグループ化し統計的に解析
すると、各年代で評価点数と体重改善の相関が見られ、評価基準の信
頼性が確認できた。χ 2検定では、年代と体重、性別と体重に有意な
変化が見られた。体重増加群・維持群・減少群と血糖・肝機能・行動
変容・評価点数に有意な変化がみられた。また、「評価シート」「行動
変容シート」を元に、回帰分析にて「体重に対する影響度」を検討し
た結果、HbA1c は「食事量を減らす」「体重計に乗る」、TGは「間食
を減らす」「食事リズムを守る」など、それぞれのデータで影響度が
高い項目が判明した。【考察】今後の指導では、年代別・性別および
検査データごとに、結果に繋がる指導のポイントを押さえていくこと
が必要と考えられる。

2-10-08
IoT を活用した「七福神アプリ」による生活習慣改善支援
−肥満度別の検討−
あいち健康の森健康科学総合センター1

聖隷健康診断センター2
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村　恵
え り

里 1　　岩竹　麻希 1　　武藤　繁貴 2　　津下　一代 1

【目的】血糖高値者に対して、肥満度に応じた支援ができるよう IoT
を活用した「3代目七福神アプリ」を開発、保健指導の効果を検証する。
【方法】1）アプリ開発：IoT機能付きデバイス（活動量計、体組成計、
血圧計）の測定日数、測定値等の蓄積データを基に、七福神が歩数、
体重、記録数等に対してメッセージを配信する。今回、肥満度、体重
減量目標に応じたアルゴリズムを作成した。2）実証：HbA1c6.0％以
上 200 名を対象に保健指導の上、IoT 機器を貸与、七福神アプリの活
用を促した。3）評価：初回、3、6 か月後に生活習慣問診、血液検査
を実施する。抄録作成時点で 6週間経過者 105 の IoT 情報（測定状況、
値、アプリ利用状況等）について、肥満度別（23 未満、23 以上 27 未
満、27 以上）に 3群に分けて比較した。【結果】週当たりの平均測定
日数は、活動量計：23 未満群 6.9 ± 0.3 日、23 以上 27 未満群 6.9 ± 0.3
日、27 以上群 6.6 ± 0.6 日、体重計：6.7 ± 0.6 日、6.3 ± 0.8 日、6.3 ±
1.0 日であった。平均歩数は、9202.3 ± 3613.1 歩、9766.2 ± 4089.1 歩、
7994.6 ± 3638.4 歩であり、週ごとにみると 6週目において 27 以上群
の歩数が有意に少なかった。6週までの体重変化は（-0.2kg、-1.0kg、
-0.2kg）であり、23 以上 27 未満群、27 以上群において有意に減量し
ていた。【結論】昨年度の初代アプリを活用した実証では、6週間中に
2回、保健指導者による支援を実施した。今回は IoTのみの介入であっ
たが、BMI27 未満では同等の効果がみられたことから、本 IoT アプ
リにて生活改善を自走化できる可能性が示唆された。27 以上では他群
と比べ平均歩数が少ない、測定頻度の減少傾向がみられることから、
保健指導者による介入の必要性が示唆された。発表時には 3か月後ま
での IoT情報と検査値等についても解析して報告する予定である。

2-10-09
健 康 づ く り ト ラ イ ア ル 事 業 の 試 行 効 果 の 検 討 − Niigata 
Wellness Study −
（一社）新潟県労働衛生医学協会
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貴子　　宗村　綾香　　白井　　彰　　小柳　博明
　三巻　実香　　後藤亜友美　　松田　和博
【背景・目的】当会では平成 28 年 12 月より、ドックや健康診断の継
続的な健康づくりメニューとなるトライアル事業を試みた。参加事業
所の結果より、高血圧症、脂質異常症、肝機能障害、糖尿病、貧血な
どの有所見者を対象とし、自己採血による血液検査と集団保健指導を
約 1年間に 2回実施し、次回健診までの継続的支援が検査データの改
善に繋がるか検討した。【方法】参加者 102 名（参加群）の支援前後
の健診データと、同一事業所の非参加者 337 名（対照群）の健診デー
タを比較し、改善率の算出とWilcoxon の符号付順位検定による有意
差検定を行った。また、参加群の問診票より生活習慣を数値化し、生
活習慣改善と検査データ改善の関連を確認した。【結果】参加群の
中性脂肪（空腹時）は改善率－ 15.7％で 160.7 ± 169.6 から 135.5 ±
129.2mg/dL、HbA1cは改善率－0.90％で5.56±0.33から5.51±0.30％、
収縮期血圧は改善率－ 2.7％で 126.5 ± 17.2 から 123.1 ± 16.2mmHg、
拡張期血圧は改善率－ 3.6％で 81.2 ± 12.1 から 78.3 ± 11.6mmHg と有
意に改善した。一方、対照群では、中性脂肪（空腹時）は改善率－ 2.9％
で 124.1 ± 96.4 から 120.5 ± 78.9mg/dL、HbA1c は改善率－ 0.36％で
5.51 ± 0.59 から 5.49 ± 0.50％、収縮期血圧は改善率 0.1％で 120.7 ±
13.7 から 120.8 ± 13.6mmHg、拡張期血圧は改善率 0.7％で 74.8 ± 10.7
から 75.3 ± 10.3mmHg と有意差は認められなかった。生活習慣を数
値化し、改善群、変化なし群、悪化群の 3つのグループに分けた結果、
改善群で最も検査データの改善効果が見られた。【考察】参加群と対
照群を比較すると、支援を行った参加群のみで有意に改善した項目が
確認できる結果となった。しかし、対象とした全ての検査項目で改善
に繋がったとは言えず、今後は参加者が設定した目標内容や目標に対
する取り組みについて、より効果的な支援ができるように支援内容の
質を高めていく必要があると考える。

2-10-07
健診受診時著明な高血糖を認めた 2 例
諏訪赤十字病院健診センター
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ひろし

　　渡邊　秀彦
【はじめに】平成 28 年度国民健康・栄養調査によると、糖尿病が強く
疑われる者が全国民の 12.1% で 1000 万人を超える。糖尿病指摘時に
は無自覚なことも少なくなく、様々な状態で発見診断される。今回わ
れわれは、1型糖尿病発症例と 2型糖尿病放置例を健診受診を契機に
診断し専門医治療に即座に紹介、連携できた症例を経験したので若干
の考察を加えて発表する。
【症例】症例 1は 33 歳女性、入職時の健康診断受診例。既往歴に 12
歳からアレルギー性鼻炎があるが、妊娠、出産歴なし。糖尿病の指摘
はなし。家族歴には糖尿病なし。祖母に膵臓がん　祖父、叔父に詳細
不明の悪性腫瘍がある。10 台後半から肥満を認めていた。健診受診
-10 日程前より口渇、多飲、多尿を自覚するも入職の疲れと思い放置
していた（この症状は結果説明時の追加問診にて判明）。健診時の空
腹時血糖 231mg/dl と高値で、追加検査にてHbA1c 10.7％であった。
劇症型を含む 1型糖尿病を鑑別に考えた。糖尿病内科に入院、1型糖
尿病と診断され強化インスリン療法が開始された。症例2は65歳男性。
職場の定期健康診断で受診。受診時は無症状。糖尿病歴を含め既往歴
に著患なく、現在も健康とのことであった。血液検査にて空腹時血糖
398mg/dl と高値で、追加検査でHbA1c13.4％であった。詳細な問診
により、ここ数か月間に約 3kg の体重減少と口渇を認めたことが判明。
糖尿病内科紹介にて 2型糖尿病（細小血管合併症なし）と診断。食事、
運動、内服加療となった。
【考察】多数の糖尿病患者数が存在する現在、未診断の糖尿病例が健
診受診者に一定の割合で含まれている。その中には、無～軽症状の 1
型糖尿病や著明な高血糖の 2型糖尿病も認められることがある。これ
ら健診受診者に対し詳細な病歴聴取や血液検査の確認を含めたスク
リーニングにて、糖尿病専門医へ適切に紹介する体制づくりが望まれ
る。
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2-10-11
脂質代謝異常の経過観察域における保健指導の課題　−禁煙指
導の必要性−
社会医療法人財団　白十字会　佐世保中央病院　健康増進センター
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美子　　深井　絵美　　齋藤　陽子　　福田みずき
　山口　千佳　　川内奈津美　　中尾　治彦
【はじめに】脂質代謝異常の経過観察域の管理は、喫煙を含む生活習
慣改善による検査値改善が目標となる。保健指導後の検査値及び生活
習慣改善状況から喫煙が及ぼす影響について検証した。
【対象】2016 年度、2017 年度ともに当施設で人間ドックを受診し、
2016 年度の脂質代謝（中性脂肪値または LDLコレステロール値）が
経過観察域であった者 240 名。
【方法】（1）脂質代謝の検査値の経過と体重変化量を確認。（2）生活
習慣状況は、（a）喫煙状況を、非喫煙者と 2016 年度受診後の禁煙実
施者を非喫煙群、喫煙者を喫煙群に分類した。（b）飲酒を含む食事と
運動習慣の両方又はどちらか改善した者を食事運動改善群、どちらの
習慣も改善が無かった者を食事運動不変群に分類した。
【結果】脂質代謝の経過は、改善 81 名（33.8％）、悪化 54 名（22.5％）、
不変 105 名（43.8％）。喫煙状況は、非喫煙群 183 名（76.3％）、喫煙
群 57 名（23.8％）。食事運動改善群は、非喫煙者で 86 名（非喫煙群の
47.0％）、喫煙者で 14 名（喫煙群の 24.6％）。食事運動不変群は、非喫
煙者で 97 名（非喫煙群の 53.0％）、喫煙者で 43 名（喫煙群の 75.4％）。
食事運動改善群で、非喫煙者 86 名中 50 名（58.1％）、喫煙者 14 名中
7名（50.0％）が 2017 年度の脂質代謝の改善を認め、体重平均変化量は、
非喫煙者で 1.6kg 減、喫煙者で 1.9kg 減であった。食事運動不変群で、
非喫煙者 97 名中 20 名（20.6％）、喫煙者 43 名中 18 名（41.9％）に脂
質代謝の悪化を認めた。
【考察】喫煙者の脂質代謝は、非喫煙者に比較し食事・運動の生活習
慣改善が無い状態では悪化しやすく、喫煙者は生活習慣改善への行動
変容に至りにくいことがわかった。脂質代謝異常の経過観察域では、
喫煙者は他の生活習慣改善のためにも禁煙指導が重要である。また、
今回の結果より、脂質代謝の改善では、体重 2kg 程度の体重減少に繋
がる食事や運動習慣改善の計画立案を行うことが保健指導のポイント
となった。

2-10-12
人間ドック受診者における禁煙成功者の実態調査
埼玉医科大学病院　健康管理センター
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子　　関根　郁恵　　渡部　良枝　　小澤　久子
　福原　初江　　嶋田　佳子　　小久保より子　清水　正雄
　丸山　義明　　足立　雅樹
【目的】看護師が喫煙者に対して行動変容ステージに合わせた禁煙指
導を行っている。人間ドック受診者は健康意識が高い傾向にあるが、
禁煙に対しては、意欲があっても取り組めていない受診者がいる。今
回禁煙成功者の禁煙に至った背景や方法、意識を明らかにし、具体的
で取り組み可能な禁煙方法を提案でき、効果的な禁煙指導に繋げるた
め実態調査を行った。【方法】平成 29 年 7 ～ 8 月。日帰りドックの禁
煙者で同意を得た 100 名を対象に、ドック結果説明後の保健指導時
に、禁煙者へ禁煙状況について質問紙調査を実施。調査結果を単純集
計し分析、記述回答は各質問でカテゴリー化し分類・集計した。【結
果】禁煙の動機は体調の変化 28％、健康を意識 16％の順に多く、禁
煙方法は、たばこ等を捨てた 21％、吸わない意志を強くもった 17％、
たばこを買わない 9％等。禁煙外来受診はしていない 97％、受診した
3％で治療が合っていた 100％。禁煙中再喫煙の欲求があったのは全体
の 77％。対策は、とにかく我慢した 36％、飴やガム等で気を紛らわ
した 18％等。禁煙失敗の経験がない 59％、ある 41％。再喫煙理由は、
ストレス 42％、食事や飲酒時 21％等。再喫煙時期は 1ヶ月以内 52％、
6ヶ月以内 15％の順に多く、再禁煙理由は、再度健康を意識 31％、体
調の変化 31％等だった。【考察】自己の病気や健康に関する動機が多
く見られ、禁煙成功に関連していたと考える。たばこ等を捨て、自ら
吸えない環境をつくる禁煙方法が最も多く、禁煙の意志を具体的行動
に表すことが、成功に繋がる一つの方法と考える。約 8割に再喫煙の
欲求が見られ、理由の多くはストレス、食事や飲酒時で、再喫煙時期
の半数が1ヶ月以内と短期間であった。健康意識が高まる健診当日に、
禁煙を働きかけることが重要であり、禁煙方法や再喫煙対策を個別に
提案する指導が禁煙継続に繋がると考える。効果的な指導方法を再検
討し、禁煙行動の動機付けを行っていく。

2-10-13
保健指導効果発現の要因に関する検討−特に指導者の職種間に
よる相違について−
総合青山病院　栄養管理室1

健診センター2

消化器内科3

企画課4
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美 1　　岩間　克氏 1　　柳瀬　　愛 2　　田中真理子 2

　出　　政勝 2　　鈴木　正臣 2　　川本　周司 2　　瀬川　昂生 3

　山崎　敦史 4

目的：保健指導の効果には相違があり、様々な要因が考えられるが、
今回は体重減少率が指導者の職種間で差が生じているかについて検証
した。対象：2013 年 1 月１日から 2018 年 3 月 31 日までに当健診セン
ターにおいて保健指導を実施し最終評価を終了した 55 歳以下の 76 名
を対象とした。年齢の平均±ＳＤは管理栄養士が指導した群（n=27）
が 48.6 ± 4.8 歳で、保健師が指導した群（n=49）は 47.2 ± 4.9 歳である。
方法：指導者が管理栄養士と保健師の職種間に分け、両群の間で体重
減少率に差が生じているかを検討した。統計解析はＲ for mac3.4.4 を
用いて、ウィルコクソンの順位和検定により行った。結果：管理栄養
士と保健師群に統計学的に有意な差が認められなかった。考察：管理
栄養士が市町村国保の被保険者、被扶養者、集合契約の被保険者、被
扶養者を対象としていて、保健師は協会けんぽの被保険者及び組合管
掌健康保険者の被保険者・被扶養者を対象としているがほぼ全てが協
会保険の被保険者である。管理栄養士と、保健師の属性が若干異なる。
指導者間で体重減少率に有意な差が認められなかったが減少率の差は
どこで生じているかについて更に検証し特定保健指導レベルアップに
繋げたい。

2-10-14
人間ドック当日の保健指導の取り組みと今後の課題
三井記念病院　総合健診センター1

三井記念病院　診療情報管理部2

○秋
あきやま

山　彰
あ け み

美 1　　直海　慶子 1　　佐藤　賢太 2　　石坂　裕子 1

　浅野　真紀 1

目的
人間ドック受診者に対し、特定保健指導の実施のみの場合、受診者の
保健指導への関心が低いことが推測される。保健師による保健指導参
加への声掛けを実施し、人間ドック当日の保健指導を導入した場合の
課題について検討した。
対象・方法
2016年9月～2017年3月（16年度）に人間ドックを受診した8,145名と、
2017 年 4 月～ 2018 年 3 月（17 年度）に受診した 12,575 名を対象に年
度毎の保健指導への声掛けと参加状況を比較した。声掛けは、保健指
導への関心の有無に関係なく行った。また 16 年度、17 年度の両方を
継続受診した 6,055 名を保健指導の参加状況から 4群に分類し、声掛
け状況別に検討した。結果受診者に対する声掛け率は、16 年度 10.2％
から 17 年度 14.8％に有意に増加し（ｐ＜ 0.01）、声掛けから介入に至
る割合も有意に増加した（ｐ＜ 0.01）。
保健指導の参加状況は、A（連続介入）群 81 名（1.4％）、B（連続不介入）
群 5218 名（86.5％）、C（16 年度のみ介入）群 295 名 （5.0％）、D（17
年度のみ介入）群 461 名（7.1％）で、全体で 13.5％がいずれかの年度
で保健指導を受けていた。声掛け状況別にみると、2年連続声掛けが
できた 155 名のうち 28 名（18.1％）は一度も介入できず、16 年度介
入し 17 年度不介入だったものが 15 名（9.7％）みられた。また、問診
で保健指導の利用希望の有無について「はい」と答えた受診者の方が
両年度共に保健指導を受ける割合が高い一方で（ｐ＜ 0.05）、「いいえ」
と答えた 3,803 名のうち 382 名（10％）が保健指導を受けた。
考察
問診で保健指導を希望しない受診者でも、直接的な声掛けによって保
健指導が実施でき、健康意識を高められるのではないかと考える。保
健指導の実施率向上や経年的に保健指導を断る受診者への対応を検討
する必要がある。人間ドックの受診を健康に対する自己管理能力を高
める機会として活用してもらいたいと考える。そのために保健看護職
は、声掛けから個別性を重視し、継続した指導が行えるようスキル向
上が課題である。
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2-10-18
「チームトータリスト」の挑戦
新町クリニック健康管理センター

○神
かんおう

應　知
ともみち

道　　高木　　敏
　演者は、医師の仕事は健康管理、健康は病気と元気の調和という定
義から、病気減らしに加え、元気増やしができる医療者を「トータリ
スト」と名付け、救急集中治療医として 2017 年 3 月まで勤務。その
後 2017 年 4 月から健康管理センター所長に就任し、「チームトータリ
スト」を掲げクリニック職員一丸になって挑戦を始めた。　今回は今
後の課題を明らかにするためにこの一年の活動を振り返った。　4月
就任時に「チームトータリスト」の五大目標を掲げた。1．「チームトー
タリスト」としてのサービスの拡大、2．「チームトータリスト」とし
ての職員の意識変化、3．新町クリニックからの情報発信を通じて、
新町ブランドの確立、4．職員の家族、地域の企業、地域の住民との
つながりを通じて後生の育成、5．青梅市に住んでいると健康になれ
るという街づくりの実現である。
　具体的には、1．病気減らしと元気増やしを題材にフェイスブック
への投稿を毎日施行。2．従業員3名とのグループでの所長面談の施行。
その内容を所長面談管理シートとして管理職メーリングリストで共有
し改善できるところへの介入。3．元気度アップキャンペーンとして、
各部署毎に職員から見た理想を語り合い、改善項目を抽出し、各部署
で介入。4．元気度貢献・気配りスタッフ投票を行い、臨時賞与給付。5．
新年会に巡回職員の招待、職員の子供の招待、子供向けイベント、ゴ
スペルライブを新規に施行。6．外部研修の受け入れを行い、他施設
の職員による評価を施行。7．仕事において大切にしていること投票
の施行、8．職員の元気を減らす医師への介入を行った。
　上記の介入の多くが、五大目標のうちの職員の意識変化への介入と
なっていた。プラスの意見、マイナスの意見、成功したこと、失敗し
た事様々であったが、多くの学びを得た一年となった。この一年の経
験をもとに今後も「チームトータリスト」として挑戦を続けていきた
い。

2-10-16
企業外労働衛生機関における治療と職業生活の両立支援につい
てのアンケート調査分析
京都工場保健会1

前京都工場保健会2

全国労働衛生団体連合会3

北里大学医学部公衆衛生学4

○森
もりぐち

口　次
じ ろ う

郎 1　　鳰原　由子 2　　大橋　史子 1　　江口　　尚 4

　井上　彰臣 4　　只野　　祐 3　　堤　　明純 4

【目的】疾病に罹患した労働者の治療と職業生活の両立支援が重要な
課題となっているが、企業外労働衛生機関（労衛機関）の両立支援の
取り組みについてはほとんど報告がない。両立支援活動における労衛
機関の実態の把握を目的としてアンケート調査を実施した。【方法】
全国労働衛生団体連合会の会員 111 機関にアンケートを郵送し、回答
があった 66 機関（回答率 59％）を対象とした。アンケート内容は、「両
立支援のための現在の取り組みと今後取り組みたいこと」、「両立支援
に必要な外部支援」、「専門職、渉外職の『事業場における治療と職業
生活の両立支援のためのガイドライン』（ガイドライン）の認知度」、
「労衛機関の属性」などである。【結果】労衛機関の属性は、常勤労働
者数 100 ～ 199 人規模が 33％であり、顧客事業場数は 2000 事業場、
健康診断（健診）実施数 100,000 件（いずれも中央値）であった。顧
客事業場への両立支援の現在の取り組みは、「労働者に対する労衛機
関スタッフによる両立支援」が 15％で最多であった。「事業場担当者
からの両立支援に関する相談対応」（46％）など複数の項目に対して
40％前後の労衛機関が今後取り組みたいと回答した。外部支援では、
専門職向けの研修（53％）、労衛機関の経営層向けの研修（44％）、健
診・健診受診者向けの啓発ツール（42％）が上位を占めた。ガイドラ
インは、「十分に理解している」が専門職で 10％、渉外職で 5％であっ
た。【結語】企業外労働衛生機関では、顧客事業場向けの治療と職業
生活の両立支援サービスの提供が始まっており、さらなる取り組みへ
の意欲が確認された。今後はガイドラインの認知率向上、求められる
外部支援の整備に取り組む必要があると考えられた。本研究は、平成
29 年度労災疾病臨床研究事業費補助金「治療と就労の両立支援のため
の事業場内外の産業保健スタッフと医療機関の連携モデルとその活動
評価指標の開発に関する研究」の一部である。

2-10-17
脳ドックコースの見直しと今後の課題について
一般財団法人神奈川県警友会けいゆう病院　健診センター

○石
いしかわ

川　貴
たかひさ

久　　馬場　勝則　　村上　武司　　島本　佳憲
【背景・目的】けいゆう病院健診センターは病院併設型施設として、
年間平均およそ 6,000 名の人間ドックを行っている。また、健康診断
や婦人科検診、予防接種などの業務に取り組んでいるが、人間ドック
に次ぐ柱となるコースを目指して、脳ドックコースの見直しを行った。
従来の脳ドック（以下、旧脳ドック）は、脳ＭＲ検査や頸動脈エコー
検査等を行い、受診者に結果表を送付するのみで、病院からの一方的
伝達であり、脳ドックとしては不十分な内容であった。そこで、平成
28 年 1 月にコースの見直しを行い、脳神経外科医師が直接受診者に
会って行う神経学的診察・結果説明を追加した新しい脳ドック（以下、
新脳ドック）に変更した。新脳ドック開始に向けて、「健診システム
の改修」、「脳ドック結果表の作成」、「結果説明で使用する資機材の確
保」などに取り組んできた。今回は、これまでの取り組みを振り返り、
脳ドックコース見直しの効果について検証したので報告する。
【方法】平成 26 ～ 27 年の旧脳ドック、コース見直し後の平成 28 ～ 29
年の新脳ドックについて、それぞれの受診者数とその収入を集計し、
比較検討を行った。
【結果】旧脳ドックと比較して新脳ドックでは、収入は約 8.8％増加し
たが、受診者数は約 5.1％減少していた。
【考察】コース料金を旧脳ドック 48,000 円→新脳ドック 55,000 円（＋
7,000 円・いずれも税抜価格）に値上げしたことで収入が増加した。
一方、受診者数が伸び悩んでいることから、脳ドックの広報活動が不
十分であることが浮き彫りとなった。新脳ドック開始から２年が経過
し、ようやく軌道に乗り始めたと評価しているが、今後、人間ドック
に次ぐ大きな柱にするために、更なる受診者の増加が必須である。そ
のためには、パンフレット・ホームページ等のソフト面での啓蒙活動
の強化と既存の人間ドック受診者を取り込むことが必要であると考え
ており、これからの課題として取り組んでいきたい。

2-10-15
当健診センターにおける血糖高値者への教育とその効果
公益財団法人新潟県保健衛生センター

○小
こ べ

部由
ゆ み こ

美子　　田中　正美　　成田奈緒子　　小柳　早苗
　吉崎　真子　　田崎　充子　　岩原由美子　　佐藤美代子
　吉野　祐一　　山田　幸男
【目的】糖尿病はかなり進行しないと自覚症状のでない病気であり、
また脳梗塞や心筋梗塞などの動脈硬化疾患はすでに境界型糖尿病の
段階から始まるため、健診で血糖高値と言われた時点からの精査や
教育が重要となる。しかし、健診後精査や教育が必要な人もそのま
ま放置している人が少なくない。当施設では平成 18 年 7 月より、血
糖高値の受診者に対して OGTT などの精査を行い、糖尿病教室等
でフォローしてきた。今回糖尿病教室等のフォローアップの効果に
ついて検討した。【対象】健診で血糖高値者のうち、OGTT 後糖尿
病教室（DM教室）またはフォローアップ外来（Fu 外来）に 1回以
上参加した 303 名（男性 185 名、女性 118 名）を対象とした。【方
法】DM教室（毎月 1 回）や Fu 外来（毎月 2 ～ 3 回）で糖尿病に
ついて医師、保健師、看護師、管理栄養士が指導した。【結果・考
察】DM教室などへの参加者は、4 回以上の受診が全体 303 名中
49.2％を占めており、7回以上は 24.8％であった。OGTT後の指導回
数によりA群～D群に分け、糖尿病型（DM型）および境界型糖尿
病（BL 型）と診断された者の HbA1c を比較した。A群（指導回数
2 回、期間 1M～ 49M、平均 7M：DM型 n=15、指導前 HbA1c6.2％
→指導後 6.1％：BL 型 n=55、HbA1c5.9 → 5.8％）、B群（指導回数 3
回、期間 3M ～ 40M、平均 12M：DM型 n=13、HbA1c6.2 → 5.8％：
BL 型 n=37、HbA1c5.9 → 5.9％）、C 群（指導回数 4 ～ 6 回、期間
7M ～ 107M、 平 均 25M：DM 型 n=24、HbA1c6.4 → 6.2 ％：BL 型
n=40、HbA1c5.9 → 5.8％）、D群（指導回数 7 回以上、期間 17M ～
138M、 平 均 70M：DM 型 n=38、HbA1c6.4 → 6.5 ％：BL 型 n=33、
HbA1c5.9 → 6.1％）であった。健診受診後、異常データをそのままに
している人が多い中、当施設の対象者は自覚症状がない段階にも関わ
らず半数近くもの人が 4回以上受診していた。また、HbA1c に関し
ては、当施設でフォローしている者の多くにデータの改善がみられた
ことから、定期的なフォローが糖尿病の発症や悪化の予防につながる
と考えられる。
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2-10-19
当施設における 1 泊ドック差別化への取り組み
JA長野厚生連　佐久総合病院　人間ドック科

○池
い け い

井　　肇
はじめ

　　小野　満也　　西本　　寛　　春原　浩子
　遠藤　和沙　　田中　香菜　　高瀬　美子　　草間美奈子
　小出　　裕　　高橋　　巧
【背景】佐久総合病院人間ドック科（以下当科）は病院併設型ドック
で、2017 年度は 2690 人の 1 泊ドック（以下 2D）、10814 人の日帰り
ドック（以下 1D）、および 4514 人の各種検診を受け入れた。【課題】
1泊ドックは、受診者の高齢化、企業や行政における補助体制の変化
などにより、年々受診者が減少してきている。また、75gOGTT以外
の検査は全て 1Dで対応可能なことも、2D受診者減の一因と考えら
れた。【取り組み】2Dのみで受けられるオプション検査として、前立
腺MRI 検査と心臓精密検査を導入した。前立腺MRI 検査は、放射線
科医の読影をもとに泌尿器科医の意見を聞きながら、ドック担当医が
受診者向けの報告書を作成している。心臓精密検査は、血液検査（NT-
proBNP）と心臓超音波検査を受診中に行い、2日目午前にドック所属
の循環器内科専門医が結果を説明している。また、提携レストランの
変更に伴い、新年度より 2D夕食を中心に、「医食同源」を意識したメ
ニューと提供体制について検討を重ねている。【導入後の状況と今後
の課題】前立腺MRI 検査は 2017 年 11 月より導入し、現在までに 17
名が受診した。うち 2名は近隣の泌尿器科に通院中であったが、PSA
値による経過観察が主体であったため、MRI 情報を提供することがで
きた。従来のPSA値単独での経過観察に画像的な判断が加わることで、
より具体的なフォローアップ体制が構築できる可能性があると思われ
た。心臓精密検査は、1日2名を上限として本年2月より運用を開始し、
現在まで 18 名が検査を受けた。超音波画像は電子カルテに保存され
た動画も供覧できるため、自身の心臓の様子を具体的に見ることがで
き、従来の検査だけでは心臓に不安を抱えていた受診者には安心を提
供する一方で、心血管イベントの予防については、生活習慣を見直す
機会としての新たな素材となり得る可能性があると考えられた。レス
トランの新体制については本会で経緯を報告したい。

2-10-20
秋田県南部地域中核病院における特定健診 10 年間の推移（第
1 報）    − MetS 頻度の推移と原因の特徴−
平鹿総合病院農村医学研究所1

平鹿総合病院健診センター2

○佐
さ さ き

々木司
し ろ う

郎 1　　南部美由紀 1　　高橋　俊明 2　　齊藤　　研 2

【はじめに】2008 年より開始された特定健診は 10 年を経過した。秋田
県南部に位置する当院では医療圏特定健診対象者の約半数が受診して
いる。10 年間の健診結果を集計し、地域の特性を見ると共に、第三期
特定健診に向けて健診事後指導の参考とすることを目的とした。
【対象】2008 年～ 2017 年の健診受診者男性 24,448 名（60.8 ± 8.6 才）、
女性 35，667 名（61.4 ± 8.9 才）で 60 才以上が 62%と高齢者が多い。
統計処理は JMPver.12 を用いた。
【結果】年齢調整したメタボリックシンドローム（以下MetS）割合は
男性が 24.4% ～ 31.2%、女性が 10.5% ～ 13.2% の範囲で推移し、男性
は有意に増加、女性は有意に減少していた。MetS 診断該当項目の異
常率は血圧が平均年齢が高いことから男性が 72%、女性が 60% 前後
で高率で推移し、血糖は 26%、17%前後、脂質は 46%、43%前後で推
移していた。3項目共に 10 年間では横ばいあるいは減少傾向で推移し
ていたが、腹囲は男性が 48% 前後で推移し有意に増加、女性は 21%
前後の推移で減少傾向であり、その動きがMetS 割合と正相関してい
た。さらにMetS 割合が全国平均より高値を示している要因として高
血圧薬、糖尿病薬、脂質異常薬の服用率が多いことが上げられる。い
ずれかの薬剤服用率が男性は 35.3% ～ 45.6%、女性は 38.5% ～ 45.4 の
範囲で推移し、全国値（2015 年）より 14% 程度多かった。また保健
指導対象者は積極的支援が男性受診者の 10.1%、女性受診者の 2.1%、
動機付け支援はそれぞれ 10.4%、7.1% 前後で、男女とも横ばい状態で
推移していた。生活習慣では女性で喫煙率が 10 年間で 2.8% から 6.6%
に増加しており、毎日飲酒者の増加と共に危惧される状態であった。
【結論】当院での特定健診 10 年間の推移はMetS 割合が男性で増加、
女性で減少していた。その大きな要因として男性のBMI、腹囲の増加
傾向が上げられ、高率で推移している血圧異常率への対策と併せて運
動習慣の推進、減塩指導などが必要と思われた。
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秋田県南部地域中核病院における　特定健診 10 年間の推移

（第 2 報） − MetS と生活習慣の関わりを中心に−
平鹿総合病院農村医学研究所1
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【はじめに】2008 年より開始された特定健診 10 年間の集計からメタボ
リックシンドローム（以下MetS）と標準問診項目の関連を中心に集
計し、次期からの健診事後指導の参考にすることを目的とした
【対象】2008 年～ 2017 年の健診受診者男性 24,448 名（60.8 ± 8.6 才）、
女性35，667名（61.4± 8.9才）である。統計処理はJMPver.12を用いた。
【結果】MetS 基準に該当しない服薬していない非肥満のMetS リス
ク保有率は 10 年間で男性が 29% ～ 38.3% の範囲、女性が 34.6% ～
43.7% の範囲で男女とも経年減少していた。この対象者のリスク別異
常率は血圧が男性 84%、女性 85.9%、血糖が男性 26.2%、女性 22.4%、
脂質が男性 28.1%、女性 18.9% となっており、血圧が高くなっていた。
またMetS の高率なリスクとなっている 20 歳時から 10kg 以上の体
重増加者（以下体重増加者）は 10 年間平均で男性が 34.7% で経年増
加、女性が 26.4% で横ばいとなっていた。そのうちMetS・予備群に
該当するのは男性 76.8%、女性 48.6% であった。そこで体重増加者で
MetS・予備群の該当者と非該当者の生活習慣を比較したところ男女
とも食べる速度、歩行速度、生活習慣改善意欲に有意な差が見られた。
さらに該当者・非該当者の判別数値として体重・BMI を ROC分析で
比較したところ、体重は感度が男女とも 0.7、カットオフ値は男性 70、
女性 61.2、BMI は感度が男女とも 0.74、カットオフ値は男性 25.0、女
性 26.1 となり、体重増加者でのMetS 予防の目安の一つになると思わ
れた。また保健指導の対象外となる服薬者のMetS・予備群該当者は
男性 59.1%、女性 29.1% となっており、この対象者への減量指導対策
を考慮する必要があると思われた。
【結論】当院での特定健診 10 年間の結果から非肥満者のMetS リスク
保有者と、服薬者でMetS・予備群該当者が高率に認められ、これら
に対する対策も必要と思われた。

2-10-22
メタボリックシンドロームや脂肪肝と生活習慣との関連−特定
健診標準的な質問票結果からの横断調査−
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
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【目的】全国で特定健診に利用されている「標準的な質問票」での回
答とメタボリックシンドローム（MetS）や脂肪肝（FL）との関連を
調査することを目的とした。
【方法】2016 年度に特定健診相当以上の検査を受けた 11,379 名を、
MetS と質問票の関連調査の対象とした。さらにその中で腹部超音波
検査を受けた 5,594 名を、FLの有無と問診との関連調査の対象とした。
解析にはχ2検定、年齢調整での単変量ロジスティック回帰分析を行っ
た。
【結果】MetS は、男女とも運動習慣が無い、身体活動が少ない、歩行
速度が遅い、食べる速度が速い、就寝前の夕食との回答結果に関連を
認め、男性では他に運動習慣がない、女性では他に飲酒が毎日で「な
い」、睡眠が十分でないことに関連を認めた。FLは、男女とも身体活
動が少ない、食べる速度が速い、朝食を抜くに関連をみとめ、男性で
は他に運動習慣がない、飲酒が毎日で「ない」、女性では他に歩行速
度が遅いに関連を認めた。
【結論】男女とも、特に、身体活動が少ない、食べる速度が速いとの
回答と、MetS や FLとの関連が強い。
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人間ドックにおける受診者の待ち時間短縮に向けた取組
姫路市医師会1
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【背景】姫路市医師会では年間約 9,000 人の人間ドックを実施している。
今回、診察医から診察の待ち時間に関する意見を受けたことから、職
員を対象に各検査の待ち時間に関するアンケートを実施した。その結
果、待ち時間が長い検査は診察であり、その原因の１つは診察時に必
要な血液データ、特に受付開始から 30 分間のデータが診察開始に間
に合っていないことであった。改善策として、受付開始から 30 分間
の採血実施数を現状の 2名から 10 名程度まで増加させる取り組みを
行った。【目的】　受診者サービス向上のため、診察の待ち時間短縮に
取組んだ。【方法】採血実施数を増加させるため、各検査の順番を変
更した。変更前後の診察待ち時間について、20 分間隔の待ち人数の割
合を比較した。【対象】　変更前 11 月の受診者 791 名と変更後 2月の
1157 名の診察待ち時間を対象とした。【結果】診察待ち時間の割合は、
変更前と変更後それぞれ 20 分以内が 33.1％から 47.1％、40 分以内が
38.4％から 39.8％、60 分以内が 21.6％から 10.6％、60 分以上が 6.8％
から 2.5％となった。待ち時間が 20 分以内の割合は 14% 増加し、60
分以上は半数まで減少した。【考察】採血の検査順を変更することは、
診察の待ち時間短縮につながった。今後は、他の検査についても改善
に取組み、受診者アンケートを実施することで受診者満足向上につな
がったか検証していく。
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人間ドックにおける高速凝固分離剤入り真空採血管導入の有用
性について
公益財団法人　神奈川県予防医学協会　臨床検査部1
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【はじめに】人間ドックでは検体検査の当日結果説明は必須であるが、
待ち時間の原因ともなりうるところである。当施設では検体検査の結
果報告までの時間短縮を図るために、平成 29 年 4 月より高速凝固分
離剤入り真空採血管を導入したのでその有用性について報告する。【対
象および方法】平成 28 年 2 月から 3月にドックを受診した当会職員
194 名（男性 70 名、女性 124 名）を対象に高速凝固分離剤入り（成分：
トロンビン・シリカなど）真空採血管と従来の採血管で同時採血し、
測定結果の相関性につき検討した。測定は生化学検査をラボスぺクト
008（日立）、免疫血清検査をプレスト 2（富士レビオ）で行った。平
成 29 年 4 月より血清検査において高速凝固分離剤入り真空採血管を
導入し、導入前後で健診の所要時間を比較・検討した。対象は、導入
前は平成 28 年 11 月の受診者 1198 名（男性 753 名、女性 445 名）で、
導入後は平成 29 年 11 月の受診者 1130 名（男性 722 名、女性 408 名）
である。受付・採血・検査結果報告・診察の時刻を調査し所要時間を
算定した。【結果】従来の真空採血管は遠心分離機にかける前に採血
管内のフィブリンが消費され血液が凝固されるまでに 15 分静置させ
る必要がある。高速凝固分離剤入り真空採血管は検体が検査室に搬入
される時点で凝固が完了しており、時間のロスなく遠心分離作業が行
えた。両採血管での測定結果では、Na、Cl、TPLAで相関係数がやや
低かったが、その他は高い相関を認めた。導入前後の健診所要時間の
検討では、採血から検査結果報告までは平均約 14 分短縮し、受付か
ら診察までの時間も平均約 14 分短縮された。【まとめ】高速凝固分離
剤入り真空採血管は従来の真空採血管と比較し、測定結果に差異はな
く実用に問題はなかった。採血から遠心作業までの時間を短縮できる
ことにより、健診の所要時間短縮にもつながり有用性が示唆された。
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特定健診受診時期による標準的な質問票結果の違い
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【目的】特定健診の受診時期による標準的な質問票結果の違いを明ら
かにすることを目的とした。
【対象・方法】2016 年度に当センターにて特定健診を受けた 5,088（男
2,136・女 2,952）名を４～６月（１期）、７～８月（２期）、９～ 10 月
（３期）、11 ～３月（４期）の四期にわけ、質問票の結果を分析した。
【結果】受診者数１期 964（男 448・女 516）、２期 1,221（男 545・女
676）、３期 1,321（男 537・女 784）、４期 1,582（男 606・女 976）名。
平均年齢１期男 72.1・女 68.2、２期男 72.1・女 67.4、３期男 72.2・女
68.0、４期男 69.2・女 63.7 歳（分散分析男女ともｐ＜ 0.01）で４期だ
け男女とも若かった。血圧薬服用中は男で期別に差がなく（以下、χ
2 検定）、女で２と３期に比較的多い（ｐ＜ 0.01）。脂質異常薬は男で
差がなく、女性では４期で少ない（ｐ＜ 0.01）。20 歳時から体重 10kg
以上増は、男で差がなく、女は１期で少なく４期で多い（ｐ＜ 0.01）。
運動習慣は男女とも４期で少ない（ｐ＜ 0.01）。身体活動は男で差が
なく、女は４期で多い（ｐ＜ 0.01）。食べる速度が速いは、男は３期
で少なく４期で多い（ｐ＜ 0.05）が、女では差がない。夕食後の間食は、
男で差がなく、女では４期で多い（ｐ＜ 0.05）。朝食を抜くは男女と
も３期で少なく４期で多い（いずれもｐ＜ 0.01）。飲酒が毎日と時々
は男で差がなく、女では３期で少なく４期で多い（ｐ＜ 0.05）。生活
習慣改善の取り組みは、男で差がなく、女では１期で維持期が多く関
心期が少ない、２期で無関心期が多く、３期で実行期が少なく、４期
で無関心期が少なく関心期と準備期が多い（ｐ＜ 0.01）。他の項目は
差がなかった。
【まとめ】４期は男女とも年齢による違いが想起される。男は３期で
夕食後の間食と朝食抜きが少ない。女では１期で維持期が多く、20 歳
からの体重増加が少ないが、３期で実行期が少なく、朝食抜きや毎日
飲酒が少ない。
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特定健康診査受診者での糖尿病発症要因の検討
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【目的】平成 20 年より生活習慣病予防を目的として特定健康診査がは
じまった。受診者の初診時の生活習慣や服薬状況、体格、検査指標等
の中で、糖尿病発症要因を後ろ向きに特定する。
【方法】 １）対象受診者：平成 20 年―26 年度の練馬区特定健診を 2回
以上受診した者の中で、a）糖尿病薬内服あるいはインスリン治療中
の者、b）HbA1c（NGSP 換算）6.5％以上の者を除外した非糖尿病者
64,340 名を対象とした。２）再診で上記 a）もしくは b）を満たす場
合糖尿病発症とし、いずれにも該当しない場合糖尿病非発症とした。
観察期間は糖尿病発症群では初回受診から発症時点まで、非発症群は
最終受診までの期間とした。共変量として、性別、初診時の体格指標、
検査指標 14 項目と、生活習慣、服薬等に関する問診 16 項目の中で糖
尿病発症に重要な要因をCox 比例ハザード分析にて検討した。
【結果】１）初回受診時の年齢 60.9 ± 9.7 歳、BMI 22.5 ± 3.3 kg/
m2　、HbA1c 5.5 ± 0.3％であった。発症群は 2772 名、非発症群は
61568名であった。２）Cox比例ハザード分析の結果、降圧薬の内服（HR
＝ 2.27（2.10-2.45））、男性（HR＝ 1.58（1.46-1.71））、脳血管障害既往
（HR＝ 1.41（1.21-1.65））、0.1％の HbA1c 高値（HR＝ 1.38（1.36-1.39））、
週3回以上朝食を抜く（HR＝1.34 （1.20 -1.51））、習慣的喫煙（HR＝1.31
（1.18-1.44））、最近 1年間の３kg 以上の体重増減（HR＝ 1.26（1.15-1.37））
等が有意な要因であった。
【結論】後ろ向き研究のため因果関係は不明であるが、特定健診受診
者の糖尿病発症要因を特定した。
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減塩食普及への取り組みについて
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【目　　的】受診者の昼食は、院内レストランで好きなメニューを選
択いただく方式を採用していたが、エネルギー量の高いメニューに集
中する傾向があった。
また、長野県では、2016 年国民栄養調査において、塩分摂取量が男性
11.8g（全国ワースト第３位）、女性 10.1g（全国ワースト第１位）とな
り、男女ともに厚生労働省が定める目標より３ｇ多いことが判明した。
県をあげての対策が望まれる状況である。
当センターでは、年一回の健康診断を健康診断の結果だけではなく自
身の生活習慣や食生活を見直す機会として意識してほしいとの思いか
ら、昼食メニューの選択枝として減塩定食を提供することとした。
【取り組み】平成 26 年１月より、ドック受診者限定のメニューとして
一食当たり食塩相当量 3.0g 未満の減塩食「四季折々弁当」を管理栄養
士監修のもと院内レストランと共同で作成、季節毎に旬の食材を使用
したメニューとして提供を開始した。
また、平成 29 年 11 月から、定食メニューとして日本で初めて国立循
環器病研究センターの「かるしお認定」を取得した減塩定食「信州づ
くしヘルシー減塩定食」を作成、受診者の昼食メニューとして追加す
ると同時に、病院への来訪者も対象に院内レストランで提供を開始し
た。
【考　　察】平成 26 年１月以降提供を開始した「四季折々弁当」につ
いては、１日の受診者の平均食数は 30 人中約７食程度であったが、
平成 29 年 11 月以降は「信州づくしヘルシー減塩定食」と「四季折々
弁当」を合わせた減塩定食の平均食数は約 23 食と大きく増え、減塩
定食を経験いただく機会を大きく拡大することができた。
【結　　論】「信州づくしヘルシー減塩定食」の提供食数は、４ヶ月間
で 1270 食（「四季折々弁当」を含む減塩定食は合計 1917 食）、また、
病院への来訪者についても４ヶ月で約 500 食を提供し、多くの方に減
塩食を体験いただくことができた。

2-11-04
クレジットカードの導入経験　開始後 3 年間の利用状況と問題
点
一般財団法人　茨城県メディカルセンター　総合健診部　医事課1

一般財団法人　茨城県メディカルセンター　内科2
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鶴 1　　石光　敏行 2　　小林裕治郎 1　　久野　和美 1

　宇佐美昌枝 1　　浅野　純子 1　　大山　真来 1　　春日きくえ 1

【はじめに】平成 26 年 12 月より要望の強かったクレジットカードで
の人間ドック料金支払いを導入した。今回、導入後の、平成 27 年、
28 年、29 年度の３年間の利用状況と問題点について検討したので報
告する。【対象と方法】平成 27 年度 17834 名、平成 28 年度 18261 名、
平成 29 年度 18152 名の人間ドック受診者を対象とした。各年度別の
カード利用率の推移および年齢別の利用者数の順位につき検討した。
また、カード導入後の利害得失や問題点についても検討した。【結果】
平成 27 年度の利用率は 5％、平成 28 年度の利用率は 9％、平成 29 年
度の利用率は 14％と利用率は年度毎に増加した。クレジットカード利
用者の年齢別順位は 40 歳代、50 歳代、60 歳代、30 歳代の順で 3 年
度とも、この順位に変化は認められなかった。カード導入の利点とし
て、料金不足での後日支払いがなくなった。受診者が高額の現金を持
参しなくてもよいためか、オプション検査の追加が増え１人あたり客
単価が増加した。欠点としては、カード手数料分の減収と窓口でのカー
ド支払い処理時のトラブルがある。【考察】クレジットカード導入後、
利用率は毎年度約 5％ずつ増加した。その理由は、当センターでは継
続利用者が多く、カード支払い可能なことが経時的に受診者に周知さ
れてきたためと考えられる。現時点ではカード手数料による減収は受
診者 1人あたり単価の上昇により相殺されている。3年間の経験では
カード導入は受診者と健診機関双方にメリットが多く、受診者に対す
るサービス向上に寄与すると評価された。

2-11-05
人間ドックに健診おける受診者サービス向上にむけて 1 ～医療
安全体制への取り組み～
公益財団法人　神奈川県予防医学協会
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栄　　工藤留美子　　江成　典子　　納所けい子
　小林　一朗　　五十木孝子　　三浦　　猛　　菊池美也子
　小林　　理
【はじめに】人間ドックにおいて安心で安全な健診の提供には、さま
ざまな職種の『人』、医療機器などの『物』これらを運用する『シス
テム』、各々を機能的に融合させる『組織』により実現できる。今回
は当協会における医療安全体制づくりへの取り組みにつき報告する。
【方法】当協会では医療安全体制の強化のため、平成 26 年 11 月に医
療安全管理会議を設置しその配下に医療事象検討会議、リスクマネー
ジャー会議を配置した。医療安全管理会議は医療上の対応を必要とす
る事項に関してその責任体制を明確に定め医療安全管理対策の推進を
図ることを目的とし、（1）医療安全管理全体の検討および推進（2）
医療安全管理等の情報に関すること（3）医療紛争に関する情報の提
供および意見の具申（4）医療行為または診断に対する疑義に関する
こと（5）その他医療安全管理に関することを所掌事項と定めた。ま
た当会議の配下に医療事象検討会議やリスクマネージャー会議を配置
し、ミスクレやヒアリハット報告に対する適切な対応とその改善策が
継続的に実施されているかを評価することでより安全で安心な健診の
提供の実現を目指す。同時に医療の質と安全の確保が全職員の責任で
あることを自覚しながら業務に従事するための教育も図っていく。
【結果】医療事象検討会議で検討された事例は現在まで 22 件であり、
うち副作用救済措置に及んだ事例が 1件ある。リスクマネージャー会
議では（1）医療的略語の統一（2）受診適合基準の策定（3）障害を
持つ受診者への対応マニュアルの作成（4）胃レントゲン検査の注意
書きの見直し（5）採血ホルダーの見直し（6）看護師の採血・問診に
関わる教育などに着手した。
【まとめ】医療安全体制を確立することにより、組織全体としてスムー
ズに対応や対策が取れるようになった。さらに安全な医療の実現が全
スタッフの責任であることを自覚することで健診スタッフの意識向上
や連帯感に繋がり、健診業務に生かされていると思われる。

2-11-06
人間ドック健診における受診者サービス向上にむけて 2 ～「あ
なたの相談室」の役割～
公益財団法人　神奈川県予防医学協会
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美子　　安武　裕栄　　斉藤　静香　　本橋　美紀
　吉永　好恵　　大村　崇夫　　五十木孝子　　根本　克幸
　三浦　　猛　　菊池美也子
【はじめに】健診機関の役割として、受診者サービスの向上に努めな
がら、質の高いトータルな健康支援サービスを提供する必要がある。
しかし、個々の受診者の要望は多様であり、心から満足していただく
ためには受診者の声を丁寧に拾い上げ対応していくことが重要であ
る。
【方法および結果】当協会では受診者 1人 1人のご意見、要望、疑問、
不安、相談事などを受け止め、個々の気持に添いながら改善・対応を
していく目的で、平成 23 年 2 月に「あなたの相談室」を設置した。
また他機関紹介においても、受診者の状況に合った的確な紹介を行え
るよう医療連携機能も持たせ、健診から事後フォローまでをトータル
に支援できる部門とした。具体的な業務としては、（1）医療的な相談、
苦情・不安への相談業務、（2）医療連携業務、（3）医療安全管理業務
を担っている。相談業務としては医療的なアドバイスはもちろん、健
診に対する意見や苦情・不安への対応に取り組んでいる。健診フロアー
に設置している『お客様の声』に入った意見への対応も行っている。
医療連携業務としては治療が必要になった受診者に病状・ライフスタ
イルに合った医療機関の紹介や予約の代行、医療安全管理業務として
は採血トラブルへの対策、受診者急変時の緊急対応訓練の実施など医
療の安全確保に取り組んでいる。平成 29 年度「あなたの相談室」が
対応した件数はお褒めも含め 190 件で、健診スタッフの接遇に関して
32.1％、施設やアメニティに関して 29.5％、診察に関して 13.7％、待
ち時間に関して 8.9％、健診着に関して 3.6％、食事に関して 2.1％であっ
た。また、医療安全管理会議に引き継いだ事例は3年間で 12件あった。
【まとめ】受診者の目線を重視しその気持ちに添いながら対応してい
くことで、受診者の満足度だけではなく健診スタッフの接遇向上にも
繋がったと考えられる。受診者の快適受診に向けて今後も継続してい
きたい。

一
般
演
題　
講
演
抄
録

口
頭
発
表　
２
日
目　
8
月
31
日（
金
）

人間ドック　Vol.33　No.2　2018 年 245（357）



2-11-09
大腸腺腫発生に関連する生活習慣関連因子の検討
医療法人財団　荻窪病院　健康管理センター
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子　　岩野さちえ
【目的】大腸癌の発生要因として、生活習慣では肥満、飲酒、喫煙な
どが指摘されている。また、大腸癌の前癌病変となり得る大腸腺腫の
生活習慣の関連も報告されている。今回、当センターにおける、大
腸腺腫発生に関連する生活習慣関連因子について検討した。【方法】
2016 年 12 月から 2017 年 12 月までに人間ドックを受診した 1858 名
で、便潜血反応検査において潜血反応が認められた 159 名のうち、当
院で大腸内視鏡を施行した 77 名（精査実施率 48.4％）を対象とした。
腺腫が認められた群（腺腫群：以下A群）と腺腫なし群（非腺腫群：
以下B群）に分け、年齢、性別、肥満、飲酒習慣、喫煙習慣について
統計学的解析を行った。【結果】大腸内視鏡の結果は 77 例中、腺腫 34
例（44.2％）、大腸憩室 5 例（6.5％）、痔 15 例（19.5％）、過形成性ポ
リープ 5例（6.5％）、異常なし 17 例（22.1％）、他 1例（1.2％）であっ
た。全体の平均年齢は 55.8 ± 12.4 歳であり、男性 41 例 55.8 ± 12.0
歳、女性 36 例 55.8 ± 12.4 歳であった。年齢はA群が有意に高齢であ
り（P=0.008）、50 歳以上が 79.4％を占めていた。性別、肥満及び毎日
の飲酒習慣については有意な差は認めなかった。喫煙習慣では有意な
値を示した（P=0.039）。【考察】一般的に男性は女性に比べ、約 2倍
の大腸癌の発生がみられると言われているが、同様な結果は得られな
かった。また、肥満や飲酒習慣の関連も認められなかった。今回の結
果より、大腸腺腫発生年齢は 50 歳以上が最も多く、喫煙習慣では有
意に高かったことから、50 歳以上の喫煙習慣のある方には大腸内視鏡
検査を強く推奨する必要があると考えられる。

2-11-10
検診と一般診療で発見された胃癌・大腸癌の比較～当院がん登
録データから～
社会医療法人　青嵐会　本荘第一病院　保健センター1

社会医療法人　青嵐会　本荘第一病院　クラーク2

社会医療法人　青嵐会　本荘第一病院　診療部3
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子 1　　安田　志保 2　　播磨　由季 1　　大場美紀子 1

　三浦美奈子 1　　菊地　入子 1　　齊藤　　孝 3　　水口　直樹 3

　鈴木　克彦 3　　小松　大芽 3

【目的】秋田県地域がん登録の協力病院として、当院でがん登録を行っ
た胃癌・大腸癌について、人間ドック、職域・地域がん検診発見群（以
下検診）、一般診療発見群（以下診療）で比較し検討した。【対象・方
法】2006 年～ 2015 年の当院がん登録データから、進行度が明らかな
胃癌584例、大腸癌580例について、早期癌割合や治療法等を比較した。
検診には、他健診施設で要精査となり当院で二次検査や治療を行った
症例も含む。【結果】胃癌584例中、検診214例、診療370例。早期癌（pT1）
割合：検診 182 例（85.0％）、診療 182 例（49.2％）。治療法：検診の
外科治療 101 例（47.2％）、内視鏡治療 92 例（43.0％）、緩和・無治療
0例、その他 21 例（9.8％）。診療の外科治療 209 例（56.5％）、内視鏡
治療 97 例（26.2％）、緩和・無治療 33 例（8.9％）、その他 31 例（8.4％）。　
大腸癌 580 例中、検診 166 例、診療 414 例。早期癌（pTis・pT1）割
合：検診 116 例（69.9％）、診療 130 例（31.4％）。治療法：検診の外
科治療 63 例（38.0％）、内視鏡治療 99 例（59.6％）、緩和・無治療 0
例、その他 4例（2.4％）。診療の外科治療 277 例（66.9％）、内視鏡治
療 105 例（25.4％）、緩和・無治療 11 例（2.6％）、その他 21 例（5.1％）。【考
察】胃癌・大腸癌とも、検診の早期癌割合が有意に高かった（χ 2検
定ｐ＜ 0.001）。治療法：内視鏡治療の割合が、胃癌では検診 43.0％で
診療 26.2％に比し高率、大腸癌では検診 59.6％、外来 25.4％と更に高
率を示した。緩和・無治療に終わった症例が、診療で胃癌 8.9％、大
腸癌 2.6％みられたが、検診では胃癌・大腸癌ともにみられなかった。
これらの事から、検診で発見された胃癌・大腸癌は早期癌が多く、そ
の為治療も低浸襲な内視鏡治療が多く施行されている事があらためて
示唆された。

2-11-07
当センターにおける腫瘍マーカー検査追加希望者の傾向
−オプション導入後 2 年間の比較−
公益財団法人　豊田地域医療センター

○小
お ば た

畑　貴
たかゆき

之　　宮嶋　　忍
【背景及び目的】当センターでは年に一度、健診受診者に対してアン
ケート調査を実施しており、そこで追加したいオプション検査として
特に腫瘍マーカー検査の希望者が多数であった。そのため、2016 年
度より 3種類の腫瘍マーカー検査（AFP、CEA、CA19-9）を導入し、
オプション検査の一覧表を健診前の事前送付物に同封して、あらかじ
め受診者にご案内するようにした。今回、オプション導入後 2年間の
腫瘍マーカー検査追加希望者の受診者情報を比較、検討したので報告
する。
【対象】当センターにていずれかの腫瘍マーカー検査を追加した 2016
年度：925 人（男性 542 人、女性 383 人、平均年齢 56.8 ± 11.0 歳）、
及び 2017 年度：1,268 人（男性 756 人、女性 512 人、平均年齢 57.1 ±
11.3 歳）を対象とした。
【方法】39 歳以下から 70 歳以上まで 5歳ずつの年齢別、及び性別で分
類し、2016 年度及び 2017 年度の 2年間での比較、検討をした。
【結果】腫瘍マーカー検査追加率は、平均して 2016 年度が 2.93％、
2017 年度が 4.03％であり、全年齢層、性別においても追加率が上昇し
た。また、両年度共通して39歳以下及び55～59歳では女性の方が高く、
その他の年齢では男性の方が高かった。さらに年齢が高くなるにつれ
て追加率も上昇し、60 ～ 64 歳を頂点として、以降の年齢では下降傾
向にあった。2016 年度に腫瘍マーカー検査を追加した 925 人中、413
人が 2017年度も追加しており、反復追加率は 44.6％であった。一方で、
検査結果は反復追加率と有意差を認めなかった（p＝ 0.49）。
【考察】年齢層及び性別で追加率に一定の傾向があることが分かる。
反復追加率からみて、半数近くの人が定期的な検査として腫瘍マー
カー検査を選択しているが、その動機に検査結果は影響していないと
考えられる。今年度も新たな腫瘍マーカー検査を導入する予定であり、
今後も受診者のニーズに応えた健診づくりに取り組んでいきたい。

2-11-08
人間ドック症例における大腸腺腫と生活習慣病関連因子との関
係について
上尾中央総合病院1

梅田クリニック2
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夫 1　　上野　秀之 1　　高原　　絢 1　　井上　幸治 1

　川島　友洋 1　　落合　健史 1　　上野聡一郎 1　　橋本　佳明 1

　梅田　正吾 2

　（はじめに）最近、生活習慣病関連因子の併存が大腸腺腫リスクを
上昇させると云う報告が散見される。そこで今回我々は人間ドック
症例においても同様の傾向がみられるかについて検討した。　（対
象）対象は 2013 年 1 月より 2017 年 12 月までの 5 年間に当院の人間
ドック受診時にオプションとして全大腸内視鏡検査が施行された症例
のうち大腸癌を除いた男性 518 例、女性 160 例で、腺腫が発見された
A群と認められなかったN群として検討した。生活習慣病関連因子
として血圧 140/90mmHg 以上、BMI ≧ 25、TG ≧ 150mg/dl、TC ≧
230mg/dl、HDLC＜40mg/dl、FBS≧ 110mg/dlの６項目とした。　（結
果）1）平均年齢は男性 57.1 歳、女性 56.9 歳で同等であった。2）腺
腫発見率は男性 12.9％女性 15.6％で女性でやや高率であった。3）高
血圧合併例は男性の N群 8.4％ A 群 19.1％、女性の N群 9.6％ A 群
12.0％といずれもA群で高率であった。4）脂質異常症合併例は男性
のN群 33.6％ A群 64.7％、女性のN群 29.6％ A群 56.0％といずれも
A群で高率であった。TC、TGについても同様であったがHDL-C で
は両群に有意差は認められなかった。5）耐糖能異常合併例は男性の
N群 13.6％ A 群 36.8％、女性の N群 8.9％ A 群 32.0％といずれもA
群で高率であった。6）肥満合併例は男性のN群 25.1％ A群 52.9％、
女性の N群 14.1％ A 群 48.0％といずれも A群で高率であった。7）
生活習慣病関連因子を 3つ以上有する症例は男性のN群 16.7％ A群
54.4％、女性のN群11.9％A群36.0％といずれもA群で高率であった。　
（結語）大腸腺腫は大腸癌の発生母地として極めて重要である。今回
の検討により人間ドック症例においても生活習慣病関連因子の併存も
しくは重積が大腸腺腫の発生と関連することは明らかであり、このよ
うな症例には全大腸内視鏡検査を積極的に推奨していくことが重要と
考えられる。
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2-11-11
人間ドックでの便潜血検査は大腸癌の早期発見に有用である
（医療法人）大宮シティクリニック1

がん研究会有明病院2

自治医科大学附属さいたま医療センター消化器科3
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美 1　　塚田こず恵 1　　桑原　香里 1　　片桐　智子 2

　眞嶋　浩聡 3　　中川　　良 1　　森山　　優 1　　中川　一美 1

　中川　高志 1

【背景と目的】悪性新生物の主な部位別死亡率の年次推移より大腸癌
は増加傾向にある。そのため大腸癌の早期発見のため人間ドックの役
割は大きくなると考える。今回我々は、当院での便潜血陽性者の精密
検査を追い、下部消化管内視鏡検査（CF）の重要性について検討した。
【方法】2016 年 1 月～ 12 月に当院で便潜血検査（2日法）を受け、既
往に大腸癌および大腸ポリープのない者 38,695 人を対象とした。便潜
血の結果とCFの受診率とその結果を解析した。【結果】対象の平均年
齢 49.2（± 9.4）才、男女比 1.16：1.00 であった。便潜血検査の結果は
陰性 36,661 人（94.7％）、陽性 2034 人（5.3％）であった。陽性のうち
1回陽性が 1,624 人（4.2％）、2回陽性が 410 人（1.1％）であった。便
潜血陽性で 1年以内にCF（他院を含む）を受診したのは 370 人（18.2％）
であった。そのうち1回陽性者298人（18.3％）、2回陽性者72人（17.6％）
であった。CF受診者のうち結腸および直腸にポリープを認めたのは
166 人（44.9％）で、１回陽性者 44.0%、２回陽性者 48.6% であった。
大腸癌は CF受診者のうち 20 人（5.4％）に認められ、そのうち 1回
陽性者 13 人（1回陽性者の 4.4%）、2回陽性者 7人（2回陽性者の 9.7%）
であった。進行癌は 1回陽性者で 1人のみ認められ、外科的切除が行
われた。他 19 人は全て早期癌で内視鏡的治療が行われた。【考察・結
語】便潜血陽性で CF受診者のうち 5.4％で大腸癌が認められた。CF
の大腸癌発見率は、便潜血 1回陽性者 4.4％、2回陽性者 9.7％であり、
便潜血 2回陽性者の方が高かった。早期の癌を発見するためには便潜
血陽性者に対する精密検査が重要であると考えられた。当院での便潜
血陽性者の CF受診率が 18.2％と低かった。今後は、保健指導などで
精密検査の CFが如何に重要かを受診者に伝え、精密検査の受診率を
上げていくことが課題である。

2-11-12
大腸内視鏡検査受診者への食事制限説明内容に関する検討
一般財団法人　健康予防医学財団　みなと健診クリニック
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花　　神原　知子　　小暮佳央里　　児玉　　瞳
　小林みどり　　柴崎　千春　　丸茂　まゆ　　山本実佳子
　山本　寛子　　安藤　通崇
【目的】大腸内視鏡検査精度を高め、受診者の検査負担を減らすこと
は重要である。これには食事内容も大きく影響している。当院では前
日に食事制限を設けており、この制限が守られない背景について分析
し、食事制限説明内容の検討を行う。【方法】2017 年 9 月 -12 月受診
者 155 名（うち男性 128 名、女性 27 名）を対象とし（1）食事制限が
守られているか（2）食事内容（3）食事制限の説明者（4）大腸内視
鏡検査歴について聞き取り調査・全データ分析を行った。【結果】対
象者 155 名のうち、食事が守られなかった者は 33.6％であった。看護
師による説明を受けた者は 70 名であり、その中で食事が守られなかっ
た者は 24.3％であった。会社担当者による説明を受けた者は 85 名で
あり、その中で食事が守られなかった者は 41.2％であった。守られて
いなかった食事内容を四群点数表に基づき分類すると、1群が 40.4％、
4 群が 31.6％、2 群が 17.5％、3 群が 10.5％であった。具体的な内容は
1群では卵・ヨーグルト・バター・牛乳が多く、4群では白米・菓子
パンが多かった。3群は全体から見ると少ないものの、ネギは全体の
20％が摂取していた。食事制限が守られていなかった者のうち内視鏡
検査歴で分類したところ、初回は11.5％、2回以上は88.5％であった。【考
察】今回の調査では、大腸検査歴による食事制限への理解の差はなく、
説明者による違いが生じていた。現在の説明用紙には摂取推奨食品の
み記載している為、看護師からの説明時は、非推奨食品を追加で伝え
る工夫をしていた。そのことが食事制限を守られたことに影響してい
たと考えられる。説明者の違いによって理解に差が生じないよう、非
推奨食品を強調して通知する必要がある。【まとめ】現在の説明用紙
では内容が不十分であると考え、分析結果を活かして説明用紙の改訂
に取り組んでいる。改訂後も引き続き受診者の検査前日食事制限の理
解度や検査状況を調査し、より精度の高い検査を提供していきたい。

2-11-13
下部消化管内視鏡検査前処置における苦痛軽減と待機時間減少
への取り組み
一般財団法人厚生会　仙台厚生病院　総合健診センター
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希子　　星野ゆかり　　川端和歌子　　板東ゆかり
　遠藤　　実
【はじめに】　当院で実施している PET-CT 総合がん検診は、PET-
CT、MRI、エコー等の画像検査と上・下部消化管内視鏡検査を組み合
わせた高度総合がん検診である。検診 2日目に上部消化管内視鏡検査
と下部消化管内視鏡検査（以下TCS）を実施しているが、全検診者
のTCS における前処置は同じ内容で、検診者が事前に記入した問診
票は十分に活用されていなかった。そのため腸管洗浄剤内服開始から
4～ 5 時間経過しても排便状況が整わず、高圧浣腸の追加や後日再検
査となる例もあった。そこで、事前に情報収集をし、必要に応じ個別
性を考慮した前処置内容へ変更することで成果がみられたので報告す
る【対象】　平成 27 年 4 ～ 11 月の PET-CT総合がん検診にてTCSを
実施した健診者 245 名【方法】　1）検診 1週間前までに郵送されてく
る「問診票」と検診 1日目に提出される「排便チェック用紙」から検
査前 1週間の排便状況や、便秘の有無、服薬習慣、既往歴などを確認し、
前処置の変更や追加が必要な状況であるか判断 2）必要に応じて医師
の指示のもと検査前日に内服する下剤の増量、検査当日に服用する腸
管洗浄剤の変更、腸蠕動促進剤の追加内服等を実施【結果】　健診者
の排便状況に合わせた前処置が可能となり、高圧浣腸を追加した症例
や排便調整が整わないことを理由に検査が実施できなかった症例はな
かった。また、腸管洗浄剤内服開始から 3時間程度で排便状況が整う
ようになったため、前処置に必要な待機時間が減少し、さらにTCS
枠を毎日 1件増やすことが出来、前年度と比較し検査件数が増加した
【考察】　内視鏡担当看護師が事前に情報収集をすることで、検診者の
個別性を考慮した前処置内容への変更が可能となり、検診者の前処置
への苦痛軽減に繋がったと考えられる。また、待機時間が減少したこ
とより検査件数増加に繋がり、健診全体の実績に貢献することができ
た。今回の取り組みは検診においてTCS を安全に実施するために重
要である。

2-11-14
ドックから大腸内視鏡検査を直接予約する体制の確立
長野赤十字病院　健康管理科
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一　　上沢奈々子
大腸癌早期発見には大腸内視鏡検査（以下TCS）が容易に施行できる
体制が望まれる。これまで当センターで便潜血が陽性の方には消化器
内科受診を勧奨し、後日、外来を受診後、さらに別日に検査が施行さ
れていた。目的：健診受診日に健診医が検査説明と予約を行い、消化
器内科受診を経ずに検査できる体制を確立する。方法：消化器内科医
を中心に関係部署と協議し、手順書や書類を作成し簡易にTCS 予約
可能な体制を確立する。結果：2015 年 10 月より開始。2015 年 8 月 1
日から 2018 年 3 月 31 日まで便潜血を検査した 13631 名中　便潜血陽
性 627 名（4.5%）。このうち同日中の大腸内視鏡を予約された方 273
名（43%）、また便潜血陰性だが大腸内視鏡を希望された 38 名で合計
311 名が直接予約し、問題事例は生じなかった。考察：2日間の来院
を検査 1日のみ短縮することで受診者の負担は軽減したが、便潜血陽
性だが当院で施行されなかった方への検査勧奨が課題である。
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2-11-17
アミノインデックスがんリスクスクリーニング（AICS）の有用
性　～複数施設約 1 万例での検討～
千葉県がんセンター　研究所1

同愛会　博愛病院2

三井記念病院　総合健診センター3

味の素株式会社4

足利大学　看護学部5
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【目的】血漿中アミノ酸濃度から各種がんの罹患リスクを評価するア
ミノインデックスがんリスクスクリーニング（AICS）は、健診にお
けるがんスクリーニング法として用いられている。本研究では、約 1
万例の多数例でのAICS 受診後 1年以内のがん発見能について、複数
施設での追跡結果からその有用性に関する検証結果を報告する。【方
法】千葉県がんセンター、三井記念病院、西伯病院の 3施設における
10,460 例（男性 4,824 例、女性 5,636 例、年齢 24 ～ 93 歳）において、
血漿中アミノ酸濃度からAICS 値、ランクを算出し、受診後 1年以内
でのランク C（特異度 95％）における各種がんの感度、陽性的中率、
がん発見率を求めた。【結果】AICS 受診後 1 年以内に 10,460 例の対
象者から、胃がん 12 例、肺がん 4例、大腸がん 13 例、前立腺がん 16
例、乳がん 17 例、子宮体がん 1 例、卵巣がん 1 例の計 64 例のがん
が発見され、特異度 95％であるランク Cにおける各種がんの感度は、
AICS（胃）：83％ , AICS（肺）：50％ , AICS（大腸）：46％ , AICS（前
立腺）：50％ , AICS（乳腺）：41％ , AICS（子宮・卵巣）：50％であっ
た。またランク Cにおける各種がんの陽性的中率は、AICS（胃）：
0.60％ , AICS（肺）：0.19％ , AICS（大腸）：0.66％ , AICS（前立腺）：
1.09％ , AICS（乳腺）：1.15％ , AICS（子宮・卵巣）：0.20％であったが、
今回の対象集団での各種がんの罹患率が影響していると考えられた。
AICS によるがん発見率は 0.33％（34 例 /10,460 例）で、2015 年度人
間ドック全国集計報告 0.26％より高頻度であった。【結論】今回の複
数施設の多数例での検討においても、AICS はその感度、特異度なら
びにがん発見率の結果から、がんスクリーニング法として有用性と考
えられた。

2-11-18
当健康管理センターにおける PSA 検査結果についての検討
茨城県厚生連　ＪＡとりで総合医療センター　健康管理センター
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（はじめに）当健康管理センターでは、平成 12 年より、日帰りドック
男性受診者全員に、PSA検査及び下腹部超音波検査を実施し、前立
腺疾患の発見に努めてきた。ドック後、当院泌尿器科に受診する方が
多く、ドックにとっては大切なフォロー対象であった。しかし、集団
としての解析はされていなかった。（対象・方法）今回、平成 29 年 1
月 ~12 月の日帰りドック男性受診者（PSA検査実施）2197 名につき、
PSA検査結果の分布、異常者頻度、年代による差異、他の血液検査結
果との関連、基準値を超えた例のフォロー結果等について検討した。
PSA検査の基準は、泌尿器科からの推奨により、64 才未満で、3.000
未満、65 ～ 69 才で、3.500 未満、70 才以上で、4.000 未満を異常なし
とした。（結果）ＰＳＡ値が基準値を超えた例は、64 才以下で 36 名、
4.1％、65 ～ 69 才で 61 名、11.8％、70 才以上で 116 名、14.5％だった。
60 才未満で、5.0ng/ml 以上の例は、3名、0.4％だった。前立腺癌は、
前立腺肥大同様、60 才以上の高齢者の疾患であることは明らかであ
る。次に、年代別にＰＳＡ値の平均値、標準偏差をみると、60 才未満
で、1.028 ± 0.822、60 ～ 69 才で、1.659 ± 1.602、70 才以上で、2.154
± 2.398 で、高齢区分程、標準偏差が大になるが、上記３群間では１％
で有意差がみられた。 次に、年齢も含めて、BMI、腹囲、最高血圧、
最低血圧、TG、LDLC、HDLC、FPG、HbA1c、eGFR と PSA 値と
の相関をみた。PSA値と最も相関が高いのは年齢で 0.260 であった。
1％で有意差がみられるのは、年齢以外では、最高血圧（正）、HbA1c
（正）、eGFR（負）であった。 最後に基準値を超えた例について、追
跡状況を検討した。当院以外を受診した例は非常に少なかった。PSA
定期検査、MRI 検査が殆どで、生検に至った 1例で癌が発見された。  
（まとめ）PSA値が基準値を超えた場合、泌尿器科を受診すべきだが、
PSA値の変動、MRI 検査等が重要である。

2-11-15
便潜血検査陽性で発見された腸管嚢胞状気腫症の 1 例
医療法人北斗医会宇都宮東病院健診センター
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便潜血検査による大腸がん検診は、簡便・非侵襲的であり、かつ大腸
癌死亡率の低下が証明された検査法であるが、癌特異性はない。今回、
我々は、腸管嚢胞状気腫症（pneumatosis cystoides intestinalis ; 以下、
PCI）により便潜血検査が陽性を示した 1症例を経験したので報告す
る。
症例は、糖尿病、気管支喘息、高血圧、狭心症で外来通院中の 82 歳
の女性である。大腸がん検診受診歴はなく、大腸の画像検査も受けた
ことがなかった。2016 年 2 月頃から下痢が続くため、便潜血検査を施
行したところ陽性であった。大腸内視鏡検査では、S状結腸を中心に
表面平滑な粘膜下腫瘍様の小隆起が多発しており、表面に一部発赤を
認めた。大腸 CT検査では、肺野条件表示で腸管壁に沿った多発性嚢
胞状気腫として描出され、PCI と診断された。
PCI は、腸管壁の粘膜下層や漿膜下層に大小不同の含気性嚢胞が多発
する比較的稀な疾患である。特発性と基礎疾患や薬剤による 2次性と
に分けられる。今回の症例は、糖尿病でαグルコシダーゼ阻害剤を内
服中であったこと、更に、気管支喘息に罹患していたことから、2次
性と考えられる。漿膜下の嚢胞が破綻すると腹腔内遊離ガス像を呈し、
腹膜刺激症状を伴う場合には消化管穿孔との鑑別が必要となる。しか
し、腸管の器質的病変を伴わない場合は、腹腔内遊離ガス像を認めて
も保存的治療が第一選択となり、大部分の症例では保存的治療が可能
である。便潜血検査陽性の原因になり得ること、腹腔内遊離ガス像を
認めた場合の鑑別診断として重要であることから、健診医療従事者も
心得ておくべき疾患である。また、大腸 CT検査の肺野条件表示が診
断に極めて有用であることも知っておくべきである。今回の症例は、
健診発見例ではないが、健診医療従事者にとっても極めて示唆に富む
症例と考え報告する。

2-11-16
アミノインデックスがんリスクスクリーニング（AICS）と生活
習慣の関連性
味の素株式会社1

三井記念病院総合健診センター2

足利大学看護学部3

○山
やまもと

本　麻
ま い

以 1　　山本　浩史 1　　菊池　信矢 1　　新美　祐有 2

　谷　　瑞希 2　　石坂　裕子 2　　山門　　實 2,3

【目的】血漿中アミノ酸濃度から7種のがんの罹患リスクを評価する「ア
ミノインデックスがんリスクスクリーニング（AICS）」は、ランクA
＜ B＜ Cの順で各種のがん罹患リスクが高いことを示す検査である。
本研究では、AICS ランクと生活習慣の関連性について報告する。【方
法】人間ドック受診者 10,102 例（男 6,147 例、女 3,955 例、平均年齢
54 ± 11 歳）を対象として午前中空腹時に採血し、AICS ランクを判
定した。問診票の生活習慣関連項目（運動習慣、食習慣、飲酒、喫煙等）
への回答及び BMI、糖尿病罹患有無について、項目ごとに 2つのグ
ループに分け、ランクとの関連性（各がん種に対するAICS において
１つでもランク Cと判定されるオッズ比）を、年齢、性別、BMI の
調整下で比較解析した。【結果】運動頻度が少ない群と多い群、運動
時間が少ない群と多い群、魚類、大豆類、牛乳・乳製品、果物、海藻
をそれぞれあまり食べない群と毎日食べる群の各比較において、前者
の群が後者に対して各種AICS の中で１つでもランクCと判定される
オッズ比が有意に高かった（各比較でのオッズ比　運動頻度 :1.16（95％
CI 1.03-1.31）; 運動時間 :1.23（1.09-1.39）；魚類 :1.57（1.22-2.02）; 大豆
類 :1.41（1.15-1.72）等）。また、喫煙群と非喫煙群、1日飲酒量が多い
群と少ない群、BMI の適正範囲外群と適正範囲内群、糖尿病罹患者群
と非罹患者群の各比較において、前者の群が後者に対して各種AICS
の中で１つでもランクCと判定されるオッズ比が有意に高かった（各
比較でのオッズ比　喫煙 :1.32（1.16-1.50）; 飲酒 :1.25（1.08-1.44）;BMI:1.22
（1.11-1.33）; 糖尿病 : 2.05（1.69-2.49））。【結論】運動習慣、食習慣、喫煙、
飲酒、肥満、糖尿病等のがんのリスクと関連する生活習慣とAICS ラ
ンクとの関連性が示され、がんの予防につながる生活習慣を改善する
ことによりAICS ランク判定が改善されていく、すなわちがんのリス
クを下げる可能性が示唆された。
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2-11-19
膵臓がんリスク検査の長鎖脂肪酸 PC-594 は男女差がある
医療法人社団日高会　日高病院　健診センター1

群馬大学大学院医学系研究科　臨床検査医学2

医療法人社団日高会　日高学術研究センター3

○坂
さかまき

巻　浩
こ う じ

二 1,2　　常川　勝彦 2　　井上　尚美 1　　八束富美子 1

　間庭　基行 1　　正村　泰博 1　　阿久澤まさ子 1　安藤　公子 1

　下村洋之助 2　　村上　正巳 2

【背景】
我が国で膵臓がんと新たに診断される人数は、10 万人あたり男性では約 29.1 人、
女性では 25.5 人と男性が多い傾向にあり、発症していても症状が出現しにくく、
予後が悪い。診断法は画像系検査が主であり、MRCP、CT、内視鏡的超音波検
査など侵襲性やコスト面を考慮するとスクリーニング検査には不向きである。採
血のスクリーニングとしては CA19-9 があるが、最近になり血清長鎖脂肪酸 PC-
594（PC-594）が発見され、新たに膵臓がんのリスクを確認できる方法が開発さ
れた。PC-594 はカットオフ値未満を示すと高リスクと判断され、年齢と負の相
関があると言われている。膵臓がんのリスクとして年齢、性別、糖尿病、喫煙歴、
肥満、家族歴等が起因するとの報告はあるが、PC-594 との関連は未知である。
【目的】
PC-594 と性別や代謝系パラメータとの関連を明らかにする。
【対象と方法】
当院人間ドックで PC-594（Panasee　NKメディコ社）の検査を受けた 72 名を
対象とした。人間ドック検査値等を用いて、男女差の検定を行った。さらに単
相関解析と多変量解析を加えた。
【結果】
PC-594 は女性に比べて男性の方が高かった。単相関解析では、PC-594 と BMI、
体脂肪率、腹囲、SBP、DBP、尿酸、CRE、L/H 比、γ -GTP、ALP は有意な
正の相関がある一方、A/G比は有意な負の相関があった。目的変数を PC-594 と
した多変量解析では、BMI、CRE、A/G比が独立した説明変数となった。
【考察】
今回の検討で PC-594 に男女差があることが明らかになり、日本人におけるカッ
トオフ値は性差を考慮すべきなのかもしれない。また肥満のパラメータに関し
ては正の相関があり、膵がんリスクの報告とは異なる結果になった。一見肥満
や糖尿病などとは関連がないとも考えられたが、肥満や高血糖の状態が累積し
ていくことがあらゆる代謝に悪影響になることも否定できない。今後もデータ
を蓄積していき、横断面だけではなく、縦断的研究にも着手していく。

2-11-20
人間ドック現場における 6 種がんマーカー（BCA225, CYFRA, 
p53 抗体、ProGRP, SCC, ST439）の有効性の検討
東京ミッドタウンクリニック

○田
た ぐ ち

口　淳
じゅんいち

一　　落合　　出　　佐野　純子　　藤巻　力也
　古川真依子　　長谷川大樹
背景：人間ドックにおいて、がん検診目的でがんマーカーを検査する
場合には通常は CEA, CA19-9, CA125, PSA が選択されるが、それ以
外のマーカーを追加する場合がある。しかしながらその有効性は十分
に検討されていない場合がある。方法：2013 年 1 月 1 日～ 2015 年 12
月 31 日に高額人間ドック（MRI, CT, 超音波検査、内視鏡、マンモグ
ラフィ、腫瘍マーカー、一部受診者は PETCT、PETMR、PETマン
モを含む）を受診した、連続 6289 名（男性：3605 名　女性：2684 名：
受診時年齢　15 歳～ 89 歳、中央値：52 歳）において、追加腫瘍マーカー
（PROGRP,CYFRA,p53 抗体 ,SCC, および女性のみ BCA225,ST439）の
値と疾患関連性と検討した。具体的には画像診断の各判定（Ａ～Ｆ）
における、各腫瘍マーカーの正常 /異常比率、腫瘍マーカー異常者を
さらに数値の大きさ順に 4群に分け、各群内での画像診断の判定結果
の分布と内容、また判定として癌が疑われた 395 名の状況をカルテで
追跡し確定診断の有無とマーカーの陽性陰性を検討した。結果：6289
名のうち既知の乳がんは 2名、新たにがん疑いを指摘され 2次精査・
専門医療機関に紹介となったのは 395 名であった。そのうち 196 名は
経過確認が可能で、うち 45 名にがんが確定診断された。各マーカー
における結果（感度、特異度）はそれぞれ、乳がん：BCA225（0.125, 
0.977）, ST439（0.25, 0.976）、肺がん：CYFRA（0, 0.976）, ProGRP
（0, 1）、食道がん：SCC（0, 0.92）、全がん種：p53 抗体（0.127, 0.931）
であった。考察及び結語：追加腫瘍マーカー（PROGRP,CYFRA,p53
抗体 ,SCC,BCA225,ST439）は感度が低く、p53 抗体で偽陽性も多かっ
た。これらのマーカーはやはりがんスクリーニングには不適と考えら
れた。

2-11-21
健康保険組合における胃がん・大腸がん・乳がん・子宮頸がん
検診の受診率やその後の各がんの発生率に関して
JMDC

○工
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藤　　大
だい

　　大前　明美　　柴崎　悠介　　猪股　幹基
　恩田　　淳　　長浜　誉佳　　木村　真也
【目的】市町村がん検診は国の指針に基づき実施状況や精度管理状況
がまとめられている。今回ビッグデータにより健康保険組合（以下健
保）における各がん検診受診率やその後の各がん発生率を算出し市町
村データと比較した。【方法】当社が保有する健保データから職場健診・
特定健診の受診者を母集団とし各がん検診（子宮頸がん検診のみ 20
才以上、その他は 40 才以上）の受診者・未受診者を区分。その後の
各がん発生を検診後 1年間に渡り追跡調査した。胃がん・大腸がん検
診は 2015 年度を起点、乳がん・子宮頸がん検診は 2013 又は 2014 の
いずれかの受診年度を起点とした（両年とも受診している場合は 2014
年度）。各がん発生は検診後レセプトに ICD10 のコードが加わる場合
と定義した。以上により各がん検診受診率、１年後までの各がん発生
率を求めた。【結果】母集団は胃がん・大腸がん検診で 1,042,000 人、
乳がん検診で 311,154 人（40 才以上女性）、子宮頸がん検診で 398,470
人（20 才以上女性）。胃がん検診は胃透視 77.6％・胃内視鏡 22.4％、
乳がん検診はマンモグラフィ 63.8％・乳腺超音波 27.2％・両方が 9.5％
であった。大腸がんはすべて便潜血、子宮頸がんはすべて細胞診で
あった。受診率は胃がん・大腸がん・乳がん・子宮頸がん検診の順に
11.8％・20.2％・22.0％・12.1％で地域保健・老人保健事業報告と比し
子宮頸がん検診以外高い水準であった。がん検診受診者の 1年後の新
規がん発生率は先程の順に 0.08％・0.14％・0.36％・0.06％であり市町
村国保がん発見率許容値を胃がん検診以外で上回った。【結論】健保
における各がん検診受診率、がん発見率（1年後の各がん発生率）は
概ね市町村国保のレベルと同等であった。今後、健保においても実施
状況のみならず精度管理状況の取りまとめを行っていく必要があると
考える。

2-11-22
全国がん登録制度における健診機関の役割と可能性
医療法人社団せいおう会鶯谷健診センター1

獨協医科大学医学部公衆衛生学講座2
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一朗 1　　本井　正代 1　　山下　松子 1　　高橋　順子 1

　藤山　真紀 1　　植松　彩子 1　　春山　康夫 1

背景　平成 28 年から全国がん登録制度（以下、がん登録）が始まった。
病院に付属していない独立した健診機関は、がん検診、健康診断・人
間ドックによりがんの早期発見と貢献しているにも関わらずがん登録
に関与していない。本報告は、がん登録の項目を合わせて当センター
で行った胃がん検診の結果からがん登録における健診機関の役割と可
能性を検討することを目的とした。方法　文献検索と記述疫学を用い
て、がん登録に関する規定、方法を検証し、平成 28 年度当センター
で行った胃内視鏡検査数とその中で生検により胃がんと診断された数
を算出する。結果　がん登録は病院と指定診療所によりがん登録が義
務となり、罹患、治療、生存率などの正確な情報が得られ、国で１つ
にまとめて集計・分析・管理する仕組みである。登録項目の中に診断
を行った医療機関名、がんの診断を受けた日、がん発見の経緯などが
ある。がんの発見経緯は、がん検診、健康診断・人間ドックの選択項
目がある。一方、平成28年度当センターでがん検診、人間ドックで行っ
た胃内視鏡検査数は 5,533 人であった。その中でGroup5 7 人（0.13％）
であった。考察　がん登録は登録項目を正確に把握され分析した結果
ががん対策の推進に大きく貢献することが期待される。しかし、がん
発見経緯に関するがん検診、健康診断・人間ドックについては健診機
関により登録ではなく患者の記憶に頼り、リコールバイアスが避けら
れない。当センターは年間胃内視鏡検査により 7人の胃がんと診断さ
れた。もし健診機関が直接にがん登録に参加すれば関連項目登録の精
度の向上に役立つことができると思われる。結論　がん検診は早期発
見、早期治療に役立ち死亡率減少効果がある。このため全国の病院付
属していない独立した健診機関もがん登録に関与し、各医療機関と連
携を深めることで本制度の確立および発展に寄与できると思われる。
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2-11-25
地方の医療機関における外国人ＶＩＰドック受入への取組み
医療法人鉄蕉会　亀田クリニック　健康管理センター
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藤　大
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地　　村木　洋介　　篠田　　誠　　荒井　玲子
　JohnC.Wocher　　磯辺　晴美
【目的】当センターでは海外からの多様な背景を持つ受診者を受け入
れる中で、宿泊施設・送迎・英語でのエスコート・web や帳票類の英
文対応・外国企業との提携など、種々の環境整備を行ってきた。千葉
県鴨川市という都心から離れたエリアでも逆にその特性を活かし、ど
のようにして海外からの受診者を受け入れてきたか、直近の取組みを
紹介し、外国人受入のサービス拡充を図る上で今後必要となる事項に
ついて明らかにする。
【対象】対象期間：2017年 4月 1日～2018年 3月 31日、受診者の居住国：
米国、カナダ、フランス、中国・ベトナム、ミャンマー
【方法】1、各種書類の英訳：検査用帳票類（案内書、問診表、承諾書、
結果表）、販促物（ガイドブック、プレゼン資料、ホームページ）、事
務関連書類（領収書、請求書、予約証明書） 2、企業との業務提携：
医療通訳派遣企業、地元ホテル及びタクシー会社 3、プロモーション
活動：グアム現地を訪問し地元保険会社 4社と受診者紹介に関する契
約締結、また現地コミュニティーとの交流を毎年実施  4、海外向けオ
ンラインサービス：米国シリコンバレーのスタートアップと組み、北
米からの集客及び予約・決済までを一括して行うサービスを開始
【結果】国別対応件数：中国：169 件、ベトナム 3件、ミャンマー 1件、
米国：11 名（内グアム 7件）、フランス：4件、カナダ：1件
【考察】依然として中国からの申し込みが受入件数の大部分を占めて
はいるが、一方で確実に他の地域（特に英語圏）からの件数は増えて
きている。都心から離れているという一見不利な立地条件は、海外か
らのVIP にとってはむしろリラックスして受診できる一つの利点と
なっている。鴨川の海や自然、そこで採れる食材を使った料理など、
我々の住む地域が持つ特色を活かし、ゆったりとした気持ちで受診い
ただける環境づくりに今後も注力していきたい。

2-11-26
国際的人間ドックを目指した取り込みと課題（2） ・2017 年度
の総括
国立国際医療研究センター病院・人間ドック科

○呂
ろ

　　　軍
ぐん

　　井上　博睦　　林　　裕子　　橋本真紀子
昨年当学会において我々は現在中国を中心に急増している外国人受診
者への対応について報告した。その後も外国からの受診希望は増加傾
向にあり、2017 年外国人受診者数は 580 人、受診者全体の 20% に至
り、全体収益の４割強を占めるに至っている。以前に比べて受診者数
が増加した背景には、中国からの受診が依然継続する上、新たにベト
ナムからの受診者数が急伸したことがあげられる。結果、一日のうち、
複数の外国からの受診があることも稀ではなくなり、受診者への対応
についてもこれまで以上に迅速かつ充実したものが求められるように
なった。1）事前説明会の強化、2）検査当日の現場の巡回などをより
一層重点的に行うことで、現場で発生した問題に迅速に対処すること
ができたので報告する。また我々は「当センターから発信する医学情
報をより信頼の高い形で確実に受診者に伝える」ため、医学的に正確
な外国語翻訳の重要性を追求しており、その点で方針に何ら変わりは
ないものの、急伸したベトナム受診者に対して当センターにベトナム
通訳を配置することなく、比較的的確に対応してきた背景を考察する。
また今後の外国語対応についての強化も展望して紹介したい。

2-11-23
人間ドック健診で発見された急性骨髄性白血病の一例
一般財団法人　大阪府結核予防会　相談診療所　臨床検査部1

一般財団法人　大阪府結核予防会　相談診療所　診療部2

日本医学株式会社3

公益財団法人　田附興風会　医学研究所　北野病院4

○大
おおにし

西　　誠
まこと

1　　岡部　文雄 1　　下瀬　雅士 1　　鈴木　崇浩 2

　渡邉　和彦 2　　寺坂　邦広 2　　河野有佳子 3　　小林　江里 3

　北野　俊行 4

【はじめに】眼底検査は主に動脈硬化の程度や高血圧・糖尿病による
合併症、緑内障・白内障などを調べる検査であるが、それ以外の疾患
が眼底所見として出てくる場合もある。今回、人間ドック健診の眼底
検査と血液検査から急性骨髄性白血病の発見に至った一例を報告す
る。　【症例】50 代男性　【既往歴】特になし　【自覚症状】３週間前
からの労作時の動悸、息切れ、胸痛　【検査結果】眼底検査：Scheie
分類 H-1、S-0　乳頭周辺に線状や火炎状の出血を認め、中心が白色
の Roth 班様出血を認めた。　血液検査：WBC:2300/ μ L、RBC:122
× 104/ μ L、HGB:4.6g/dL、HCT:14.1 ％、MCV:116fL、MCH:37.7pg、
MCHC:32.6g/dL、PLT:7.3 × 104/ μ L と汎血球減少を認めた。May-
Giemsa 染色による末梢血液像では、N/C 比が大きく、細胞質に空砲
があり、大きな核小体がみられるブラスト様細胞が見られた。　【経過】
眼底検査では Roth 班様出血を認め、血液検査では高度貧血と汎血球
減少、血液像ではブラスト様細胞を認めることから同日に紹介となっ
た。紹介先の病院において急性骨髄性白血病として化学療法を開始し
た。　【まとめ】人間ドック健診の眼底検査と血液検査より急性骨髄
性白血病の早期発見ができたので、文献的考察を加えて報告する。

2-11-24
当センターにおける中国人健診の受け入れ
医療法人　錦秀会　阪和第二泉北病院　阪和インテリジェント医療センター
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【背景】
設立当初、当センターでは日本人にのみ健診を提供していたが、中国
人より PET/CT に関する問い合わせが相次いだ。そこで我々は一人
でも多くのがんの早期発見に寄与すべく、訪日中国人への PET/CT
を含めたがん健診コースの提供を 2010 年 1 月より開始した。
【取り組み】
当センターでは中国国内の受診希望者個人と直接やり取りをするので
はなく、契約したエージェントを介し中国人受診者を受け入れている。
エージェントとの契約締結までの流れとしては、まず見学にお越し頂
き面談することで契約して問題のない会社か判断する。次に当セン
ターとエージェントの求める質が一致するか否かを確認するため一度
送客をして頂き、問題がなければ契約の締結を行う。契約後のエージェ
ントの責任範囲は、ビザの取得や健診代金の前払い、受診者情報の伝
達や受診者へのオリエンテーションなど、健診中の医療・サービス行
為以外の全般であるのに対し、当方は、受診者が健診時、安全に且つ
満足して受診頂けるように努める。具体的には、来院前や当日におい
ても、体内金属の有無など身体情報の聞き取りや体温測定による感染
症の確認、そして団体での受診の場合は検査開始の順番なども配慮を
行う。
【結果】
中国人の受診者数：延べ 803 名（2017 年 12 月末時点）
【まとめ】　
（1）問診と結果説明は医療用語が出てくるため、当センターの通訳が
付き添い、説明した内容に誤解を招かないように留意している。
（2）中国と日本の文化の違いを把握した上で、様々なリスクを想定し
対応している。
【今後の展望】
現状では健診には治療も含まれると勘違いし、例えば薬の処方を受診
者より依頼されるケースもあるため、エージェントを通し健診に対す
る正しい理解を促していきたい。また受診後のアンケートにより満足
度の調査も行っており、引き続き改善に繋げていきたい。
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2-11-27
当センターにおけるベトナムからの健診ツーリズムの現状と今
後の課題
山王メディカルセンター　予防医学センター1

山王病院　内科2
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【背景】ベトナムは人口約 9270 万人（2016 年 越統計総局）を有する
だけでなく若年層が多く、今後も安定的な経済発展が見込まれる、東
南アジアでも有数の大国である。近年、同国でも大病院による健康診
断サービスの提供が始まっているが、内容・質ともになお改善の余地
があり、日本への健診ツーリストが増加している。当施設は 20 年来
にわたり現地の基幹病院と協力関係を築いてきたが、本年 6月には同
病院と共同で、現地に人間ドックセンターを開設する予定である。当
センターにおけるベトナムからの健診ツーリズムの現状を報告し、今
後の課題を考察する。【対象・方法】2015 年 4 月から 2018 年 3 月ま
でに当センターを受診したベトナム・健診ツーリスト 45 名（男 27,
女 18、平均年齢 53.5 歳）を対象とし、メタボリック関連項目（腹囲、
BMI、血糖、HbA1c、血圧、HDL、LDL 等）、上部消化管（X線、内
視鏡、ピロリ菌抗体）検査、腹部超音波 , CT 検査、便検査などにつ
いて検討した。【結果】それぞれの平均値；腹囲（cm）：男 89.3 女
81.8、BMI: 男 25.3 女 22.9、血糖（mg/dl）: 男 111.7 女 97、HbA1c（%）: 
男 5.8 女 5.7、血圧（mmHg）: 男 117.9/77.5 女 111.6/71.3、HDL（mg/
dl）: 男 44.9 女 59.3、LDL（mg/dl）: 男 129.8 女 133.9。メタボリック
症候群（MetS）の診断（名）: 男 5 女 1、上部消化管検査 : X 線 慢性
胃炎（名） 1/7, 内視鏡 萎縮性胃炎（名） 16/24、腹部超音波 , CT 検査 : 
脂肪肝（名） 20/37, 12/24、ピロリ菌抗体（名） 10/39、便潜血陽性（名） 
9/36。6 名の PET検査ではいずれも悪性所見を認めなかった。【考察】
当センターへのベトナム・健診ツーリストでは男性でよりMetS の傾
向が強かった。ピロリ菌感染性胃炎を示唆する所見を多く認める一方
で、便潜血陽性は予想以上に多かった。PET検査希望者が比較的多く、
MetS の診断・生活指導とともに、全身DWI 撮影など悪性腫瘍スクリー
ニング検査の整備を充分検討する必要性が考えられた。
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P-1-01
当施設の人間ドック受診者における健康質問票と血管障害因子
の相関と予防
公益財団法人　河野臨床医学研究所　北品川クリニック
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【目的】健康障害を引き起こす一因に血管障害があげられる。その血
管障害に相関する曝露因子を健康質問表より導きだすことにより、健
康改善、予防する上で日常の簡易な指標になり健康の改善維持に寄与
すると考える。【方法】当施設人間ドックを受診した2015年度 1647名、
2016 年度 1772 名標準的な質問票から 13 項目と、対象項目の検査結果
より曝露因子の相関を導く対象項目：血圧異常、血糖異常、心電図異
常、脂質異常、BMI （Body Mass Index）異常【結果】「20 歳以降の
体重増、1年間の体重増減、日常運動 1時間未満、喫煙、就寝前の夕
食」は血圧異常、血糖異常、心電図異常、脂質異常、BMI 異常、の全
項目で曝露因子として相関があった。次いで、「食事が速い」は血圧
異常、血糖異常、脂質異常、BMI 異常に相関があり、「飲酒頻度、飲
酒量」は血圧異常、血糖異常、心電図異常、BMI 異常に相関があった。
「朝食抜き」は血糖異常、脂質異常、BMI 異常に相関があり、「睡眠不足」
は血糖異常、心電図異常、BMI 異常に相関があり、「歩行速度」は血
圧異常、脂質異常、BMI 異常に相関があり、「運動不足」は脂質異常、
BMI 異常に相関があり、「夕食後間食」は脂質異常、BMI 異常に相関
があった。【結論】体重増加は全対象項目で曝露因子として相関が有
意であり、それに次いで、運動不足、喫煙、飲酒、早食い、不規則な
食事、などの生活習慣項目の相関も認められた。生活習慣の悪化と体
重増加の影響は血管障害につながる因子として考える。適正体重への
改善・維持と、生活習慣の改善・維持に努めれば結果として血管障害
因子の予防につながると考えられ、また、健康質問票が日々の簡易な
予防指標として使用されることで、健康診断の結果改善につながり、
健康改善・維持していくことができると考える。

P-1-02
冠動脈 MRA ドックの初期経験
新東京病院　放射線科
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はじめに：近年のMRI 機器性能向上により、冠動脈を非造影で描出
することが可能となった。当院は循環器メインの医療施設であり冠動
脈ドック後のフォローも可能である点を鑑み、2014 年 4 月から冠動脈
MRAドックを option 扱いで開始した。今回その結果、問題点等につ
き述べる。
方法：2014 年 4 月 1 日から 2017 年 12 月 31 日の間に男性 161 人、女
性 59 人の冠動脈MRAを 1.5T MRI にて行った。読影は放射線科医 3
名で担当し、冠動脈を右冠動脈（RCA）、主幹部を含む左冠動脈下行
枝（LAD）、左冠動脈回旋枝（LCX）に区別し、それぞれに対し画質
をA：良好、B：若干のアーチファクトあり、C：アーチファクトあり、D：
評価不可として評価を行った。また、精査が行われた症例や経過など
の追跡を行った。
結果：通常ドック全受診者に対する冠動脈MRAドック option の選択
割合は男性 14.8%、女性 16.2% であった。男性は 3 人（1.9%）、女性
は 6人（10.2%）が検査に耐えられず、遂行可能であった男性 158 人、
女性 53 人が解析対象となった。男性・女性それぞれ年齢 61.7 ± 10.8、
68.2 ± 9.6 歳、体重 72.1 ± 10.6、53.8 ± 11.4kg、身長 168.4 ± 6.46、
153.8 ± 5.7cm、BMI 25.4 ± 3.0、22.6 ± 3.9 であった。全検査所要時
間は男性 38.3 ± 14.2、女性 35.3 ± 8.9 分であった。画質評価では、3
枝とも B評価以上のものは男性 119 人（75.3%）、女性 48 人（90.6%）
であった。75% 以上の狭窄が疑われた症例は男性 18 人、女性 2人で
あり、男性 12 人が精査（CAG10、心臓シンチ 1、冠動脈 CT1）を受
け 5名が治療、女性では全員が精査（CAG1, 冠動脈 CT1）を受け 1人
が治療を受けた。
考察と結論：冠動脈MRAは非侵襲的に冠動脈を描出可能な点で画期
的ではあるが、コイルや腹部圧迫、長時間の検査に伴う検査離脱、画
質不安定の点で現状では一般的ドックへの導入はなかなか困難と考え
られる。しかし、一定の効果も認められることから機器・撮像の改良
による一般化が望まれる。

P-1-03
冠危険因子ゼロの健康中年女性にも発症しうる急性冠症候群：
特発性冠動脈解離と考えられた 2 症例
医療法人社団　石鎚会　田辺中央病院　循環器内科1

医療法人社団　石鎚会　田辺中央病院　健康管理センター2
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【はじめに】一般的に、急性冠症候群は粥腫破綻に伴う冠動脈内血栓
形成により冠動脈内腔が狭窄ないし閉塞することで発症する。冠危
険因子を複数有するほど発症率は高まり、女性では 70 歳台が好発年
齢である。一方、特発性冠動脈解離（Spontaneous Coronary Artery 
Dissection: SCAD）は動脈硬化性変化が少ないにも関わらず冠動脈の
中膜が裂けて血流が途絶することで急性冠症候群を発症する稀な疾患
で、40 ～ 50 歳代の健康中年女性に多いことが特徴である。必ずしも
冠危険因子を有さない点において、健診や人間ドックでは発症予測が
難しい疾患である。今回我々は過去 10 年間に当院で施行した 55 歳以
下女性の緊急 CAG/PCI 延べ 38 症例を検討、SCAD と考えられた 2
症例を報告する。【症例 1】55 歳女性　主訴：胸痛　現病歴：起床時
より胸痛が出現し救急要請。急性下壁心筋梗塞の診断にて緊急 CAG
を施行。既往歴：特になし　冠危険因子：なし　BMI：21.4　右冠動
脈＃ 1に限局する冠動脈解離を認め、薬剤溶出ステントを留置。【症
例 2】50 歳女性　主訴：心窩部痛　現病歴：飲酒後より心窩部痛が増
強し救急来院。急性前壁中隔心筋梗塞の診断にて緊急 CAGを施行。
既往歴：特になし　冠危険因子：なし　BMI：24.0　左前下行枝 #7
～ #8 に冠動脈解離による造影遅延を認め、薬剤溶出ステントを留置。
【考察】2症例とも直近の健診や人間ドックでは異常の指摘なく、冠
危険因子のない健康中年女性であった。特徴的な冠動脈造影所見より
SCADの診断は容易であった。SCADを発症しやすい患者背景や誘発
因子について複数報告されているが、これらの検討は２症例とも不十
分であり反省すべき点と考えられた。【結語】中年女性の胸痛診療を
行う際には SCADを念頭に置く必要がある。一方、SCADの発症を
予測することは困難であるが、少なくとも SCADを発症しやすい患者
背景ならびに誘発因子を把握しておくことは、中年女性の健診診療の
一助となると考えられる。

P-1-04
動脈硬化ドックで発見された壮年期無症候性冠動脈多枝病変症
例−スクリーニングにどの検査が有用か−
虎の門病院付属健康管理センター1

虎の門病院付属画像診断センター2
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【背景と目的】動脈硬化検診として脈波伝播速度検査（PWV）、頸動
脈エコーは確立された検査であるが、無症候性冠動脈疾患のスクリー
ニングになりえるかは議論の余地が残る。当センターで初回診断時に
無症候性多枝病変であった非糖尿病の壮年期症例を提示し、スクリー
ニングの手がかりを考察する。
【症例 1】50 歳男性 危険因子 : 家族歴（父） 高脂血症 冠動脈カルシウ
ムスコア（CACS）232 点 PWV1219/1189 頸動脈エコー max IMT1.3 
冠動脈MRA: 左前下行枝（LAD） 左回旋枝（LCX）の高度狭窄疑い、
右冠動脈（RCA）は中等度狭窄疑いにてCAGの結果 LAD, LCX に冠
動脈血行再建（PCI）施行。 
【症例 2】58 歳男性　危険因子 : 家族歴（父・兄・母）高脂血症 
CACS49 点 PWV1055/1089 頸動脈エコー max IMT1.1 冠動脈MRA: 
RCA中等度狭窄疑い、左主幹部軽度狭窄 LAD中等度から高度狭窄疑
い , LCX高度狭窄疑いにてCAGの結果 LAD, LCXに PCI 施行。
【症例 3 】48 歳男性　危険因子 : 家族歴（父）高脂血症 , 高血圧 , 高尿
酸血症　CACS 6 点　PWV1643/1612 冠動脈MRA: LAD,LCXの高度
狭窄疑いにてCAGの結果 LADに冠動脈血行再建（PCI）施行。（LCX
は閉塞病変あり。RCAは 50％）
【考察】我々の以前の検討より無症候性冠動脈病変有病率は頸動脈病
変よりも高いが、 PWV・頸動脈エコーでは冠動脈スクリーニングに
限界点もあり、冠動脈の動脈硬化を評価できる検査を加えることも重
要と考える。CACS は確立されたスクリーニング検査であり、非侵襲
的に行えることから従来の検査に加えて CACS を導入していくこと
も有用であると考える。最近、従来のガイドラインの LDL コレステ
ロール基準では若年者心筋梗塞予防に対して不十分である（J am Coll 
Cardiol 2018;71:292-302）という論文もある。その中でも家族歴を考慮
することが重要であるとのべられており、今回の症例からも家族歴の
重要性がうかがえる。これらについても今後検討の余地があると考え
られる。
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P-1-05
人間ドックが診断の契機になった冠動脈肺動脈瘻の 1 例
厚生連滑川病院　滑川健康管理センター1

富山県立中央病院　内科（循環器）2

○山
やまもと

本　正
まさかず

和 1　　八木　治雄 1　　鹿熊　一人 1　　新田　一葉 1

　飯田　　浩 1　　永田　広幸 1　　横山　正洋 1　　臼田　和生 2

【はじめに】人間ドックの診察時に胸部聴診上の異常を認め、診断の
契機となった冠動脈肺動脈瘻の症例を経験したので報告する。【症例】
65 歳女性。白内障・緑内障の既往あり。喫煙歴・飲酒歴なし。心疾患・
高血圧を指摘されたことはない。自覚症状は、軽度の動悸を認めるが、
胸痛・呼吸困難なし。家族歴は、母；乳がん、父；肝硬変、祖父；胃
がん、祖母；脳卒中。身体所見では、手指、爪、手掌・手背、顔面、
眼球・眼瞼結膜、頸部に異常なし。胸部は、呼吸音は正常だったが、
第 4肋間胸骨左縁に Levine II 度の連続性雑音を聴取した。下肢は異
常なし。心電図は正常範囲内。胸部単純Ｘ線写真も縦隔や肺野などに
異常所見はなかった。血液検査でも問題となる異常は認めなかった。
【結果】診察時の左前胸部連続性雑音、心電図と胸部単純Ｘ線写真の
所見から左前縦隔の動静脈瘻を疑った。同日に肺がん健診のため胸部
単純ＣＴを撮影していたため縦隔部を再確認したところ肺動脈主幹部
周囲に多数の異常陰影を認めた。後日、冠動脈肺動脈瘻を疑い胸部造
影ＣＴを行い、冠動脈と肺動脈主幹部周囲に多数の異常血管像を確認
した。心エコーでも、右冠動脈起始部付近から上行大動脈前面に沿っ
て拡張期にも血流シグナルを伴う異常血管像を認めた。診断の確定と
治療方針を立てるため血管撮影・心臓カテーテル検査を行い、左右冠
動脈からの肺動脈瘻と診断した。手術治療を考慮し、経過観察中であ
る。【考察】健康診断は、診察の時間的な制約があるため、十分に身
体所見を取ることができず、採血などの結果説明に終始しがちだが、
今回の症例から身体所見を取ることの重要性を再認識した。

P-1-06
健診・人間ドックにおける虚血性心疾患検知に向けた無侵襲検
査 MCG（Multifunction　Cardiogram）の健診での有効性の
検討
ミットタウンクリニック有明1

東京ミッドタウンクリニック2
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おちあい

合　　出
いずる

1　　田口　淳一 2　　大城　秀巳 1　　藤巻　力也 2

　佐野　純子 2　　古川真依子 2　　下門顕太郎 2

【目的】健診におけるMCG（Multifunction　Cardiogram）の有効性
を検討する【対象】解析対象はハイメディック東京ベイで人間ドック
でCT、ECG、MCGを受診した 325 名（平均年齢 57.3 ± 9.5 歳、男性
287名、女性88名）【方法】MCG検査は2誘導の心電図波形をコンピュー
ターでフーリエ解析し、4万人のデータベースより定量評価し、虚血
性心疾患のリスクを解析する検査である。今回、安静時心電図、心臓
超音波検査、冠動脈石灰化スコア、吹田スコアとMCGスコアの重症
度について、比較検討した。【結果】MCGスコアと冠動脈石灰化スコア、
心臓超音波検査、吹田スコアとMCGは相関した。一方、安静時心電
図では、石灰化スコア、MCGスコアと相関性が見られなかった。【考
察】吹田スコア、石灰化スコア、心蔵超音波検査の重症度とMCGス
コアの重症度は相関し、治療が必要とされるもの、経過観察がされる
ものはMCGからも推測可能と考えられた。検診時の安静時心電図で
は心疾患の定量評価は困難である。しかしMCGは無侵襲かつスコア
で結果を示すことから、早期検知、定期的なモニタリングとして有効
と考えられ、総合的な心臓機能評価の品質向上のための価値ある有効
な検査と考えられた。よってMCGは活動電位による心筋の変化から
将来の心疾患の予測する検査として、健診における有効性が示唆され
た。 また心電図における微細な変化を検知するMCGは、心電図に影
響を及ぼす他の要因によってもスコアが上がる可能性が考えられ、そ
れによりMCGが陽性反応したことが考えられる。

P-1-07
当院健診センターにおける心房細動発症リスクの検討
医療法人社団　石鎚会　田辺中央病院　循環器内科1

医療法人社団　石鎚会　田辺中央病院　健康管理センター2
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太 1　　西澤　信也 1　　西尾　　学 1　　福田新一郎 2

　古川　啓三 1

【目的】近年の高齢化とともに心房細動発症患者が増加しており、健
康寿命に関わる脳卒中の予防を目的として心房細動の早期発見は不可
欠である。そこで、心房細動と診断された受診者を解析し、発症リス
クを検討した。【方法】2008 年 4 月から 2014 年 3 月までの 6年間に、
心電図検査を受けた 40 歳以上の 11,794 名（女性 5,771 名　男性 6,022
名）のうち、心房細動と診断された対象者を抽出した。慢性心房細動
群（20 名）および発作性心房細動群（23 名）について検討を行った。
項目は、年齢、BMI、収縮期血圧、脈圧、non-HDL コレステロールと
した。【結果】年齢（65.6 ± 1.0 v.s 62.3 ± 1.0, P ＜ 0.05）および BMI 
（24.9 ± 0.33 kg/m2 v.s 23.2 ± 0.4kg/m2, P ＜ 0.01）は慢性心房細動群
で有意に高く、脈圧（43.8 ± 1.5mmHg v.s 49.1 ± 1.7mmHg, P ＜ 0.0.5）
および non-HDLコレステロール（111.5±8.4mg/dL v.s 142.1±5.9mg/
dL, P ＜ 0.01）は発作性心房細動群で有意に高かった。 収縮期血圧に
有意差は認めなかった。また、母数の違いにより統計解析は困難であ
るが、心房細動以外の群と発作性心房細動群では脈圧および non-HDL
コレステロール値が高い傾向にあった。【考察】血圧は心房細動発症
との関係が示唆されており、収縮期血圧だけでなく脈圧も心房細動の
発症予測因子の一つと考える。また、non-HDL コレステロールについ
ても注目されており、ハイリスクな特定健診受診者に対して心電図検
査の受診をすすめることや自覚症状の確認など心房細動の早期発見に
つながるよう指導することが必要であると考える。

P-1-08
血管年齢の変化におよぼす、動脈硬化危険因子の研究
埼玉医科大学病院　健康管理センター
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明　　有田　信和　　岡野　麻子　　永島かおり
　黒岩比呂美　　後藤　誠一　　清水　正雄　　武永　　強
　倉光　　薫　　足立　雅樹
目的：血管年齢とその変化におよぼす、動脈硬化危険因子の影響につ
いて検討すること。対象：2016 年 9 月 1 日から 2018 年 2 月 28 日まで
の間に血管年齢検査（CAVI）を2回受けた受診者98例。男性53例（63.5
± 8.4 歳）、女性 45 例（62.3 ± 9.1 歳）。平均受診間隔 355.5 ± 43.1 日。　
方法：初年度血管年齢（低い群 38 例、相応群 32 例、高い群 28 例）、
次年度血管年齢（低い群 33 例、相応群 38 例、高い群 27 例）、血管年
齢の変化（改善群 17 例、不変群 62 例、悪化群 19 例）において動脈
硬化危険因子を測定し、それぞれの群における動脈硬化危険因子の平
均と変化度を比較した。測定した動脈硬化危険因子は、性別、リスク
ファクター（高血圧、脂質異常症、糖尿病）の有無、年齢、身長、体
重、リスクファクター数、メタボ度、肺年齢、石灰化スコア、喫煙ス
コア、ＢＭＩ、腹囲、収縮期血圧、拡張期血圧、FBS、HbA1c、総コ
レステロール、中性脂肪、HDLコレステロール、LDL コレステロー
ル、骨密度。結果：1初年度血管年齢と動脈硬化危険因子の検討では、
低い群で、身長と肺年齢が低く、総コレステロールが高い。高い群で
糖尿病患者が多く、メタボ度が高い。２初年度血管年齢と動脈硬化危
険因子の変化度の検討では、血管年齢の低い群で、喫煙スコアが改善
しやすい。３血管年齢の変化と動脈硬化危険因子の変化度の検討では、
血管年齢悪化群で、リスクファクター数の増加、喫煙スコア、ＢＭＩ、
体重、腹囲の改善を認めた。結論：血管年齢を若くするためには、糖
尿病を避け、リスクファクター数を減らすことが必要。喫煙、ＢＭＩ、
体重、腹囲と血管年齢の関係については、さらに検討する必要がある。
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P-1-09
メタボリック症候群の変化におよぼす、血管年齢、肺年齢なら
びに動脈硬化危険因子の研究　
埼玉医科大学病院　健康管理センター
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　黒岩比呂美　　後藤　誠一　　清水　正雄　　武永　　強
　倉光　　薫　　足立　雅樹
目的：メタボリック（メタボ）症候群、メタボ予備群、健常群における、
初年度と次年後の変化に及ぼす、血管年齢、肺年齢ならびに動脈硬化
危険因子の影響を調べること対象：2016 年 09 月 01 日から 2018 年 02
月 28 日までの間に血管年齢検査（CAVI）と肺年齢検査を二回受けた
受診者 98 例。男性 53 例（63.5 ± 8.4 歳）、女性 45 例（62.3 ± 9.1 歳）。
平均間隔355.5± 43.1日。　方法：初年度メタボ度（メタボ症候群16例、
メタボ予備群 9例、健常群 73 例）、次年度メタボ度（メタボ症候群 19
例、メタボ予備群 5例、健常群 74 例）、メタボ度の変化（改善群 7例、
不変群 82 例、悪化群 9例）において血管年齢、肺年齢ならびに動脈
硬化危険因子を測定し、それぞれの群における平均と変化度を比較し
た。測定した動脈硬化危険因子は、性別、リスクファクター（高血圧、
脂質異常症、糖尿病）の有無、年齢、身長、体重、リスクファクター
数、血管年齢（CAVI）、肺年齢、石灰化スコア、喫煙スコア、ＢＭＩ、
腹囲、収縮期血圧、拡張期血圧、FBS、Ｈ bA1c、総コレステロール、
中性脂肪、HDLコレステロール、LDL コレステロール、骨密度。結
果：1初年度のメタボ度では、メタボ群に、リスクファクター数、中
性脂肪、FBS、HbA1c が高く、健常群で、女性が多く、身長、体重、
BMI、腹囲、収縮期血圧が低く、HDL-C が高い。2初年度のメタボ度
と、動脈硬化危険因子の変化度の検討では、メタボ症候群で、HDL-C
が低下、メタボ予備群で肺年齢と喫煙スコアが悪化、TGが改善した。
3メタボ度の変化と、動脈硬化危険因子の変化度の検討では、改善群で、
喫煙スコアが増加し、悪化群で体重、BMI、腹囲が増加した。まとめ：
メタボ予備群で肺年齢と喫煙スコアが悪化し、改善群で、喫煙スコア
が増加など、メタボと喫煙に関してはさらなる検討が必要。

P-1-10
当健診センター受診者における Advanced Glycation End-
products （AGEs）の検討
JR広島病院　健診センター
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一　　大成有美子　　竹林美津子　　豊田　浩美
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【目的】AGEs（最終糖化生成物）は加齢とともに蓄積され、動脈硬化
の進展などに関与しているとされている。今回我々は短時間で非侵襲
的に測定できるAGEs Reader を用いてAGEs を測定し、AGEs と動
脈硬化のリスクファクターとの関連性について検討した。【対象と方
法】H29 年 4 月からH30 年 3 月の 1 年間に当健診センターを受診し、
AGEs を測定した女性 439 名を対象とした。AGEs の測定はセリスタ
株式会社のAGE READER SUを用いて行った。1） 耐糖能異常群（IGT
群 : 97 例）、血糖正常群（Non IGT 群 :342 例）の 2群に分けた。また
高血圧群（HT群 : 68 例）、血圧正常群（Non HT 群 : 371 例）の 2群
に分けた。また脂質異常群（HL: 191 例）、脂質正常群（non HL 群 : 
248 例）の 2 群に分けた。2群間のデータ比較にはMann-Whitney U
検定を用いた。2） 年齢、BMI、腹囲、肝機能、腎機能、脂質、血糖、
尿酸とAGEs の関連性を Spearman の順位相関係数の検定を用いて検
討した。なお結果の括弧内の数字はAGEsの中央値を示している。【結
果】AGE値は non IGT 群に比べ IGT群において有意に高かった（non 
IGT: 2.0, IGT: 2.1, p=0.006）。また non HL 群に比べてHL群はAGEs
値が有意に高値であった（non HL: 1.9, HL: 2.1, P ＜ 0.001）。これに対
し non HT群とHT群の間に有意なAGEs の差はなかった。（non HT: 
2.0, HT: 2.0, p=0.67）。またAGEsと相関がみられた項目は年齢（r=0.403, 
p ＜ 0.001）、総コレステロール（r=0.231, p ＜ 0.001）、HDL-C（r=0.203, 
p ＜ 0.001）、eGFR（r=-0.207, p ＜ 0.001）であった。【考察】AGEs は
耐糖能異常症例、脂質異常症例において有意に高かった。また年齢以
外にAGEs と関連があったのは総コレステロール、HDLコレステロー
ル、eGFRであった。以上のことよりAGEs と動脈硬化の危険因子と
の関連性が示唆された。AGE ReaderによるAGEsは簡便に測定でき、
動脈硬化の進展の予測に有用と考えられた。

P-1-11
人間ドック受診者における腎機能低下と閉塞性障害および各種
因子についての検討
虎の門病院付属健康管理センター
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　山田　直行　　守永　眞一
【目的】高齢化の進む日本で慢性閉塞性肺疾患（COPD）対策は重要
な課題である。今回腎機能低下に寄与する肺閉塞性障害を含めた諸因
子につき検討した。【方法】対象は 2010 年に当センタードック受診し
気管支喘息の既往が無い13679例。腎機能低下の有無（eGFR＜60未満）
を目的変数として閉塞障害を含む各因子の関与について検討を行っ
た。因子は性、年齢（≧ 55 歳）、Body mass index（BMI）（BMI ≧
25）、肺機能検査の閉塞性障害の有無、高血圧の有無（投薬中あるい
は収縮期血圧≧ 140mmHg か拡張期血圧≧ 90 ｍｍ Hg）、脂質異常の
有無（投薬中か中性脂肪≧ 150mg/dL か HDL- コレステロール 40 ＜
か non HDL －コレステロール≧ 170）、高尿酸血症の有無（投薬中か
尿酸値＞ 7.0 mg/dL）、糖尿病の有無（投薬中か空腹時血糖≧ 126mg/
dL か随時血糖≧ 200mg/dL か HbA1c ≧ 6.5％）、喫煙歴の有無（生涯
100 本以上の喫煙経験）、飲酒歴の有無（生涯飲酒量 200kg 以上）、メ
タボリック症候群の有無（8学会基準）とし、単変量および多変量二
項ロジスティック解析を行いp＜0.01を有意差ありとした。【成績】1.腎
機能低下例は 1317 例（9.6％）。2. 単変量解析は、男性オッズ比（OR）1.75
男性オッズ比（OR）1.75 （95％ confidence interval（CI）1.53 － 2.01）、
年齢OR5.08（4.42 － 5.85）、BMI25 以上 OR1.31（95％ CI）1.15 － 1.48）、
閉塞性障害OR2.18 （1.90 － 2.49）、高血圧ありOR2.77 （2.47 － 3.11）、
脂質異常 OR1.91 （1.70 － 2.14）、高尿酸血症 OR3.94（I3.50 － 4.44）、
糖尿病OR1.53 （1.34 － 1.74）、メタボリック症候群でOR2.04（1.77 －
2.34）で有意差があった。多変量解析では年齢OR4.61 （95％ CI 3.97
－ 5.35）、閉塞性障害 OR1.35 （1.16 － 1.56）、高血圧 OR1.69 （1.48 －
1.92）、高脂血症ありOR1.33 （1.17 － 1.51）、高尿酸血症OR3.71（3.24
－ 4.26）で有意差があった。【結論】閉塞性障害が年齢・高血圧・高
脂血症・高尿酸血症の有無と共に腎機能低下と関連がある可能性が示
唆された。

P-1-12
肺機能判定と生活習慣病との関係性について
三河安城クリニック　管理部　精度管理グループ

○前
まえかわ

川　尚
な お や

也　　三浦麻里子　　原　　怜子　　奥嶋　正衛
【目的】肺機能検査結果と生活習慣病の間にどのような相関関係が存
在するのかを明らかにする。【方法】昨年 1年間に当院を受診し肺機
能検査を実施した男女約 9500 人のデータを基に解析を行なった。肺
機能検査指導区分 1,2（正常範囲内）、肺機能検査指導区分 3,5（異常値）
の 2群を基準として高血圧、糖尿病、脂質異常症の治療状況および診
断結果を比較した。【結果】肺機能検査指導区分と生活習慣病等疾患
の関係性（年代別）において、男性は肺機能検査指導区分が異常値の
場合、高血圧、糖尿病、脂質異常症治療中の割合が大きくなった。一
方、女性は肺機能検査指導区分が異常値であっても高血圧、脂質異常
症、糖尿病治療中の割合に大きな変化は見られなかった。男性におけ
る血圧、脂質（TG）、血糖とそれぞれ指導区分 1,2（正常範囲内）と 3,5（異
常値）に分け、肺機能検査指導区分別に比較すると、肺機能検査指導
区分が正常であれば血圧、血糖においても正常範囲内である割合が高
いという関係性が再確認できた。一方脂質（TG）についての傾向は
はっきりしなかった。全年齢比較時との比較では、労働の中核をなす
40 歳代男性における血圧指導区分、血糖指導区分と肺機能検査指導区
分の関係性は他の年代よりも傾向がより顕著に現れた。また肺機能検
査指導区分を基準とした血圧指導区分、血糖指導区分の比較において
も同様の傾向が見られ、相関関係が確認できる。【結語】肺機能と他
の疾患の関係性において、特に生活習慣病の高血圧と糖尿病に関係性
が見られた。これは男性において顕著で、女性には男性のような明ら
かな傾向は見られなかった。男性における傾向は、肺機能検査指導区
分が悪化すると血圧と血糖の指導区分も悪くなること。問題は今後こ
れらの因果関係を明らかにする必要が有ること。以上から、肺機能検
査指導区分を改善することで生活習慣病を改善できる可能性が示唆さ
れた。
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P-1-13
当施設の肺ＣＴ検診の結果と精検の状況
三重県厚生農業協同組合連合会　松阪中央総合病院　健康管理施設　エポッ
ク

○木
き ひ ら

平　悦
え つ こ

子　　平谷　　惠　　中村　繁美　　中西早百合
【はじめに】当施設では肺ＣＴ検診（低線量ヘリカルＣＴ）を人間ドッ
クのオプション検査として2010年度から開始した。放射線科の協力で、
ハイリスク者には当日の追加申し込みへの対応も可能とし積極的に勧
めてきた。2017 年度までの 8年間に肺ＣＴ検診を受けた延べ 2954 名
（男 2392 名・女 562 名）の結果について検討した。【結果】8年間で、
要精密検査 90 名（3.0％）要治療 2 名（0.07％）であった。その内訳
は肺異常陰影 61.0％、気管・胸膜所見 4.8％、縦隔所見 3.8％、炎症 2.9％、
肺気腫 12.4％、甲状腺所見 7.6％、その他 7.6％であった。精検受診率
は 65.2％、未受診率は 34.8％である。肺がん発見者数は 6名（0.2％）
であり、全員肺腺がんで内喫煙率は 50％であった。同時に受けた胸部
Ｘ線（単純）では、2名が要精検（肺異常陰影）4名は異常なしであった。
肺ＣＴ検診で精検受診者のうち治療必要な症例が 13 名（21.7％　甲状
腺がん 1名含む）、また精検受診時に肺異常陰影が消失していた症例
が 7名（11.7％）、継続した経過観察が必要な症例が 26名（43.3％）であっ
た。【考察】肺ＣＴ検診は有用である。一方で、その後肺異常陰影の消失・
定期検診にて病変の大きさ等著変のない症例が約 30％であった。肺が
ん発見には胸部Ｘ線（単純）は有用性が少なく、高リスク者には肺Ｃ
Ｔ検診を勧めるべきである。その場合、費用・被ばく量等利益と不利
益の詳細な説明の必要性を改めて感じた。肺ＣＴ検診の結果が要精検
の場合は必ず専門医を受診し、今後の方針を決定することが重要であ
り、精検受診率の向上が必要である。現在は 6カ月後の時点で精検未
受診者には再通知を郵送しているが、今後は再通知の時期・連絡方法・
手続きの案内等を工夫し、精検受診率のアップをはかりたい。

P-1-14
上部消化管内視鏡検査における鎮静度と患者満足度の比較検討
医療法人医誠会　医誠会病院　人間ドックSOPHIA

○内
うちやま

山　淳
じゅんこ

子　　岡村　知美　　松村　仁美　　紺野真理子
　加藤　綾香　　濱田　佳代
＜目的＞当ドックは病院併設型の施設である。内視鏡検査においては、
院内の内視鏡センターにて実施しており、胃カメラ後の観察が行える
リカバリー室も完備している。内視鏡検査における環境が充実してい
ることから、当施設では上部消化管内視鏡検査を実施する際に、経鼻・
経口、鎮静剤の有無を選択することができる。内視鏡診療における鎮
静に関するガイドラインに基づいた鎮静剤の使用量で、受診者の内視
鏡検査への満足度はどの程度であるか、保健師が聞き取り調査を行っ
た。鎮静度の評価と満足度について比較検討したので、報告する。
＜対象と方法＞2017年6月から2017年11月の6ヶ月間で当院人間ドッ
クにて鎮静下での胃カメラを実施し、検査中の鎮静度の評価（RASS値）
を行い、かつ保健師による上部消化管内視鏡検査に対する満足度の聞
き取りを行った者：949 名を対象とする。対象者を新規受診者・リピー
ター、男性・女性、年齢、肥満度別に分類し、それぞれ鎮静度と満足
度の比較検討を行う。＜結果＞鎮静度が低い→満足度が低い傾向にあ
る。新規受診者に比べ、リピーターの満足度が低い傾向にある。リピー
ターにおいては、効果を実感できないという声が多かった。男女別に
見ると、女性の満足度が低い傾向にある。聞き取り内容としては、以
前より薬が効かなかったなどの意見がみられた。実際には前回と使用
量に変化はないが、効果が減弱したと感じる受診者もみられた。＜考
察・結論＞鎮静剤の効果が、カメラに対する満足度の評価する際に大
きく影響している。鎮静剤の効果は、そのときの身体の状態にも左右
される。そのことも含めて、鎮静剤の本来の目的は意識下鎮静である
こと、安全性を考慮して使用量を決定していることへの受診者の理解
を深め、納得してもらった上で検査を実施していくことが大切である。
受診者への説明も含めて、受診者サービスの向上に努めていきたい。

P-1-15
当センターで発見されたヘリコバクタービロリー除菌後胃癌の
特徴について
日本赤十字社熊本健康管理センター　消化器内科1

日本赤十字社熊本健康管理センター　情報管理課2

○長
ながしま

島不
ふ じ お

二夫 1　　成田　和美 1　　徳永　智子 1　　青野　梨恵 1

　岡部　眞英 1　　森元　栄子 2　　千原　晶子 2　　川口　　哲 1

【目的】ヘリコバクタービロリー除菌治療が普及しHP除菌治療を受
けた受診者のドック受診が増加してきている。そこで今後の消化器内
視鏡診断精度向上を目的に当センターで発見された胃癌を非除菌、除
菌群に分けその特徴を明らかにするため検討を行った。【方法】2013
年度から 2016 年度に発見された胃癌のうち、治療施設より結果報告
がなされ、かつ除菌歴等の記録があるもの 114 例を抽出し、ヘリコバ
クタービロリー抗体（Eプレート、2013 年の一部は尿中抗体）が測定
されているもの 50 例を抽出した。これらのうち除菌歴がなく、HP抗
体価が 10 以上かつ内視鏡的に現感染と診断されるもの 24 例（26 病
変）を非除菌群とした。また除菌歴があり、HP抗体価が 10 未満で内
視鏡的に既感染と診断できるもの 16 例（19 病変）を除菌群とし解析
に使用した。【成績】非除菌群 24 例の平均年齢は 66.5 ± 9.3 歳、男女
比は 21:3、除菌例はそれぞれ 65 ± 9.6 歳、14:2 で有為差を認めなかっ
た（P＞ 0.05）。腫瘍径は非除菌例 19.9 ± 23.1mm、除菌群は 14.6 ±
8.2mmと除菌群がやや小さいものの有為差を認めなかった（P＞0.05）。
進行度は非除菌群では Stage IA 21 例、Stage IB 2 例、不明 1例、除
菌群ではすべて Stage IA であった。肉眼型は 0-II a ,0-II b ,0-II c , 混
在型が非除菌例ではそれぞれ 6,1,10,9 例、除菌例では 3,2,14,0 例で除菌
例では 0-II c の比率が高いと思われたが、有為差は認められなかった。
また腫瘍の色調では発赤、同色、退色、不明が非除菌例ではそれぞれ
10,8,7,1 例、除菌例では 13,3,2,1 例で発赤例の比率が高かったが有為差
はなかった。【結論】除菌後 1年以内発見された 4例は除菌前に発症
した可能性がありこの 4症例を除いて比較すると発赤例、0-II c 例の
比率が高まったが有為差はなかった。今回当センターの除菌後胃癌の
特性を明らかにすることはできなかったが、今後は独立型健診施設の
特徴を生かし前向きに検討する必要があると考えられた。

P-1-16
当施設における 30 年間の胃癌検診の実態と、胃癌予防因子の
検討
東京慈恵会医科大学　総合健診・予防医学センター　新橋健診センター

○伊
い と う

藤　恭
きょうこ

子　　常喜　眞理　　前田　俊彦　　小林　寛子
　込田　英夫　　真島香代子　　橋本　広子　　加藤　智弘
【目的】胃癌検診の普及や検査方法の発達などにより癌の早期発見が
増加したことで、胃癌死亡は減少傾向にある。近年、胃癌は生活習慣
病と言われ、生活習慣の改善で予防できる可能性が見えてきた。さら
なる胃癌死減少を目指し、我々の施設におけるこれまでの胃癌検診の
状況をまとめ、早期発見よりもさらに手前で癌死に歯止めをかける“が
ん予防”の糸口を探る。【方法】1989年から2018年までの健診者のうち、
上部消化管検査で胃部の異常所見により要精密検査判定となった 7279
名（男性 5338 名、女性 1941 名、平均年齢 49.1 ± 10.5 歳）を対象とした。
病院受診数、胃がん検出数、H. pylori（HP）陽性数や除菌療法受診数
などを調査した。また、関連因子の検討として、年齢、性別、癌家系
などの背景因子や、喫煙、飲酒、塩分・糖分・脂肪・蛋白質摂取、食
事量などの生活習慣因子との関連を検討した。【成績】医療機関を受
診したことが確認できたのは 283 名で、胃癌と診断されたことが確認
されたのは 49 名（17.3％）であった。胃癌群のうちHP検査を受けて
いたものは１名（2.0％）のみで、非胃癌群では 72 名（1.0％）と比較
すると大幅に少なかった。X線検査で異常を指摘されたものは38名で、
内視鏡検査の 10 名より多かった。胃癌の家族歴（19.1％ vs8.4％）、塩
分摂取（38.1％ vs 25.1％）、喫煙（31.7％ vs 26.8％）は胃癌群で有意
に多かった（P≦ 0.05）。また、HP除菌を受けている者は胃癌群で有
意に少なかった（66.7%vs95.5％）。体重増加は胃癌群で有意に少なかっ
た（13.1％ vs 32.4％）。【結論】約 30 年間の胃癌検診の実態をまとめた。
胃癌と関連があると示唆された因子はこれまでの報告と矛盾なかっ
た。また、癌予防におけるHP除菌の有効性が示唆された。
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P-1-17
任意型健診における CEA の大腸がん発見に対する有用性
一般財団法人　日本健康管理協会　新宿健診プラザ1

医療法人社団三友会　あけぼの病院健診部2

○近
こんどう

藤　美
み お

緒 1　　鏑木　淳一 2　　三枝　昭裕 1

【目的】腫瘍マーカーCEAは、一般的にがんの治療効果判定や再発の
発見などに利用され、科学的根拠に基づく大腸がん検診としては推奨
されていない。しかし、人間ドック健診のオプション検査などで検査
を希望する受診者は多く、任意型健診として行われることがある。腫
瘍マーカーCEAは大腸がん発見に貢献するか否かを検討する。【方法】
2016 年 4 月 1 日から 2017 年 3 月 31 日に当施設で CEA（癌胎児性抗
原キット　CEA･ アボット社）を測定した 20,023 人の中で、要精密検
査（10.0ng/ml 以上）の判定となった 60 人の臨床経過を追跡した。医
療機関から当施設への返書を分析した以外、2017 年 9 月から 10 月に
受診者本人に電話連絡をし、大腸がんなどの発見について確認した。
【結果】要精密検査と判定された 60 人の中で、12 人は退職・連絡先不
明により転帰を確認できなかった。10 人は受診先医療機関より紹介状
の返書があり、38 人は受診者と連絡がつき、48 人の情報が得られた。
5人は大腸がんの発見につながり、１人は肺がんがと診断された。大
腸がんの発見につながった 5人の便潜血検査については、3人は陽性、
1人は陰性、1人は未実施であった。【考察】CEAが要精密検査と判
定された者の大腸がん発見率は 10.4％（48 人中 5人）であった。大腸
がんと診断された 5人の中で、1人は便潜血陰性、1人は未実施であり、
CEA検査を契機として大腸がん発見につながった。便潜血検査陽性
であった 3人についても、精密検査受検を動機付けたと考えられる。
しかし、CEA高値に対する精密検査では、大腸内視鏡検査以外の検
査も必要になる可能性があり、受診者の負担は大きい。発見率のみで
その有用性を判断せず、受診者に対し利益・不利益を十分に説明する
ことが必要と考えられた。

P-1-18
人間ドック立ち上がりテスト導入によるロコモ啓発の有効性
ＪＡ長野厚生連　富士見医療福祉センター　富士見高原病院

○坂
さかもと

本　規
の り こ

子　　中川佐和子　　後藤　　敏　　窪田　真弓
　伊東美恵子　　丸山　麻希　　田所　万依
（背景と目的）ロコモティブ症候群（以下ロコモ）とは筋肉や関節の
機能低下、衰えにより将来要介護になるリスクが高まる状態のことを
言うが、その認知度は未だ低い。介護予防の観点からロコモを啓発す
るには、自覚症状がなくとも足腰の衰えが密かに始まっていると気づ
かせることがポイントと考える。そこでドックにおいて簡便なロコモ
立ち上がりテスト（以下脚力検査）を導入し、ロコモ啓発の有効性に
ついて検討した。（対象）2017 年 7 月 25 日から 11 月 30 日までの全受
診者 1425 名に対し、脚力検査とアンケートを実施した 1111 名（男性
653 名、女性 458 名）、平均年齢は 56.9 歳（29 歳～ 87 歳）。（方法）１）
検査可能な受診者に脚力検査を実施。２）実施者にはロコモ認知度や
運動の有無などを問うアンケートを配布。分析にはｔ検定と Cramer
の連関係数を用いた。（結果）１）脚力検査は、若年齢層ほど成績良
好であった。また運動する群のほうがどの年齢層も成績良好であり、
特に 59 歳以下では有意差を認めた。２）ロコモの「認知度」は 27％、
「理解度」は 5％で、加齢に伴いロコモ認知度や運動する人の割合は高
かった。どの年齢層もロコモ認知のある群は、非認知群よりも運動す
る人の割合が高く、認知度と運動の有無には相関関係を認めた。３）
脚力検査後のアンケートでは、8割以上の対象者が「脚力が意外と低下・
予想通り低下している」、「運動の必要性を感じる」と回答した。（考察）
脚力検査後、大半の受診者が脚力低下を実感した。脚力低下を自覚し
にくい若年者に対しても脚力の「衰え」を知る有効な機会となった。
ロコモを知っている人は運動もしており、また運動をしていると立ち
上がりテストの結果も良いため、今後さらにロコモを啓発することが
重要だと考えられた。「ロコモを知ること」が運動量増加にもつなが
る可能性が高い。ドックにおける脚力検査の導入は重要であり、有用
であると思われた。

P-1-19
地域および職域健診受診者を対象としたロコモ 25 の評価と生
活習慣との関連について
公益財団法人　八戸市総合健診センター1

公立大学法人青森県立保健大学　健康科学部　栄養学科2

公立大学法人青森県立保健大学　健康科学部　看護学科3

天使大学　看護栄養学部　看護学科4

○磯
いそじま

島美
み ほ こ

穂子 1　　福島　郁子 1　　熊谷　貴子 2　　山田　真司 3

　伊藤　治幸 4

【目的】健診受診者の運動機能状態をロコモ 25 を用いて評価し、生活
習慣との関連を検討して保健指導に役立てること。
【方法】2016 年 4 月から 2017 年 3 月に地域および職域健診の受診者に
対し、ロコモ 25 テストを実施した。ロコモ 25 の合計点が 7点以上 15
点以下はロコモ度 1、16 点以上をロコモ度 2と判定し、該当者割合を
男女で評価した。また、特定健診保健指導における標準的な質問票の
結果を用いて生活習慣との関連性を検討した。統計解析は、性別の割
合についてはχ 2 検定、生活習慣との関連は従属変数を 16 点以上のロ
コモ、16 点未満を非ロコモの 2群に分け多重ロジスティック回帰分析
を行った。有意水準は 5％未満とした。
【結果】ロコモ 25 回答者 6,512 名（男性 3,782 名、女性 2,730 名）のう
ち、データ欠損値が無く、既往歴、服薬、ペースメーカーおよび人工
透析をしていない 4,289 名（男性 2,382 名、1906 名）が対象となった。
平均年齢は、52.4 歳（男性 52.1 ± 9.6 歳、女性 52.8 ± 9.9 歳）であった。
ロコモ度 1は 17.3％（男性 13.8％、女性 21.7％）、ロコモ度 2は 4.5％（男
性 3.2％、女性 6.1％）で、男性に比べ女性の割合が有意に高かった（p
＜ 0.05）。生活習慣と関連がみられた項目は、男性で BMI,「日常生活
における歩行又は同等の身体活動を 1日 1時間以上実施」、「睡眠で休
養が十分にとれている」であった。女性では BMI、「1 年間の体重の
増減が± 3kg 以上あった」、「夕食後に間食をとることが週 3回以上あ
る」、「睡眠で休養が十分とれている」であった。
【考察】健診受診者を対象としたロコモ 25 の導入は、運動機能評価の
スクリーニングに活用可能と考えられた。ロコモの点数が高い健診受
診者で、BMI が高い、体重増減、運動習慣がない、食事のとり方など
に問題がある場合には、運動機能低下予防と維持の早期介入への取り
組みが必要である。

P-1-20
フィットネスクラブとの連携を介した肥満症患者に対する運動
療法の有効性の検討
株式会社　日立製作所　ひたちなか総合病院　総合健診センター1

株式会社　日立製作所　ひたちなか総合病院　内科2

○植
うえむら

村　靖
やすゆき

行 1　　青木　章子 1

【はじめに】肥満症は生活習慣病の発症だけでなく、運動器疾患や呼
吸器・腎疾患などの多様な健康障害の原因となる。肥満症の治療は食
事・運動療法（さらには薬物療法や外科治療）だけでなく、心理的な
面からのアプローチも重要であり（行動療法）必ずしも容易ではない。
特に運動療法は日常診療において、運動療法指導者や指導時間の不足
から運動習慣の定着が困難な印象がある。【目的】医療機関とフィッ
トネスクラブの連携によって、肥満症患者における体重等、肥満症
関連のパラメーターの改善があるのか検証する。【方法】当健診セン
ターの人間ドックで肥満症と診断され、運動療法の参加に同意された
患者 28 名（男性 21 名、女性 7名）を対象とした。当院の生活習慣病
外来で運動療法前のメディカルチェックを行い、運動療法の参加が可
能と判断された患者のみ、連携しているフィットネスクラブで 3ヶ月
間運動療法を行ってもらった。運動療法終了後に再度、生活習慣病外
来を受診してもらい体重等、肥満症関連のパラメーターの変化を評価
した。なお、食事療法については生活習慣病外来の担当医とフィット
ネスクラブの担当トレーナーで指導した。【結果】体重は平均 81.1kg
から 78.5kg に減量した（体重減量率 3.22 ± 3.27%、P＜ 0.001）（BMI
は 27.98kg/m2 から 27.08kg/m2）。そのほか、総コレステロール値や
ALT値の低下、HDLコレステロールの上昇が得られた。また、AST
値は低下傾向だった。【結論】医療機関とフィットネスクラブの連携
によって、3ヶ月で約 3%の体重減量が得られた。また、体重以外の
肥満症関連のパラメーターも改善傾向であった。しかし、多くの症例
では肥満症の改善にまではいたっておらず、さらなる体重の減量やリ
バウンド防止のために食事運動療法の維持が必要である。今後も長期
的に経過を見ていく予定である。
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P-1-21
当健診センターにおける運動教室の導入
社会福祉法人　恩賜財団　済生会　山形済生病院　健診センター

○長
ながさわ

澤　絵
え り

里　　熊谷　敦子　　神田　朋子　　井上　直美
　西塚　　碧　　荒若　信子　　武田　博明
【背景・目的】生活習慣病予防の基本は食事と運動である。当健診セ
ンターでは、平成 26 年から管理栄養士による集団栄養指導の実施を
開始した。運動に関しては、情報提供や運動施設の紹介のみで、運動
指導士による運動指導は実施できていない現状があった。また、平成
28 年度に実施した受診者アンケートで「待ち時間の工夫」が課題とし
て挙げられた。そこで、今回、自宅で継続可能な運動方法の習得を目
的に、当院併設の健康増進センタースタッフと運動教室について計画、
待ち時間を利用した運動教室が導入できたので報告する。【方法・対象】
毎週火・木曜の午後１時から１時間程度、運動指導士が健診センター
へ来棟し、自宅でもできるようなストレッチや運動を指導する。対象
は、ドック受診者で運動教室を希望する者、医師からの勧めがあった
者とし、運動教室がない日の受診者へは、後日運動教室に参加できる
ようにした。また、運動教室終了時に健康増進センターの施設紹介な
ども行った。【結果】平成 29 年６月～平成 30 年２月までの運動教室
参加者は 161 名。「もっと普及してほしい」「火・木だけではもったい
ない」などの声も聞かれ、運動指導士と調整を行い平成 30 年４月から、
月・火・木の週３回の実施が可能となった。【考察】運動指導士とい
う専門のスタッフの介入で、より質の高い運動指導や情報提供につな
がり、参加者の満足度も高かった。運動教室参加者からは「待ち時間
に運動できてよかった」「家でもできそうだ」などの意見が聞かれた。
待ち時間を利用した運動教室導入により、健康意識の向上、運動方法
の習得や継続が期待できる。【結語】今後は、より多くの受診者が自
宅で継続可能な運動方法習得のため、運動教室をドック行程の中に盛
り込むなど、受診中に運動に参加できるような環境づくりに努めてい
く必要があると考える。

P-1-22
「受けて良かった　健診と保健指導」～特定保健指導で対応でき
ない者への生活習慣改善のきっかけづくり～
小牧市民病院　健診センター
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女　正
ま さ え

恵　　宮田　章弘　　望月　盈宏　　末永　裕之
　伊藤加代子　　野田　真美
【はじめに】第三期特定健診・特定保健指導の改正ポイントは特定保
健指導で対応できない者に対する対策も挙げている。Ａ健診センター
は 2016 年度より非肥満者や 40 歳未満（以下若年者）、服薬中の者（以
下服薬者）への保健指導を開始し、翌年度はフォローアップを実施し
た。今回 2年間の取り組みについて報告する。【対象・方法】2016 年
度の保健指導は 260 人に実施した。実施者の中で、2017 年 12 月まで
の 2回目の受診者は 104 人である。保健指導の効果は実施者の体重の
変化で検討した。【結果・考察】指導した 104 人の中で若年者は 5人、
服薬者は 29 人、BMI25 以下は 45 人であった。体重の変化は 3kg 以
上減が17％　１～3kg減が26％　1kg未満の減が20％であった。更に、
脂質・血糖・血圧値が改善したケースがあった。先行研究で、若年者
の減量は重要であるとの報告がある。今回の保健指導結果、若年者 5
人の体重は平均 2.6kg 減量した。2015 年度の人間ドック学会の調査で
若年受診者の割合は 12％である。しかし、A健診センターの若年受
診者は 19％で、若年者の割合が比較的大きい。今回、若年者への保健
指導は 4％（5人）で、今後はその世代への介入方法を検討していく
必要がある。また服薬者への保健指導は 31.6％（29 人）であった。服
薬者の中には医療機関を受診しているが保健指導を初めて受ける者が
いた。服薬者への保健指導は健診データーの改善に効果があるとの報
告もある。今回の保健指導で、受診者は生活習慣を見直す機会となっ
たとの反応もあった。服薬者への保健指導は疾病の重症化予防に貢献
する可能性がある。【結語】Ａ健診センターは従来、管理栄養士が特
定保健指導を中心に行ってきた。特定保健指導の対象とはならない者
は対応されていなかった。今回の取り組みは、減量につながる等の効
果があった。今後も特定保健指導で対応できない者が生活習慣改善の
きっかけづくりとなるよう健診当日の保健指導の機会を提供していき
たい。

P-1-23
当院健診受診者の保健指導階層化と健康認識の傾向から今後の
保健指導の展開について考える
公益財団法人　河野臨床医学研究所　北品川クリニック・予防医学センター

○小
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柴ひとみ　　上原　里実　　小川　朋子　　渡辺　　寛
【目的】当院では人間ドック受診者へ保健指導を実施しているが、人
員不足や時間的制限があることから、ドック受診者全員を対象者とし
て保健指導を行うことが困難な状況にある。今回、人間ドック健診・
生活習慣病予防健診の受診者の中で、保健指導支援形態階層レベルご
との行動変容ステージモデルの違いを把握した。また問診票をもとに
その傾向を分析し、今後の保健指導の展開について検討した。【方法】
平成 29 年 6 月から 11 月に特定保健指導対象年齢で、当院の人間ドッ
ク健診または生活習慣病予防健診（以下一般健診とする）を受診し、
その結果が特定保健指導の階層化のいずれかに該当した 3200 名（人
間ドック 793 名、一般健診 2407 名）。健康質問票の回答から、生活習
慣改善の意識について、それぞれの対象者の階層化レベルごとにχ 2
検定を実施。健診コース・支援レベルの違いによって、生活習慣改善
の意識に関連性はあるか分析した。【結果】　健診コースごとの支援方
法別で、生活習慣改善の意識に有意差はみられなかった。また、動機
付け支援・情報提供相当の受診者において、人間ドックと一般健診の
間で、生活習慣改善への意識に有意差はなかった。積極的支援相当の
受診者においては、人間ドック受診者に、改善する意志を持つ人、実
際に取り組んでいる人が有意（p＞ 0.05）に多いという結果が得られた。
【結論】結果より、人間ドック受診者で積極的支援相当の方が、保健
指導介入後の改善効果が高く、より指導効果が望めると考えられた。
すでに改善に取り組んでいる上記対象者においても、改善方法の内容
の再検討や、継続していくための支援が必要とされている可能性は高
いと考えられた。より効果的な保健指導の介入を行うには、人間ドッ
クの積極的支援相当の対象者を優先的に保健指導の介入を行っていく
ことが重要と考えた。今後、幅広い対象者に指導をしていく方法につ
いても、検討を継続して行っていきたいと考えた。

P-1-24
血清尿酸値からみたメタボリックシンドロームとの関連につい
て～閉経前後の女性における保健指導の立場から～
社会医療法人誠光会　草津総合病院　健康管理センター　
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美　　南　　清美　　舛本　未来　　林　美菜子
　上野　知子　　有村　美雪　　山崎けい子　　陳　　浩鴻
　中島　真美　　鈴木　　暸
【背景・目的】女性の高尿酸血症は少なく、当センターでも昨年の高
尿酸血症該当女性は 6.3％であった。『高尿酸血症 ･痛風の治療ガイド
ライン第 2版』において、『女性は男性よりも低い値からの対応の必
要性』や『月経前後で分けて検討した報告はない。』と唱えている。
そこで、当院での健診結果をもとに女性の尿酸値（UA）と月経の有無、
動脈硬化リスクの関連性について調査し、保健指導のあり方について
検討した。
【対象と方法】対象：2017 年 9・10 月に当センターを受診し、検査項
目を網羅した症例 1373 名（男性 748 名・女性 625 名）方法：血清尿
酸値と各種リスクファクターを男女別に比較し、女性においては月経
ありの群をA群、なしの群をB群とした。
【結果】1. 平均年齢：男性 52.7 歳、女性 52.8 歳。A群（316 名）43 歳、
B群（309 名）62.8 歳、閉経年齢は 50.7 歳。2. 平均 UA：男性 6.12mg/
dl、女性 4.44mg/dl　（A群 4.23、B 群 4.65）3.UA 分布：男性 50 歳未
満 50 歳以上に有意差なし。女性は月経の有無とUAの間に、弱い関
連を認めた。（ p=0.035）4.UAと腹囲：男女共に関連を認めた。（p＜
0.001）5.UA と BMI：男性は関連を認めず。（ p ＝ 0.99）女性は関連
を認めた。（ p ＜ 0.001）6.UA と腎機能（血清 Cre・e-GFR）：男女と
も関連を認めた。（ p ＜ 0.001）7. UA と運動習慣・食習慣・飲酒は、
それぞれ男女とも関連は認めなかった。8. 血圧判定：月経の有無と関
連していた。（p＜ 0.001）9. 糖代謝判定：男性に比して女性が優位に
関連し、月経の有無も同様。（p＜ 0.001）10. 脂質判定：月経の有無と
関連していた。（p＜ 0.001）
【結論】男性と比べて女性では腹囲・BMI が大きいほど閉経後UAの
悪化を認めた。血圧・糖代謝・脂質判定は、月経の有無において関連
を認める。以上より、女性のメタボリックシンドローム予防に向けた
保健指導においては、閉経前より尿酸値も意識して生活習慣を振り返
り、伝えていくことが望ましい。
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P-1-25
鹿教湯病院における「ものわすれドック」事業の取り組みと受
診者の心身機能の特性
JA長野厚生連鹿教湯三才山リハビリテーションセンター鹿教湯病院1

日本大学　スポーツ科学部2

斎藤ホテル3
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太 1　　丸山　陽一 1　　大塚　貴史 1　　佐藤　剛章 1

　勝山　澄江 1　　富岡あき子 1　　平林　　一 1　　大澤　道彦 1

　小松　泰喜 2　　斎藤　宗治 3

【背景】「認知症」の有病者は 2025 年には 700 万人を超えると推計さ
れている。現在のところ一度失われた記憶力や、精神機能を回復させ
る治療は存在しないため発症予防が重要となる。当院では認知症予防
の試みとして「ものわすれドックと予防エクササイズ」事業を 2016
年 10 月より立ち上げた。
【事業の特徴】当ドックの特徴として、受診者に一般的な検査や医師
の診察などに加え、リハ専門職（理学療法士・作業療法士）が認知症
予防の観点から運動・生活指導を行うことが挙げられる。具体的には
臨床心理士による神経心理学的検査、理学療法士による歩行・バラン
ス能力や筋力（握力）などの身体機能評価と運動指導、作業療法士に
よる個々の生活リズムに応じた日常生活や作業活動を実施している。
【受診者の傾向】当院ドックを受診したものは計 13 名（男性 5名、女
性 8名）で、平均年齢は 72.3 ± 5.0 あった。受診者の神経心理学的検
査の結果は，知的機能（Reven 色彩マトリックス検査），注意機能（Trail 
Making Test），言語性記憶（標準言語性連合学習検査）は同年代の平
均範囲であった。また快適歩行速度、バランス能力（Timed Up & Go 
Test）、男女別筋力はそれぞれ，1.3 ± 0.3m/ 秒、5.5 ± 1.2 秒、男性
36.6 ± 6.5kg、女性 20.1 ± 3.1kg であった。
【考察】受診者の神経心理学的検査結果は正常範囲であり，身体機能
も認知症発症リスクが高まるとされる状態より良好な状態であった。
そのため，物忘れの自覚や不安を訴える受診者に、心身機能の客観的
な数値を示すことで不安を取り除き、活動性を維持するような動機付
けが指導のポイントになると考える。当院ドック受診者の平均年齢は
72 歳と高いが、アミロイドβの沈着などは 40 歳代から始まるとされ、
若年者をいかにドックの受診に繋げるかが、今後の課題と考えられる。

P-1-26
血圧要精検未受診者の特徴
社会福祉法人　聖隷福祉事業団　保健事業部　
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良まさみ　　鳥羽山睦子　　武藤　繁貴
【目的】高血圧は重症疾患リスクが高いが精検受診率は低い。本研究
では血圧要精検未受診者（以下未受診）の特徴を明らかにする。【対象】
2016 年 4 月～ 2017 年 9 月当施設人間ドック受診者 88417 名中、血圧
要受診 ･要再検査者 1071 名（服薬除外）。【方法】対象を精検受診と
未受診に分け、属性［年齢･性･高血圧既往歴･加入保険（国保･健保）］、
特定健康診査階層化項目、標準的な質問：食事･運動 ･睡眠 ･酒 ･喫煙、
他：野菜 ･油料理 ･労働時間・ストレス・受動喫煙、当日保健指導有
無の比較と影響をχ 2 検定・t 検定 ･Mann-Whitney の U 検定とロジ
スティック回帰分析（性 ･年齢調整）で解析した。次に上記項目と未
受診 1～ 3度高血圧（以下 1～ 3度）との関連を一元配置分散分析 ･
χ 2 検定で解析した。解析には IBM SPSS 24 を用いた。【結果】未受
診 512 名、平均年齢 53.3 ± 8.9SD 歳、BMI25.3 ± 4.7SD、最高 / 最低
血圧 149.2 ± 12.1/95.5 ± 8.1SD mmHg、1 度 58.1％ ･2 度 38.9％ ･3 度
2.9％。精検受診より、未受診は BMI が高く ･最高血圧値が低く最低
血圧値が高い ･健保 ･50 歳代 ･当日保健指導無 ･朝食欠食 ･就寝 2時
間以内夕食有 ･野菜毎食無 ･油料理多く ･労働 9時間以上 ･受動喫煙
と喫煙有 ･1 年間体重± 3kg 有で有意に多かった。中でも健保、野菜
毎食有、当日保健指導有に有意な（B=1.4,0.6,2.1）関連があった。1～
3 度比較に於いて、1度では当日保健指導有、高血圧既往歴無、喫煙
無が有意に多く、2度ではFPG･HbA1C値が有意に高かった。（p＜0.05）
【考察】要精検受診者には保健指導当日実施の更なる強化と、特に高
血圧既往歴、血糖高値の有る者には 1度からの受診勧奨が重要である。
また食事 ･受動喫煙 ･禁煙支援に加え、事業所への受診勧奨アプロー
チの必要性が示唆された。

P-1-27
当施設での受診勧奨の検討
新潟医療生活協同組合　木戸病院　健診センター
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【背景とはじめに】当施設は病院併設の健診センターである。H28 年
度年間利用者数は約 27000 人、そのうちドック受診者は約 3270 人と
なっている。常勤保健師は 2名で、各種がん検診要精密検査者への受
診勧奨を実施している。主に電話での受診勧奨を実施しているが、繋
がらない場合や、やむを得ない場合には郵送での受診勧奨を行ってい
る。今回、受診勧奨の現状を確認することで、今後の課題を検討した
ので報告する。【方法】H26 ～ H28 年度の人間ドック受診者で、各種
がん検診要精密検査者の精密検査受診率から検討した。【結果】〔大腸〕
H26 年度（男：68％、女：62％）H27 年度（男：69％、女：62％）
H28 年度（男：64％、女：76％）〔胃XP〕H26 年度（男：82％、女：
88％）H27 年度（男：76％、女：69％）H28 年度（男：63％、女：
77％）〔GTF〕H26 年度（男：97％、女：100％）H27 年度（男：98％、女：
100％）H28 年度（男：100％、女：100％）〔胸 XP〕H26 年度（男：
94％、女：76％）H27 年度（男：74％、女：68％）H28 年度（男：
78％、女：83％）〔PSA〕H26 年度（男：87％）H27 年度（男：72％）
H28 年度（男：87％）〔子宮〕H26 年度（女：86％）H27 年度（女：
68％）H28 年度（女：61％）〔乳〕H26 年度（女：92％）H27 年度（女：
83％）H28 年度（女：88％）【考察】全体的に精密検査受診率を見て
みると、H27 年度に減少している傾向にある。H27 年度は、6～ 9 月
の 4ヶ月間保健師が 2名体制から 1名となり、電話での受診勧奨件数
が減ってしまったことが理由と考えられる。翌年H28 年度に 2名体制
での受診勧奨に戻ってからは、精密検査受診率が上昇したと考えられ
る。今回の結果を通して、受診勧奨を現状どおり実施することは、精
密検査の受診に繋げるうえで重要であることがわかった。しかし、当
院で実施している受診勧奨の効果を明確なデータで検証することがで
きなかったため、来年度の課題としたい。

P-1-28
ＨＰＶ検査の受診率アップへの取り組み
船員保険健康管理センター
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　大地もみじ
【目的】当センターでは、2013 年よりオプション検査として、HPV検
査が追加された。しかしながらその受診率は低く、受診者への子宮
がんの知識や、HPV検査の重要性を周知する必要があると考えられ、
そうすることによりHPV検査の受診率が上がることを期待した。【目
的】　子宮がん検診の受診者待合室にてこれまでしていたHPV検査
についてのＤＶＤ放映では、待ち時間のない受診者は最後まで見るこ
とができない。また、現在送付している検査結果は、子宮がん検診
とHPV検査の結果はそれぞれ別紙で、その両方を併せることにより、
効率的な受診期間を把握できるということが理解されていないと考え
た。そこで、2017 年９月より「子宮がん、HPV」および「検査の基
礎知識」についてのポスターをを掲示し、その縮小版を持ち帰れるよ
うに設置した。同時に、「検査結果の正しい見方」として、細胞診と
HPV検査両方の結果を照らし合わせ確認できる資料を作成し、子宮
がん検診の受診者全員に配布した。【結果】現時点では、HPV検査の
大幅な受診率アップは見られていない。しかし、当日の追加申し込み
は以前よりも増えているので、ポスター掲示や配布物の効果はあった
と考えられる。今後も追跡調査しながら受診率アップをめざしたい。
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P-1-29
人間ドックフォローアップの充実～精密検査受診率の向上を目
指した取り組み経過～
一般社団法人　ぎふ綜合健診センター
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穂　　和田　明美　　加藤　静子　　嶋　かなえ
　杉原　亜弥　　花木　絢花　　小島のぞみ　　秦　　秀男
　上村　博幸
【目的】人間ドック精検者の受診率向上を目指しH25 年度よりフォロー
アップ体制の強化を図り取り組んできたのでその経過について報告す
る。
【対象】H25 年 4 月～H28 年 3 月にドックを受診し「精密検査依頼票」
を発行した者 8,147 名。
【方法】上記対象者のうち、精検受診の把握ができない者に対して再
勧奨通知をH25 年度は受診月より６ヶ月後、H26 年度、H27 年度は３ヶ
月後に送付、H28 年度は３ヶ月後の再勧奨通知に加え、その後１ヶ月
経過しても精検受診の把握ができない者に再々勧奨通知を送付した。
また、各種の保健指導時や当クリニックでの精検受診状況の確認し、
これらから得た精検受診情報を管理システムに入力し再勧奨前後の受
診率や項目別状況を年度単位で集計、分析した。
【結果】H25 年度の受診率は再勧奨前 30.2% から再勧奨後 49.2% へ上
昇した。同様にH26 年度、33.3% → 53.8%、H27 年度 34.5% → 53.6%、
H28 年度 36.5% → 59.0% と受診率は上昇した。関連項目別の受診率で
は、がん関連（肺、胃、大腸、乳房、子宮）の平均受診率がH25 年度
55.8% に対しH28 年度 63.9%、生活習慣病関連（血圧、脂質、糖尿、尿酸、
肝機能など）の平均受診率はH25 年度 36.2% → H28 年度 39.7% とと
もに上昇していたが、がん関連項目に比べ生活習慣病関連の受診率は
24.2% 低かった。
【考察】人間ドック後のフォローは、疾病の早期発見、早期治療を図
るとともに健診における精度管理上重要と考える。H25 年度より精検
受診の再勧奨に取り組み、H26、H27 年度は再勧奨時期を早め、H28
年は勧奨回数を増やしたことで精検受診につながり、さらに精検受診
不明者には確認の方法を整備したことで受診率が向上したと考える。
しかし生活習慣病関連の項目においては受診率が低い状況であった。
自覚症状もなく異常に対する危機感も少ない精検項目をいかに受診に
つなげるかは課題であるが、今後未受診者の傾向をさらに分析し受診
率向上に向けた取り組みを検討していく。

P-1-30
当センターにおける 2 次検査受診率向上の取り組みの効果の検
討　第２報
上都賀総合病院　健康管理センター1

上都賀総合病院2
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【はじめに】平成 28 年度より、受診当日に早急に外来受診を要する
受診者を中心に受診勧奨を促すことを導入した。平成 28 年度の 2次
検査対象者は 943 名で、2 次検査受診者は 412 名、2 次検査受診率は
43.7％と前年度より上昇はしている。更なる 2次検査受診率向上を目
指して、平成 29 年度はピロリ菌陽性、肝血管腫、便潜血反応陽性な
ど限局した所見に該当した受診者に対しての受診勧奨も実施した。そ
の効果を報告する。【対象・方法】平成 28 年 4 月～ 12 月、平成 29 年
4 月～ 12 月に人間ドックを実施し 2次検査が必要となった受診者を対
象とし、2次検査受診率を比較した。また、受診当日に受診勧奨を実
施した受診者の追跡調査を行った。なお、当日の受診勧奨の説明には、
事前に薬剤部から提供された資料を使用して実施した。【結果】平成
29 年度、2次検査受診率は全体で 42.0％、当日受診勧奨を実施した方
の 2次検査受診率は 49.7％であった。受診勧奨した項目に関しては、
胃カメラ 30.2％→ 57.4％、腹部超音波 22.9％→ 36.4％、便潜血反応
42.3％→ 47.1％と上昇した。【考察】当日に 2次検査項目の説明や受診
の必要性、受診方法などを含めた受診勧奨を行うことは、2次検査受
診率アップとなり、疾病の早期発見・早期治療につながると考えられ
る。しかし、使用している資料での説明では不足している情報があり、
各スタッフが不足な情報を補足していたため、受診者のとらえ方に偏
りがあると思われる。今後は統一した説明ができるよう説明資料の作
成等に取り組みたい。【まとめ】受診当日の受診勧奨は有効であると
実感できた。今後の課題として、受診勧奨の対象所見の拡大や説明資
料の作成、スタッフの確保と知識向上に取り組み、更なる 2次検査受
診率の向上を目指したいと思う。

P-1-31
生活習慣病二次検診の受診率向上のための取り組み
済生会呉病院　健康管理室1
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【目的】人間ドックにはがんの早期発見のみならず、生活習慣病の発
症や重症化予防のための重要な役割がある。しかし、生活習慣病は自
覚症状も少ないため放置されることも多い。今回、当院における生活
習慣病二次検診の受診率向上に向けた取り組みを報告する。
【対象】平成 29 年 4 月～ 9 月の当院人間ドック受診者 744 名のうち、
生活習慣病関連項目（血圧、糖代謝、脂質）において、要治療・精検、
要経過観察と判定された 224 名。
【方法】（1） 生活習慣病関連項目でD1（要治療）、D2（要精検）と、C4（要
経過観察 1ヵ月後再検査）、C3（3 ヵ月後再検査）、C2（6 ヵ月後再検
査）と判定された受診者には人間ドック結果の送付時に紹介状を発行
し、受診先の医療機関から返送された結果を項目別（血圧・糖代謝・
脂質）に集計した。
（2） 紹介状の返信がなく二次検診の受診状況を把握出来なかった受診
者に、受診勧奨文とその結果の返信用紙を同封して自宅へ郵送した。
受診勧奨文は、D1、D2、C4、C3 の判定者には人間ドック受診 4ヵ月
後に、C2 の判定者には受診 8ヵ月後に発送し、返信結果を項目別に
集計した。
【結果】（1）と（2）の二次検診受診率を比較した結果、（2）において
全項目で二次検診受診率の上昇が認められた。D1、D2 では受診率の
上昇が大きく、中でも血圧（24.2% → 48.5%） は大幅に上昇し、糖代
謝（57.1％→ 71.4％） 、脂質（20.0% → 37.1%）も上昇が見られた。ま
た、C2、3、4 でも血圧（17.1% → 26.8%）、糖代謝（32.9％→ 45.7％）、
脂質（21.9% → 29.5%）と比較的緩やかながら上昇が見られた。
【考察】時間をおいての受診勧奨文と返信用紙の再送付は、二次検診
受診率の向上に有効であると考えられた。

P-1-32
当センターにおける精密検査受診勧奨の取り組みについて
愛知県厚生農業協同組合連合会　知多厚生病院　健康管理支援センター
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【目的】受診勧奨方法の見直し（従来の紙面郵送のみによる受診勧奨
に加え電話による勧奨を追加で実施）による精密検査受診率（以下、
受診率）の推移と未受診者の傾向について調査・分析を行い、有効な
受診勧奨方法を検討した。
【方法】H28.1 月よりこれまでの紙面郵送による勧奨に加え、その後３
か月間で返事のない対象者を抽出し医療職（保健師・看護師・検査技師）
より電話での勧奨を開始した。
集計は院内の電子カルテや返信書類にて行い、従来の紙面での受診指
導を実施していた時期と受診勧奨方法の改善を行なった時期とで比較
した。また、未受診者の傾向を検討するため、性別・年代別の受診率
も比較した。
統計学的検討はχ 2 検定を用いて行い、ｐ＜ 0.05 をもって有意とした。
【対象】H26.11.1 から H29.10.31 までの人間ドック受診者のうち、結果
が『要精密検査』『要受診』と判定され、受診勧奨を行なった 3979 人。 
【結果】従来の紙面郵送したA群（受診 674 人、未受診 545 人）と電
話勧奨を追加で実施したB群（受診 653 人、未受診 783 人）との比較
ではB群が有意に高値であった（p＜ 0.01）。
男女別の検討においても男性（p＜ 0.01）、女性（p＜ 0.01）と有意差
を認めた。
年代別では 30 代（有意差なし）、40 代（p＜ 0.01）、50 代（p＜ 0.01）、
60 代（p＜ 0.01）、70 代（p＜ 0.05）と 30 代を除いては全ての年代に
おいて有意差を認めた。
【考察】今回の調査では、ほぼ全ての条件下で電話勧奨を追加で実施
した群の方が有意に受診率に上昇がみられた事から、電話での勧奨は
精密検査受診率向上に有用であると考える。
受診率が上昇したのは、従来の紙面へ受診を促す旨を表記したこと、
また電話で直接勧奨を実施することで未受診者への行動変容に変化が
生じたためと思われる。
しかしながら若い働き盛りの年代が最も受診率が低いという結果も浮
き彫りになり、今後はそういった未受診者の特徴を踏まえて勧奨のア
プローチを考えていかなければならないと考える。
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P-1-33
大腸がん検診受診率向上と二次検診受診誘導への取り組み
医療法人　清和会　長田病院　健康サポートセンター1

消化器内科2

○新
にいどめ

留　優
ゆ う こ

子 1　　櫻木　真希 1　　金子　幸信 1　　荒木　豊子 1

　水時　奈美 1　　横山　直子 1　　高橋さゆき 1　　古波倉　允 2

【目的】大腸がん検診の受診率は全国的に相変わらず低く、受診のための
啓発も困難な状況にある。特に福岡県のがん検診受診率は全国に比べて低
水準で、がん検診受診率は 12％台、精検受診率は 70％台で推移している。
当院の属する柳川山門医師会においても平成 27、28 年度がん検診受診率
は 13.0％ /12.8％、精検受診率 68.1％ /68.0％で、当院のH26 年度大腸がん
検診受診数は 182 人という現状であった。そこで私達は、大腸がん検診受
診率の向上を目的に、特に特定健診及び後期高齢者健診受診者を対象とし
た以下のような取り組みを行い、良好な結果が得られたので報告する。
【対象】平成 27 年 -29 年　6/1-9/30、特定健診及び後期高齢者健診を目的
に当院を受診した 2411 人（男性 895 人、女性 1516 人、年齢 40 歳 -92 歳、
平均年齢　63.3 歳）
【取り組み】1）大腸がん検診受診率向上に向けて
・疾患について医師の講義や勉強会によりスタッフの知識の習得
・ スタッフが受診者役、受付役となり、ロールプレイでの推奨方法の学習
とNPOのリーフレットを用いた説明の統一化
・ 健診受付時にがん検診の重要性を重視した一歩踏み込んだがん検診の推
奨
2）精検受診率向上に向けて
・健診当日、保健師からの受診勧奨
・ 検査後一週間以内の結果発送、および発送時に受診勧奨のリーフレット
添付
・検査後 3ヶ月経過後の未受診者へ電話または文書による受診勧奨
【結果】結果 1.　検診受診数：平成 26 年度 182 人、平成 27 年度 341 人（前
年度比 187％）平成 28 年度 334 人、平成 29 年度 350 人。　精検受診数（精
検受診率）：平成 27 年度 36 人（69％）、平成 28 年度 37 人（74％）、平成
29 年度 49 人（73％）。
結果 2　大腸がん発見数（大腸がん発見率）：平成 27 年度進行がん 1 人
（2.7％）、平成28年度進行がん1人（2.7％）、平成29年度進行がん3人（6.3％）。
【結語】特定健診及び後期高齢者健診受診者に対する大腸がん検診受診勧
奨はがん検診受診数の向上に有効であった。

P-1-34
ドラッカーのマネジメント理論からみえてきた当健診センター
の現状と問題点
岡谷市民病院健診センター

○小
お ぐ ち

口　　淳
あつし

　　江嶋　　真　　西村　陽平　　小林由美子
　小松いづ美　　寺島　悠那　　瀬口ちなみ　　寺澤　由紀
　今井　寿生　　川嶋　　彰
【目的】健診は営利目的ではないが、定められた項目を実施する為だ
けのものでもない。本研究の目的はドラッカーのマネジメント理論を
応用し当センターの現状を分析する事である。
【方法】ドラッカーは著書の中で五つの質問に取り組まずして、いか
なる組織も成り立たないと述べている。この設問に沿って当健診セン
ターの在り方を検討した。
【結果】1）我々のミッションは何か：健診の実施ではなく「安心の提供」。
結果報告後は本人次第というフローではミッションは完結しない。2）
我々の顧客は誰か：広義には受診者であるが、「体調に不安をもつ人々」
にこそよりフォーカスを当てるべき。顧客は健康という安心を購入す
る。3）顧客の求める価値は何か：健康に関する評価のみならず、健
診後の適切かつ利便性の高い道筋呈示。当院では健診専用精査外来を
設け、日時指定で精密検査枠と診察枠を取得可能とした。4）我々の
成果は何か：健康不安を解決できた顧客の満足度。2017年度の人間ドッ
ク判定における要精査は 1189 名、うち受診者は 646 名であった。主
たる項目の受診率は肝機能 41.1％、心電図 63.3％、便潜血 59.0％、血
圧 49.3％、胸部レントゲン 63.3％、腹部エコー 60.0％、乳腺 33.3％。5）
我々の計画は何か：健診精査外来の設置にも関わらず約半数が未受診。
協会けんぽ健診を含め年間五千名近い受診者に医師 2名、保健師 2名、
看護師 3名の現体制で満足できる成果を得られていない。健康上の問
題点を受診者と共有できる説明と指導、体制の強化を計画する。ま
た要経過観察判定のうち生活習慣に起因する所見に、より積極的に関
わっていく。
【結論】ドラッカーのマネジメント理論は健診センターの在り方を再
認識する上で有用であった。顧客ニーズに訴求し精査専用外来をス
タートさせたが、なお十分な成果をみるに至っていない。医師の説明、
保健師の指導・体制、精密検査紹介の手順等、見直べき点は少なくな
いと考える。

P-1-35
当健診センターの実績と取り組みの検証
市立大津市民病院　健診センター1

市立大津市民病院　外科・消化器外科・乳腺外科2

市立大津市民病院　循環器内科3

市立大津市民病院　消化器内科4

○洲
す ざ き

崎　　聡
さと

1,2　　川崎　千都 1　　中條　卓也 1,3　　高見　史朗 4

【はじめに】当健診センターは市立病院の併設で、旧来診療優先であっ
たが近年健診の重要性が周知され、健診センターの充実と啓発活動に
力が入れられるようになった。第 57 回本会で平成 27 年度までの当セ
ンターの実績を報告し、今後の課題として受診者の定着・受診単価の
増加・閑散期対策を掲げた。今回、以後の取り組みと実施状況の検討
を行った。【対象・方法】平成24年～ 29年度の当センターでの人間ドッ
ク受診者を対象とし、健診内容と各種取り組み状況を確認した。【結果】
人間ドック実施件数は、平成 24 年度 2,358 件であったが以後順調に増
加し、27 年度 3,086 件、28 年度 3,215 件、29 年度は 2 月までで 3,255
件である。平成 28 年度から医師事務補助作業員が着任している。新
規オプション検査として 29 年 1 月から大腸CT検査、29 年 11 月から
膵がん検診と睡眠時無呼吸検査を導入した。29年 5月に大腸CT検査、
30 年 1 月に膵がん検診についての市民公開講座を実施した。29 年度
2月までの実施数は、大腸CT検査 162 件、膵がん検診 26 件、睡眠時
無呼吸検査 7件であった。閑散期対策として、個人受診者を対象にダ
イレクトメールで閑散期での受診勧奨を開始した。【考察】平成 24 年
度までは診察医師 1 名であったが、25 年度から週 3 回医師 2 名、27
年度以後は全日診察医師 2名体制とし、現在受診枠を最大限に設定し
ている。新規導入したオプション検査は好評で、市民講座も有効で受
診件数増加につながっている。件数増加に対応して医師事務補助作業
員が導入されたことによって、より速やかな報告書作成が可能となり、
受診者イメージの向上に有用と考える。閑散期対策は、今後さらに検
討が必要と考える。

P-1-36
当健診センターの新規受診者継続についての分析と今後の展望
について
やわたメディカルセンター　健診センター　健康づくり支援課

○北
きたもと

本　淳
じゅんし

志　　坂本　晃代　　中田　　勉　　宇野　友康
　勝木　達夫
＜目的＞やわた健診センターではここ数年来館受入数に大きく影響す
る胃カメラ枠が頭打ちのため、積極的に新しい顧客へのサービス提供
が出来なかった。そのため新規受診者を増やす取り組みをあまりして
こなかった。 しかし 2017 年度に入り胃カメラ枠が増加したため、大
幅な増収となったが、ニーズが多いため増枠分もすぐに頭打ちとなっ
てしまった。 引き続き定期健康診断を増やすことも大切であるが、
検査項目が手厚いドックを増加させていくことが病院併設型の健診セ
ンターとしての使命と考え、当健診センターのドック受診比率を上げ
ていくための取り組みについて検討した。＜方法＞選ばれる健診セン
ターとして一つの指標となる国保ドック、個人ドックで 2010 年から
2014 年までの新規受診者がその後継続して利用しているかを調査し
た。あわせて過去に実施した顧客満足度調査結果を照らし合わせて、
新規受診の回答者のその後の継続も調査した。＜結論＞調査結果から
新規顧客の継続率は 4割前後で推移しており、この継続率を上げる施
策が必要である。そこで新規受診者で次年度も利用した人の継続を調
べると、国保ドックで 84 ～ 96％、個人ドックで 73 ～ 100％と高い継
続率を示しており、次年度の再利用（予約）を促すことが非常に有効
的であることが分かった。引き続き調査を行っていくが、満足度の高
いサービスを目指すために顧客満足度調査のサンプル数をさらに増や
す必要がある。そのため通年での調査実施や顧客ニーズをキャッチ出
来るよう調査アンケートの質問内容を見直していく必要がある。
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P-1-37
顧客体験に基づく人間ドック健診施設の評価とリピート要因の
検討
公益財団法人河野臨牀医学研究所附属北品川クリニック

○水
みずがき

垣　活
か つ や

也
【目的】
実際に受診した人間ドック健診施設を再度受診したいかどうかを問
い、その理由を把握することで、リピートに至った要素を見出し、今
後の経営改善に役立てることを目的としている。
【方法】
当院の職員に実際に人間ドックを受診してもらい、アンケートならび
に事後的な評価会を開催することにより情報を収集し、各施設を評価
する方法で行った。
アンケートにおいては、受診した施設をまた利用したいかどうかを問
い、その理由を回答する方式とした。
施設の選定は、当院を含む都内に所在する日本人間ドック学会加入施
設 7施設を選定した。
【結果】
（当院受診者を除く）受診した延べ 67 名のうち、平均 89％が再度受診
したいと回答している。再度受診したいと考える理由は、健診施設内
の雰囲気および建物の美観の順で高く、医師の診察や結果説明の内容
については、低位にとどまった。また、「医師の診察」について高い
評価を示している施設があり、この施設については受診したくないと
いう意見がなかった。その一方で、リピートしたくない理由としては
「スタッフの対応」を選んだ人が最も多く、健診施設内の雰囲気や建
物の美観を理由としたものはなかった。「スタッフの対応」について
事後的な評価会の際のインタビューでは、「不機嫌そうな態度」「技量
不足」「スタッフの私語」を指摘する意見が多く出された。
【結論】
リピート率を改善させるためには、施設の美観や雰囲気は必須である
と考えられる。その一方で、受診者を離反させないためには、「スタッ
フの対応」に十分な注意を払う必要があることが示された。特に医師
の診察や説明について高い評価が得られる施設では、スタッフの対応
も高評価であり、結果としてリピート率が高いことが推察される。

P-1-38
当施設におけるインシデント・アクシデント報告を活用した改
善事例
一般社団法人　オリエンタル労働衛生協会　東京支部　オリエンタル上野健
診センター1

川口パークタワークリニック2

昭和大学病院医療安全管理部門3

○野
の も と

本　尚
なおひこ

彦 1　　宮司　紗貴 1　　三輪一二三 1　　白岩隆太郎 1

　島内　勝紀 1　　竹元　豊志 2　　辻　　泰喜 2　　森　　充子 1

　吉田　康之 3　　大草　敏史 1

【目的】当施設は 2012 年 9 月に受診者利益向上を目的にインシデント・
アクシデント報告システムを見直した。当施設では、職員が検査実施
後に受診者様の検査項目受診票へサインを行い検査終了としている。
しかし、新システム導入により本来のサイン欄と異なるところにサイ
ンされ、検査未実施で帰宅してしまう事例が多く見受けられたこと
が、把握できるようになった。このような事例は受診終了後の受診票
確認時に発見され、大事に至らないケースもあるが、対策を講じる必
要がある。そこで、受診票のサイン誤りによる受診漏れ防止対策を講
じたので報告する。【方法】職員より受診票についてヒヤリングを行っ
たところ、サイン欄が見づらい、枠が狭いなど視認性を問題とする意
見が多く挙げられた。その意見を参考に視認性を向上させた受診票を
作成し 2016 年 8 月より運用を開始した。サイン誤りに起因する受診
漏れのインデント報告数を運用開始前後で集計した。集計期間は新受
診票導入前 2012 年 9 月～ 2016 年 7 月（46 ヶ月）導入後 2106 年 8 月
～ 2017 年 12 月（17 ヶ月）とした。【結果】サイン誤りに起因する受
診漏れは、新受診票導入前 39 件、導入後は 10 件であった。1ヵ月あ
たりの平均報告件数にすると、新受診票導入前後では 0.84 件から 0.58
件に減少していた。【考察】検査項目の受診漏れは、受診者の再来所
などの不利益があり、受診者サービスにおいてその影響は多大なもの
になる。施設側の不手際による再来所はゼロにしなくてはいけない。
今回、インシデント・アクシデント報告により必要検査項目の未実施、
および受診者の再来所リスクの傾向を把握して受診票を改善すること
で、サイン誤りに起因する受診漏れを減少することができた。このこ
とから、インシデント・アクシデント報告の活用は臨床上の医療安全
のみならず、事務的な処理に関するミスにおいても有効に活用できる
とともに、個々の内容に沿った改善対策を講じることができる。

P-1-39
PDF ファイルを用いた超音波画像閲覧システムの構築
一般財団法人船員保険会　船員保険福岡健康管理センター

○金
かねはら

原　美
よ し こ

子　　平山　幸子　　川村　孝代　　松木　富美
　岡田美智子　　佐久本千絵　　師岡　雄二　　一矢　有一
【はじめに】当センターは健診施設として、検査当日に検査から結果
の説明まで行っている。腹部超音波検査の結果についても、技師が作
成した結果報告をもとに医師が問診時に説明しているが、その際前回
との比較が必要なため、あらかじめ前回分の結果報告書（紙媒体）を
保管庫より出して準備しておく作業をしていた。そこで、報告書の電
子化と健診システムでの画像情報を画像システムに組み込む案を考え
たが、DICOM対応ができない機器であること、開発費用が高額にな
ることから、今回、現環境で可能な施設内健診システムを利用した画
像閲覧システムを構築したので報告する。【方法】問診終了後、医師
が診断・判定を記入した結果報告書をスキャナーで読み取り、画像と
ともに PDFファイルにデータ化して健診システムに個人毎に登録・
保存する。データは、施設内サーバに保存され、医師が問診画面で個
人 IDを照会すると、前回の超音波検査報告書も同時に表示されるよ
うにした。【結果】2017 年 4 月以降、問診室の健診システムの問診画
面で過去の結果報告書を容易に閲覧することができるようになった。
また、超音波検査室でも画像の閲覧が可能になったので、検査実施時
の情報としても役立っている。同様に乳腺及び頸動脈超音波の結果報
告書についても同システムを活用している。【考察】システムの構築
により、前日の準備作業は軽減された。また、健診システムで画像の
閲覧ができるので、結果の問合せや結果報告書の貸出し等の際に保管
庫まで原本を取りに行かなくてすむようになった。しかし、健診終了
後、結果報告書のスキャナーでの取り込み作業等に手間がかかる点が
課題として残った。今後はDICOM対応を検討する必要がある。

P-1-40
事務職員による所見入力ワードパレット作成
医療法人社団普照会　井上記念病院健康管理センター

○佐
さしょう

生　義
よ し き

貴　　宇田川正勝　　吉野江里子　　高橋佳代子
　新井　祥子　　山本　弥生　　栗原　智子　　米澤　真頼
　小野　克弘　　吉田　秀夫
【目的】2015 年から所見入力を看護師に変わって事務職員が行うよう
に変更した。それまでは全角・半角入力などの入力方法が統一されて
なく、集計がとり難かったため、ワードパレット・マニュアルを作成
した。このマニュアル導入の効果を検討した。【方法】2014 年は看護
師による入力、2015 年は事務職員による入力、2016 年は導入１年後
の３年間の集計作業を行い変更点を比較した。健診項目は血圧、糖代
謝、脂質、肝機能、上部消化管X線検査、乳腺触診、マンモグラフ
イー（MMG）、乳腺超音波検査について集計を行った。要受診、要精
査、要再検、3または 6ヵ月後経過観察判定を有所見ありとし、それ
ぞれの項目について、有所見者率および郵送による回収率について比
較した。【成績】有所見率は血圧、糖代謝、脂質、肝機能については
３年間に差を認めなかった。上部消化管X線検査では 2015 年に有意
に高値を示したが、2016 年には 2014 年と差を認めなかった。乳腺触
診と乳腺超音波では 2014 年には有所見率が高かったが、15 年からは
減少した。MMGでは有意差はなかった。回収率は血圧、糖代謝、脂
質、肝機能については３年間に差を認めなかった。上部消化管X線検
査、MMG、乳腺超音波検査、乳腺触診については 2015-16 年ともに
回収率が上がった。ワードパレット画面を図１に示した。入力方法に
個人差がなくなり、入力時間は減少できた。【結論】ワードパレット・
マニュアル導入により入力作業の時間短縮し、集計作業も容易になっ
た。また、看護師の労力削減となり業務を改善に繋がった。
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P-1-41
健診システムの更新に合わせた業務改善への取り組み
済生会松阪総合病院　健診センターあさひ

○鈴
す ず き

木真
ま ゆ み

由美　　寺田　尚弘　　引地　　学
済生会松阪総合病院健診センターあさひでは 2015 年 4 月に株式会社
ICC　PC健診を旧モデルからバージョン（ver.4）アップをした。
健診業務の拡大に伴い様々な問題に直面している中、今回の更新の機
会に事務部門が取り組んだ業務改善についての報告をする。
【背景】当院に健診センターが開設された 2005 年は年間 3,900 名程で
あったの受診者数は 2014 年度には 12,000 名を越えるまでになった。
旧バージョン下ではシステムはおもに健診結果を作成するものに過ぎ
ず、年々増え続ける受診者数に事務スタッフが対応出来ず、様々なミ
スや作業ロスが頻繁に起こっていた。そこで人間ドック機能評価受審
を控えた 2014 年から健診システムのバージョンアップの準備に取り
掛かった。
【取り組み】事務作業を効率的にかつ情報集約するにはどうすべきか
を最大の改善テーマとして「紙台帳の廃止」「帳票類の一元管理」に
取り組んだ。
不均一な健診曜日や時間帯、また複雑な検査の人数制限のために手を
付けることができなかった「紙ベースの予約台帳」の廃止を実現。ま
た多様な団体契約・コース種類のため数十種類もの受検案内通知書類
は常に印字した状態でストックをし “手分け ” でセレクトしていたが、
契約の見直し、レイアウトの工夫等によりほぼすべての通知書類がコ
ンピューター一元管理となった。
その他においては、電子カルテの検査オーダーについて、健診システ
ム上で予約入力すれば自動的に電子カルテへオーダー情報が転送され
るようになった。いわゆる “ ２度打ち ” から解放され、誤入力の問題
がなくなったことは大きな業務改善だった。
【考察】今回の健診システムの更新により事務スタッフの “手作業 ” は
減少し、誤入力、誤送付が大幅に減少した。効率的に作業が出来、スタッ
フにも余裕が生まれダブルチェックなどの確認作業に充たることがで
きた。
そして何より情報集約出来たことが最大の改善であったと思われる。

P-1-42
健診システムにおけるタブレットの効用と未来
医療法人社団玉栄会　東京天使病院

○玉
た ま や

谷　青
せ い じ

史　　佐藤　　成
当院では 1993 年に脳ドック開設以来、人間ドック、特定健診などの
健診システムを独自で開発してきた。1993 年から 2000 年  ドック開
設時導入した市販のシステムは単なるワープロに過ぎず、尿・血液検
査結果データ報告書から PCへの手入力が必要で人名、数字の大文字、
小文字など誤入力、受診者個別のデータ管理が問題であった。2000 年
から現在までに血液・尿検査データはフロッピー渡しから電伝、そし
てNet 伝送となり、PCへのデータ取り込みが自動化された。2003 年
日本医師会版の電子レセコンORCA導入以降は、患者はもちろん職員、
人間ドック受診者の個人情報をすべてDATABASE で 1 元管理でき
る体制となった。同時に健診システムでもデータベースを採用した。
ORCAベース電子カルテDolphin の導入では PACS で呼び出した画
像を受診者のフォルダーに収納できるようになった。2011 年 iPad の
登場は画面タッチでVital のデータを発生源入力できるようになった。
2014 年には複合機の進歩により画像データの読み込み、ファイリング、
両面カラー印刷を短時間、安価にでき報告書作成の強い味方となった
が紙ベースの報告書作成はやがて過去のものになると思われる。現在
人間ドックのデータベースはWEB サーバーにあり、Ｎ et を通じて世
界中からアクセスできる。100 歳まで現役と叫ばれる遠隔診療の時代、
健診データの有効利用がKEYとなる。健診を受ければ保険加入の際
も割引がある時代である。受診者はスマホを使って自分で健診データ
の管理が可能であり医者にかかるときもWEB 経由で健診データが閲
覧できれば便利であろう。

P-1-43
新健診システム導入に伴う業務改善とその効果
社会医療法人社団さつき会袖ケ浦さつき台病院1

社会医療法人社団さつき会かずさアカデミアクリニック2

○岡
おか

　　崇
たかてる

彰 1　　宮澤　朋子 2　　佐治　智之 1　　山田　孝二 1

　朝生　里未 1　　野田久美子 1　　平島　俊至 1

【はじめに】当健診センターは地域密着型の病院併設型施設である。
地域のニーズにより健診センターを 2000 年に増設し現在に至る。
2017 年度にシステム更新を行うに当たり、業務運用の変更を行い、改
善された事例を報告する。【背景】受診者数の増加、健診内容の多様
化に効率的にシステム及び業務の対応が出来ず、健診結果報告の遅れ
残業時間の増加等が出てしまい、事務処理の業務進捗状況が可視化で
きなくなっていた。【取り組み】他機関の業務及びシステム運用を鑑み、
当院での業務・システム運用をシステム部門・メーカーと共に検討し、
見直し・改善を図った。【改善内容】（１）業務分担の見直し：受付・
結果入力・予約業務を事務職全体で行っていたが、担当グループごと
に業務を縦割りに配置し、業務フローに基づく業務の標準化を行った。
予約に関しては個人・団体予約窓口を設置し、直通ダイヤル・メール
を開設した。（２）システム運用の見直し：問診・健診結果ＯＣＲ取
り込み、業務進捗管理のシステム化、健診契約のシステム管理、予約
管理のシステム化（紙の予約台帳廃止）を行った。【結果】（１）健診
結果報告：健診日より約４週間後→約 10 ～ 14 日後。（２）業務進捗
管理：システムにより可視化が可能となる。（３）残業時間：事務全
体月 60 ～ 100 時間短縮（事務スタッフ：常勤 10 名・非常勤４名／年
間受診者 2016 年度：18,473 名→ 2017 年度：20,350 名⇒ 1,877 名増）【ま
とめ】これまで業務ありきでシステムを運用していたが、今回は他院
の業務運用を鑑み、システムありきで業務運用を検討・検証しながら
業務改善を行い、成果が出始めている。更にこれらの取り組みを加速
させる事でお客様への質・サービスの向上を図るとともに働くスタッ
フに対し、業務環境の向上、ストレスの軽減を図る事で、専門性、モ
チベーションの向上に繋がる職場環境を目指して行きたい。
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P-2-07
前立腺がん検診における PSA 値の季節性変動についての研究
医療法人社団美心会　黒沢病院　泌尿器科1

群馬大学医学部付属病院　泌尿器科2

○関
せきぐち

口　雄
ゆういち

一 1　　大木　　亮 1　　古谷　洋介 1　　曲　　友弘 1

　小倉　治之 1　　伊藤　一人 1　　黒澤　　功 1　　藤塚　雄司 2

　鈴木　和浩 2

【目的】前立腺特異抗原（PSA）を用いた前立腺がん検診のがん死低
下効果は確定しており、質の高い前立腺がん検診システムを維持する
観点から、血清 PSA値に影響を与える因子を調査することは重要な
事と考える。前立腺がん検診における季節毎のPSA変動に関するデー
タは乏しく、日本では四季が明白であるため、環境因子の一つである
季節が PSAに与える影響を調査することは重要である。今回、大規
模データベースである群馬県における前立腺がん検診のデータを用い
て、季節､ 年齢と血清 PSA値との関連性を調査する。【方法】1992 年
1 月 1 日から 2015 年 12 月 31 日の間に、群馬県における前立腺がん
検診を受診した約 28 万人を対象とする。血清 PSA値はTosoh II PA 
キットを用いて測定した。対象者は季節によって春（3 月、4 月、5
月）、夏（6 月、7 月、8 月）、秋（9 月、10 月、11 月）、冬（12 月、1
月、2月）との 4つの群に分類した。全対象者の季節毎の PSA中央値、
PSA分布を比較し、各年齢層別に同様の検証を行った。【結果】季節
毎の PSA中央値と、1.0、2.0、3.0、4.0ng/ml を超える受診者割合を集
計したが、季節間と PSA分布に有意差は認めなかった。50、60、70
歳台と年齢層別化し、前述の各 PSA値を超える受診者割合を季節毎
に集計したが、同年齢層では季節間と PSA分布に有意差は認めなかっ
た。【結論】大規模な前立腺がん検診において、血清 PSA値は季節に
影響を受けず、ほぼ一定の結果が得られ、季節ごとのカットオフ値の
設定変更は不要である。しかし、1つの先行研究では、夏に PSAカッ
トオフ値を超える割合が高いことを示している（Eur Urol 52：708-
714、2007）。今後、PSA検診でカットオフ値を超えた精密検査受診者
の中で、即時生検未実施、あるいは生検陰性で精密検査施設で経過観
察を行っている症例を対象にした、個々人の PSA値に季節性変動に
関する追加研究が必要である。

P-2-08
協会けんぽにおける職域がん検診結果の地域差についての分析
と考察
全国健康保険協会　本部　企画部　研究室

○長
は せ が わ

谷川　郷
さとし

【目的】職域がん検診は、マニュアルが整備されたところであるが、
結果データの検証や活用は途上である。今回、協会けんぽの保有する
がん検診データを用い、都道府県別の要治療・要精検割合やレセプト
データからがん検診結果の地域差について検証することを目的とし、
分析を行った。
【方法】「1. 要治療・要精検割合の都道府県比較」都道府県別に 2015
年度の肺、胃、大腸がん検診の結果、要治療・要精検とされた割合を
男女別に年齢調整し比較した。
「2. がんレセプト発生者のがん検診の受診状況」2015 年度に肺がん、
胃がん、大腸がんが主傷病のレセプトが発生した 35 歳以上の被保険
者について、前年度のがん検診受診の有無と結果により区分し、都道
府県・男女別に年齢調整し比較した。
【結果】要治療・要精検割合は、全国平均で男女別に肺がんは 2.2%・
1.6%、胃がんは 7.7%・5.8%、大腸がんは 7.1%・5.8% であった。都道
府県別で国のプロセス指標を上回ったのは、肺、胃がんはごく僅かの
一方、大腸がんは男性 26、女性 6か所であった。新規がんレセプト発
生者で、職域がん検診の結果が要治療・要精検であった者の割合を最
大と最小の都道府県で比較すると、男女順に肺がん 34.3%・36.6% の差、
胃がん 31.3%・33.9% の差、大腸がん 30.4%・34.8% の差があった。
【考察】要治療・要精検割合は、肺、胃がんは、ほとんどの都道府県
で国のプロセス指標を下回るが、大腸がんについては多くで上回った。
また、地域差もかなり存在している。がんレセプト発生者のがん検診
受診状況も地域差が大きく、要治療・要精検割合や人口動態統計のが
ん死亡データとの相関はほぼ見られない。地域によっては職域がん検
診受診者の占める割合が少なく、職域がん検診とは別の発見契機が存
在するなどの可能性がある。がんレセプト発生者におけるがん検診受
診者の割合には、検診後の受診勧奨が影響している可能性があり、今
後は検診機関別の分析も行っていきたい。

P-2-09
人間ドックの CA19-9 上昇を契機として偶然に診断された十二
指腸原発濾胞性リンパ腫の 1 例
鳥取市立病院　血液内科1

鳥取市立病院　総合診療科2

鳥取市立病院　病理診断科3

島根大学第二内科　光学医療診療部4

岡山大学大学院医歯薬学総合研究科　病理学（第二/腫瘍病理）5

○谷
たにみず

水　将
まさくに

邦 1　　懸樋　英一 2　　小林　計太 3　　柴垣広太郎 4

　吉野　　正 5

【緒言】十二指腸原発の濾胞性リンパ腫（以下　FL）は FLの Variant 
type で、非常に Indolent な経過を呈することが多い。比較的稀な疾
患とされるが、近年、ルーチンで行われる上部消化管内視鏡検査（以
下　EGD）で発見される症例が増加している。今回、我々は人間ドッ
クを契機に偶然発見された症例を経験した。【症例】59 歳男性。JAK-
2V617F 変異陽性の真性多血症に対して抗血小板治療が行われていた。
201X 年の当院の人間ドックにて、腫瘍マーカ―であるCA19-9 の上昇
（86.9 U/ml  正常値：3-40 U/ml）が指摘された。同日の人間ドックで
施行されていた EGDでは異常は指摘されていなかったが、1ヵ月後
に 2次精査として行われた EGDにて、十二指腸下降脚に特徴的な白
色小顆粒状隆起、多発小ポリープ像が指摘された。生検組織は粘膜内
に結節濾胞構造を示す小型の Lymphoid cell の浸潤が認められ、免疫
染色にて CD3・CD5 陰性、CD10・CD20・CD79a・BCL-2 陽性、Ki-
67 Proliferative Index Low であった。PET/CT、骨髄生検、大腸内
視鏡検査、小腸カプセル内視鏡検査等にて、病変は十二指腸下降脚に
限局しており、限局期の十二指腸原発 FL（細胞形態：Grade1、Ann-
Arbor 病期：1E 期、Lugano 分類：1 期）と診断された。現在、無治
療で経過観察中である。なお、CA19-9 の上昇は一過性のもので、1ヵ
月後の再検査では正常値となっていた。【考察】今回、当院の人間ドッ
ク時に行われた EGDを見直してみると、十二指腸 FLの病変が見落
とされていた。十二指腸原発 FLは特徴的な内視鏡の肉眼所見が診断
の決め手であり、十二指腸の好発部位である下降脚までの注意深い観
察が必要であると考えられた。

P-2-10
当院ドックにおける乳癌検診と発見乳癌症例の検討
福井赤十字病院　健診部

○吉
よ し だ

田　　誠
まこと

　　浜中大三郎　　西川　邦寿
当院ドックでは乳腺専門医による視触診、およびマンモグラフィー（以
下MMG）検診を実施しており、2015 年度からは超音波（以下 US）
も追加した総合判定を行っている。過去 5年間の結果を当院所在地で
ある福井市の対策型検診と比較した。さらに発見乳癌症例について臨
床的検討を行った。【対象と方法】1） 2012 年度～ 2016 年度の乳癌検
診受診者を対象に、要精査率、および癌発見率を同時期の福井市対策
型検診と比較した。2） 2015、2016 年度についてUS 追加による診断
カテゴリーの変化を検討した。3） 発見乳癌について stage、サブタイ
プやグレードなどの病理像とともに、MMG/US の経時変化を検討し
た。【結果】受診者は平均で1285人/年、5.4人/日、年齢51.8才であった。
1） 対象期間中の平均値（当院ドックVS市検診）は要精検率（%）で9.08：
8.02 とほぼ同等、癌発見率 0.27：0.43 と市検診の約半分であったが、
いずれも統計学的有意差はなかった。2） MMG要精査は19例であった。
このうちUS 追加で診断カテゴリー上昇 1例、変化なし 8例、低下 8
例であり、約半数（9/19、47.4%）にカテゴリー変化を認めた。3） 発
見乳癌は 16 例で平均 49.8 才、発見契機はMMG12 例（75%）、US1 例
（6.2%）であったが、視触診のみも 3例（18.8%）認めた。初回受診者
はおらず、12 例（75%）は前年にもMMGを受けており異常なしであっ
た。15 例が早期癌（非浸潤癌 4例を含む）で、11 例に乳房温存術が
施行されていた。【考察】当院ドックの要精査率は対策型と同等だが、
有意差はないものの発見率が約半数なのは毎年受診のリピーターが多
いためと考えられた。US追加効果はMMG偽陰性より偽陽性に対し
て大きいと思われた。USは放射線検査技師が施行しているが、MMG
での高濃度乳房が多い 40 歳代以下では今後施行例が増加すると考ら
れるため、さらなる精度管理を図りたい。発見乳癌は早期が多く、乳
房温存率も高く、任意型検診として対策型と同等であると考える。
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P-2-11
人間ドックで発見されたガーゼオーマの一例
江戸川病院　総合健診センター1

内視鏡センター2

外科3

病理検査科4

放射線科5

○籠
かごしま

島　　智
とも

1　　寺田総一郎 1,2　　高木　昭房 1　　高橋　定雄 3

　遠藤　久子 4　　高階　経幸 5　　北川　幸子 1　　山﨑　知子 1

　鈴木　俊雄 1

【はじめに】腹腔内ガーゼ遺残（以下ガーゼオーマ）は、比較的稀な
事例である。またその画像所見も様々で診断に苦慮する。ガーゼオー
マは無症状で経過を辿るものや、合併症を伴い再手術に至るものがあ
る。今回我々は 20 年前の手術による無症状のガーゼオーマを経験し
たので報告する。【症例】50 歳男性。20 年前に他院にて胆嚢摘出術を
行った（腹膜炎合併）。当健診センター腹部超音波検査で、肝下面腹
部大動脈及び胃近傍に 40 × 38mmの境界明瞭、辺縁整な低エコー腫
瘤を認め、内部に一部高エコーの混在と後方減弱も見られた。周辺臓
器と接しているが由来は明らかではなかった。外来での造影 CTでは
肝胃間膜に境界明瞭で辺縁平滑な 45mmの腫瘤が見られ、内部は不
均一、石灰化、等吸収、低吸収の混在が認められた。造影MRI では
T1WI で周辺部位が高信号、中心部位は等信号を示し、T2WI では概
ね低信号で中心部位が高信号を示し、繊維成分の豊富な病変と思われ
た。造影効果はほとんど認められず、PET検査でも活動性の低い病
変と考えられた。上部消化管内視鏡検査で腫瘤性病変はみられなかっ
た。画像所見から消化管間質腫瘍、神経原性腫瘍、あるいはガーゼオー
マが疑われ、開腹下で腫瘍切除術が施行された。肉眼所見で腫瘍は肝
臓及び胃に炎症性癒着を認め、大きさは 7.5 × 4.5 × 3.5cm であった。
割を入れたところ、内部にガーゼと思われる繊維物を認め、組織学的
にも腫瘍中央部分は繊維状構造物が多く観察され、ガーゼオーマと診
断した。【結語】ガーゼオーマは、様々な合併症を引き起こし、過去
の報告では死亡例もある。手術室での遺残防止対策が十分普及してい
なかった頃の遺残物が、無症状のまま看過されている事も少なくない。
その為人間ドックで行われる検査の有用性を再確認したと共に、その
可能性を念頭に置いて今後も十分注意を払いながら検査に努めたい。

P-2-12
腹囲と内臓脂肪面積の相関
グランソール奈良

○花
はなおか

岡　淑
よ し こ

子　　辻村　貴弘　　中村　光利　　田岡眞由美
　土田　千晴　　富阪　直人
< 背景 >メタボリックシンドロームの診断基準として、男性 85cm以
上、女性 90cm 以上が用いられている。これは内臓脂肪面積 100cm2
以上に相当するとされている。当施設では、腹部 CTで内臓脂肪面積
を測定した受診者を対象に、腹囲と内臓脂肪面積の相関を検証した。
<目的 >内臓脂肪蓄積を調べる方法として、腹囲の測定が有用である
かどうかを検証する。<対象と方法>当施設で 2016 年 6 月 20 日から
2018 年 3 月 31 日の間に腹囲と内臓脂肪面積を測定した受診者 4942 名
（男性 2151 名、女性 2791 名）を対象に、腹囲測定値と内臓脂肪面積
の相関関係を検証した。<結果 >腹囲が男性 85cm 以上、女性 90cm
以上の該当者については、4942 名中 1693 名で 34%、男性腹囲 85cm
以上は 2151 名中 1266 名で 59%、女性腹囲 90cm以上は 2791 名中 427
名で 15% であった。内臓脂肪面積 100cm2 以上の該当者については、
4942 名中 1544 名で 31%、男性は 2151 名中 1139 名で 53%、女性は
2791 名中 405 名で 15% であった。また、腹囲が男性 85cm 未満、女
性 90cm 未満かつ内臓脂肪面積 100cm2> 以上の該当者は、4942 名中
303 名で 6%、腹囲が男性 85cm以上、女性 90cm以上かつ内臓脂肪面
積 100cm2 未満の該当者は 4942 名中 452 名で 9%であった。これらの
結果より、腹囲と内臓脂肪面積には強い相関があると言える。<考察
>内臓脂肪蓄積を調べる方法として、腹囲の測定が簡便で有用である
と再確認できた。今後も継続してデータを取り、内臓脂肪の蓄積と生
活習慣病との関係性も追求していきたい。

P-2-13
ドック受診者における労働負荷と肥満度との関連
JA長野厚生連　佐久総合病院　人間ドック科

○杉
すぎうら

浦　彩
あ や か

香　　池井　　肇
【目的】 当院の人間ドック受診者を対象に、年齢・性別および労働状況
と肥満度（BMI）との関係を評価する。【対象・方法】 2017 年に当院
日帰りドックを受診した 10583 名のうち、労働時間に季節変動のある
「農業」と労働時間が８時間未満となる「主婦」「無職」については対
象から除外し、「自営業」「常勤」「臨時・パート」の 69 歳以下（21 歳
-69 歳）6609 名を対象とした。対象者の問診票から、労働時間が８時
間以上に及ぶ群をA群、８時間未満を B群、 深夜労働の頻度が多い
群をC群、低い群をD群とし、BMI との関係を評価する。【結果】 ８
時間以上労働の影響は、男性の 50 歳以上においてA群で BMI 平均値
が 24.1（n=1233）、B群で 23.7（n=1286）とA群で BMI が有意に高かっ
た（p＜ 0.01）。女性では、ほとんどの年齢で有意差はなかったが、女
性の 40 歳台前半（40-44 歳）では、A群で BMI 平均値が 22.4（n=141）、
B群で 21.2（n=155）と、BMI が A群で有意に高かった（p＜ 0.01）。
深夜労働の影響は、男性においては有意な差はなかった。また、女
性では有意差はないものの、45 歳以上の C群で BMI 平均値が 22.9
（n=154）、D群で 22.3（n=2042）と、C群で BMI が高い傾向が認め
られた（p＜ 0.10）。特に女性 60歳台のC群でBMI平均値 23.9（n=28）、
D群で 22.3（n=682）と C群での BMI が高かった（p＜ 0.02）。【考察】 
男性の 50 歳以降では、A群で BMI 増加が顕著となり、長時間労働に
よる負荷や生活習慣が影響していると推定され、女性では更年期が始
まるといわれている 45 歳以降では男性と異なる可能性が考えられた。
深夜労働の影響については、明らかな有意差は生じなかったが、女性
の45歳以降で深夜労働の多い群にBMIの増大傾向が認められた。【結
論】 労働状況がBMI に与える影響は、性・年齢によって異なる。

P-2-14
特定健康診査からみた当健診センター受診者の実態と特性
富山赤十字病院　健診センター1

富山赤十字病院　心臓血管・呼吸器外科2

○佐
さ と う

藤真
ま ゆ み

由美 1　　清水　磨依 1　　泉田　祐子 1　　川口　理恵 1

　宮津　克幸 2　　仙田　聡子 1

【目的】公益社団法人日本人間ドック学会から 2014 年度人間ドック実
施施設の集積データ解析が発表され、厚生労働省からも特定健康診査
のデータ解析結果が報告されている。これらの結果と当施設のデータ
を比較し、当施設の健診受診者の実態と特性を把握し、今後の課題を
検討する。【方法】2014 年 4 月から 2015 年 3 月に当健診センター１日・
2日人間ドック・一般健康診断を受診した 30 ～ 79 歳の健診者 8302 名
（男性 4875 名、女性 3427 名）を対象とした。特定健診評価項目（腹囲・
BMI・空腹時血糖・HbA1c・脂質・血圧）と 22 項目質問票について、
人間ドック実施施設集積データである日本人間ドック学会の集積デー
タと比較検討した。また、厚生労働省が発表した 2010 年度の全国お
よび富山県の特定健康診査受診者データと比較した。【結果】当健診
センターは、特定健診評価項目においては、耐糖能異常が多く、特に
空腹時血糖高値の割合が高かった。30-50 代男性では、腹囲超過・低
HDLコレステロール血症が多かった。また、質問票では、身体活動・
運動量が少なく、間食・就寝２時間前の食事摂取が多い傾向にあった。
男性の飲酒量は全国と差がないが飲酒頻度が多かった。【考察】富山
県の気候や車社会などの環境要因から、身体活動・運動量の低下につ
ながり、間食・就寝２時間前の食事摂取が多い傾向も重なり、耐糖能
異常が増加していると考えられた。環境要因も考えながら、個人の生
活スタイルに合わせて運動量増加・食生活改善につながる保健指導が
必要である。
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P-2-15
当院健診受診者における脂肪肝のリスク因子の検討
福井県済生会病院　放射線技術部1

福井県済生会病院　内科2

福井県済生会病院　健診科3

福井県済生会病院　検査部4

○坪
つぼうち

内　啓
ひろまさ

正 1　　野ツ俣和夫 2　　北野　陽一 1　　加藤　素子 4

　真田　　拓 2　　久田あずさ 3　　藤澤　克憲 3　　岡藤　和博 3

【背景・目的】過食や運動不足といった生活習慣の変化に伴い、脂肪
肝が増加している。脂肪肝（以下 FL）の一部は肝硬変から肝細胞癌
に至る場合があること、心血管障害の発症リスクに関与することが判
明している。今回、FLの背景因子・既往歴からリスク因子を明らか
にする。【対象・方法】2016 年 3 月から 2017 年 4 月までに腹部超音波
検査を施行し、FL と診断された 11563 名（年齢 55.6 ± 10.2 歳 男性
6789 名。女性 4774 名）を対象とした。【結果】FL者は男性（41.7%）、
女性（20.2%）に認めた。男性の FL 群は非 FL群に比べてBMI25 以上、
腹囲 85cm以上、喫煙習慣、飲酒習慣、糖尿病、高血圧、脂質異常症、
運動習慣なし、食べる速度が速い、冠動脈疾患、睡眠時無呼吸症候群
は有意に高かった（p＜ 0.05）。一方、男性の非 FL群は FL群に比べ
て癌の既往が有意に多かった（p＜ 0.05）。男性の FLのリスク要因を
明らかにするためにロジスティック解析を行った結果、年齢、BMI25
以上、腹囲 85 以上、飲酒習慣、喫煙習慣、糖尿病、高血圧、脂質異常症、
運動習慣なし食べる速度が速いは FLの有意なリスク要因であった。
女性のFL群は非 FL群に比べて年齢、BMI25 以上、腹囲 90cm以上、
糖尿病、高血圧、脂質異常症、食べる速度が速い、脳血管疾患は有意
に高かった（p＜ 0.05）。一方、女性の非 FL群は FL群に比べて飲酒
習慣の既往が有意に多かった（p＜ 0.05）。女性 FLのロジスティック
解析を行った結果、BMI25 以上、腹囲 90cm 以上、糖尿病、高血圧、
脂質異常症、食べる速度が速いはFLの有意なリスク要因であった。【結
語】男女ともFL群は肥満、生活習慣病が非FL群に比べて多かった。
喫煙・飲酒習慣は男性FL群が非 FL群に比べて多かった。FL者には
生活習慣改善指導、治療を実施し将来発生する可能性のある疾患を未
然に防ぐよう促すことが必要である。

P-2-16
当人間ドック・健診センターにおける平成 28 年度腹部超音波
検査結果と特性別分析
松波総合病院　内科1

まつなみ健康増進クリニック　人間ドック・健診センター2

○日
ひ お き

置　文
ふみよし

良 1,2　　日置　敦巳 1,2　　番家　砂織 2　　南　　芳子 2

　佐伯　正人 2　　細川　寿子 1,2　　河合　壽一 1,2　　林　　　慎 1,2

【目的】平成 28 年度当施設腹部超音波検査結果を性・年齢・BMI 別
に集計分析し、今後の同検査による病気診断の効率的な絞り込みにつ
なげる。【方法】総被検者数：5257 名（男 3042 名、女 2215 名）。平
均年齢：男 50.5 歳、女 50.5 歳。装置：GE LOGIQ P6 と日立アロカ
ARIETTA60。検査者：臨床検査技師 5 名。検査時間：約 10 分。対
象臓器：肝胆膵脾腎。体格：やせ；BMI ＜ 18.5、普通；18.5 ≦ BMI
＜ 25、肥満；25 ≦ BMI。肝血管腫：2ｃｍ未満。肝腫瘤：肝血管腫
以外肝腫瘤＋2ｃｍ以上肝血管腫＋壁・内部エコー異常肝嚢胞。【成績】
有所見率：％　肝臓　脂肪肝：性別では男性 37.6％、女性 14.6％、年
齢別では男性 50 代（43.8％）と女性 60 代（27.7％）にピークが見られた。
20 代男性（16 名）は普通体格者 1名に認め、20 代女性（15 名）に認
めなかった。80 代男性（10 名）は肥満者 1名に認め、80 代女性（5名）
に認めなかった。BMI 別では男女共に肥満者が、やせや普通体格者
よりも高かった。尚、やせ体格者の脂肪肝は男性 40 代 1 名と女性 50
代 1 名だった。肝嚢胞：男性 25.0％、女性 23.0％、加齢に伴い高くな
る傾向が見られ、20 代（男性 16 名女性 15 名）に認めなかった。BMI
との関連性は弱いと考えられた。肝血管腫：男性 2.3％、女性 2.3％、
20 代では認めず、他の年齢層との関連性は弱いと考えられた。やせや
普通体格者が肥満者よりも高い傾向が見られた。肝腫瘤：男性 1.8％、
女性 1.9％、20 代では認めず、他の年齢層やBMI との関連性は弱いと
考えられた。【結論】平成 28 年度当施設腹部超音波検査結果を分析し
た。脂肪肝は、性別として男性に、年齢として男性 50 代・女性 60 代
に、体格として肥満者に重点を置いて検査・診断すべきと考える。ま
た肝嚢胞、肝血管腫、肝腫瘤は 30 代から留意し、肝嚢胞は高齢者に、
肝血管腫はやせや普通体格者に重点をおいて検査・診断すべきと考え
る。

P-2-17
CA19-9 高値を契機として偶然発見された早期胆嚢がんの１例
済生会京都府病院　健診センター

○中
なかしま

嶋　俊
としあき

彰　　山岡　純子　　小林　恭子　　山鳥　紀子
　内堀　康恵　　幡　　弘枝　　知念のり子　　奥岨　有代
　河村　香里
［目的］人間ドックにおいて、がんマーカーの CA19-9 が高値を示す
が原因不明な例が時々認められ、受診者への説明や精査が必要か否か
の判断に悩むことがある。今回、経年的に CA19-9 が軽度高値を示し
たため、病院外来と協力して経過観察・検査を重ねた結果、胆石を
除去し、早期胆嚢がんを切除できた例を経験したので報告する。［症
例］70 歳台女性。年 1回当センターで人間ドックを受ける。CA19-9
（正常値 37.0 以下、U/mL）が 2015 年 11 月 45.4、2016 年 11 月 46.6、
2017 年 3 月 40.8 と軽度高値を示した。CEA, 肝機能検査などは正常
範囲。HbA1c 6.1 ～ 6.2%。婦人科診察：子宮筋腫。上部・下部消化管
内視鏡検査：悪性所見なし。腹部エコー検査では、2015 年 11 月脂肪
肝と多発肝のう胞、2016 年 11 月脂肪肝、多発肝のう胞と新たに胆嚢
ポリープ（径 5.1mm）を認めた。CTでは、2015 年 11 月多発肝のう
胞、2016 年 12 月多発肝のう胞と新たに総胆管結石、2017 年 3 月総胆
管結石が増加、胆嚢内にも結石を認めた。MRCPにて確認後、4月内
視鏡的乳頭バルーン拡張術にて総胆管結石を除去し、5月に腹腔鏡下
胆嚢摘出術を行った。病理診断：Adenocarcinoma, tub1, with tubular 
adenoma. Tis, type0-1p, 2mm, depth m。Ｃ A19-9 は胆嚢摘出後も軽
度高値を持続した。［考察］ドック受診者の数％にCA19-9 高値が認め
られるが、その 9割以上が 100 U/mL 以下で、悪性疾患が見つかる頻
度は低いとされる。本例では、CA19-9 軽度高値を念頭において年一
回のドックと外来受診を継続したことで、偶然であったが幸いにも胆
石と胆嚢ポリープ（早期胆嚢がん）の治療に至った。径 5mm以下の
胆嚢ポリープでも 5％程度にがんが存在するとの報告があるが、画像
検査や血液生化学的検査では鑑別できない。わずかな異常所見であっ
ても無視することなく、受診者と情報を共有し相談しながら経過観察
することの重要性が再認識された。

P-2-18
健診・併設病院・大学病院の連携で治療された非機能性 PNET
の 1 例
宇治武田病院健診センター1

宇治武田病院検査科2

京都大学医学部附属病院・肝胆膵・移植外科3

宇治武田病院グループ4

○田
た ぶ せ

伏　洋
よ う じ

治 1　　花井　佑子 1　　西川亜友美 1　　川崎　百代 2

　山本　裕子 2　　穴澤　貴行 3　　武田　隆男 4　　武田　隆久 4

　武田　道子 4　　武田　隆司 4

【目的】膵神経内分泌腫瘍（PNET）は本邦では 10 万人に 2人の発症
という稀な疾患である。病理学的に種々の分化度の組織形態があり、
良性・悪性の判定が困難な腫瘍で、診断・治療においては専門領域診
療科との連携が重要である。本例の一連の画像検査を含めた治療経過
とともに当施設の健診・診療連携との関連につき報告する。【症例】
59 歳、女性。2015 年、健診の腹部超音波検査において膵頭部に最大
径が約 20 ｍｍの非機能性 PNET疑う 1例が発見され併設病院に紹介
した。その後、この受診者の追跡調査を行ったところ、併設病院での
US,CT,MRI,FDG-PETといった画像診断では転移は確認されなかった
が、EUS- 生検による術前組織診断の必要性を考慮して本疾患の high 
volume center である大学病院へ紹介された。EUS- 生検による低悪性
度の組織診断のもとに膵頭十二指腸切除（幽門輪温存）が施行され、
最終診断は最も悪性度の低い非機能性 PNET-G1 であった。術後経過
は良好で大学病院で経過観察中である。【考察】このような稀な疾患
においては患者の安心・安全な医療や臨床研究の発展にとって high 
volume center である大学病院との健診・診療連携は重要であると思
われた。また、精査受診後の最終結果を知ることは健診従事者におい
ても勉強になった。当施設は要受診判定者に対し未受診防止のために
健診・診療連携（当日紹介状作成）と受診率向上のための改善に努め
てきた（2015年の併設病院紹介290件の精査受診率は86.2%）。しかし、
併設病院紹介後の他施設への変更受診（当日紹介 290 件の 11%）や本
例のように精査受診後に他の医療機関に紹介される場合もある。追跡
調査方法の検討や最終結果の検査科など健診従事者へのフィードバッ
クを今後の課題としていきたい。
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P-2-19
当院人間ドックと物忘れドックとの連携により診断機会を得た
若年性アルツハイマー型認知症の一例
順天堂大学医学部付属順天堂東京江東高齢者医療センター1

シニアメンタルクリニック日本橋人形町2

○島
しまぬき

貫　由
ゆ り

理 1　　船曳　和彦 1　　笠貫　浩史 1　　鈴木　　賢 1

　井関　栄三 2

【はじめに】当院では人間ドックと物忘れドックは別々に運営されて
いる。今回受診者家族からの強い要望で、二つのドックが連携し特別
な配慮のもと健診を行い認知症診断に至った症例があり報告する。【症
例】症例は 42 才女性。既往歴：特記なし。家族歴：母が若年性アル
ツハイマー型認知症で死亡。【経過】症例の夫から当院人間ドックへ
受診相談の電話が入った。妻の物忘れが進行し認知症が心配であるが、
実母が若年性認知症で早世し病気や受診に拒否的であるため本人にわ
からぬよう人間ドックとして受診させたいとの希望であった。夫の情
報からある程度切迫した病状の進行が予測され早急な診断のために二
つのドックが連携した健診プログラムを立案し夫の了承を得た。受診
日当日通常の健診プログラムを終了後、本来は物忘れドック二次健診
で行う頭部MRI、PET/CT、心理検査を施行した。夫の強い要望があ
り、妻には物忘れドックという言葉は使用せず一連の検査は人間ドッ
クの一貫として説明し問題なく終了した。【結果】人間ドックでは精
査を要する異常は認めなかった。物忘れドックでは、記銘・記憶力
低下など中等度レベルの全般性認知機能障害と意欲・自発性低下を認
めた。頭部MRI では前頭葉優位の軽度のびまん性大脳萎縮を認めた。
脳 FDGPETでは両側の後部帯状回、頭頂・側頭連合野、前頭前野に
糖代謝低下を認めた。以上の所見により若年性アルツハイマー型認知
症と診断、家族歴から遺伝性認知症（家族性アルツハイマー型認知症）
が強く疑われた。【考察】受診拒否により診断が遅れていたものの、
家族の強い要望で人間ドックと物忘れドックが連携し受診・認知症診
断の機会が得られた症例を経験した。今後も同様の事例に直面した場
合は介入機会を逃さぬように努めたい。

P-2-20
ヘッドマウント型視野計 imo®での黄斑部疾患スクリーニングプ
ログラムの使用経験
東京慈恵会医科大学附属病院　眼科学講座

○駒
こまがた

形　友
ゆ き

紀　　奥出　祥代　　谷澤　芙実　　高田有希子
　伊藤　朝美　　古市　真与　　江田　愛夢　　大平　　亮
　伊藤　義徳　　中野　　匡
【目的】両眼開放での視野検査が可能なヘッドマウント型視野計 imo®
（imo）の新たな機能として開発が進められている imo 検診プログラム
には、緑内障の早期発見目的の視野検査に加え、黄斑部疾患のスクリー
ニングとして広く用いられているアムスラーチャートが搭載されてい
る。今回われわれは imo 検診プログラムのプロトタイプを用い、従来
型のアムスラーチャートとの異常検出結果を比較検討したので報告す
る。
【対象と方法】2018 年 3 月から 4月に変視を訴え網膜・黄斑疾患を疑
われ当大学の眼科外来を受診し、検眼鏡的所見と光干渉断層計（OCT）
の結果と併せて眼科医により片眼もしくは両眼の黄斑部疾患と診断さ
れた 11 例 22 眼（平均年齢 49.7 ± 11.9 歳） と眼科的疾患を有さない正
常ボランティア 16 例 32 眼（平均年齢 36.0 ± 10.2 歳）を対象とした。
すべての症例に対し、同日に検査順序は無作為に imo と従来型のアム
スラーチャートでの歪みの自覚の有無を調べ、黄斑部疾患に対する異
常検出の割合を比較した。
【結果】検眼鏡的所見とOCTで黄斑部疾患が認められた13眼において、
imo と従来型の両検査で異常が検出されたものは 11 眼、imo か従来型
のいずれかのみで異常検出されたものは imo では 0眼、従来型では 2
眼であった。また他覚的所見で黄斑部疾患を認めなかった 1眼におい
て imo のみで異常を検出した。
【結論】imo 検診プログラムは黄斑部疾患のスクリーニングにおいて
従来型のアムスラーチャートと同等の異常検出力をもち、今後新たな
検診ツールとしての応用が期待できると思われた。しかし偽陽性、偽
陰性の出る症例も存在したことから、評価には留意が必要であると考
えられた。

P-2-21
特定保健指導「脱落者ゼロ」を目指した取り組み
医療法人社団蘇生会　蘇生会総合病院　健康増進センター

○明
みょうご
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ゆ う こ

子　　松本　泳子　　平野　理恵　　中村　昭光
　山鳥　紀子　　田中　香織
【目的】当センターでは、平成29年２月より専任の保健師が配属された。
これにより、特定保健指導（以下保健指導）において、脱落者ゼロの
状態が維持できており、またその独自の支援方法により体重及び腹囲
の改善もみられたため、その効果を検討し報告する。【対象および方
法】2009 年から 2016 年３月末までに保健指導を実施した 47 名（積極
的支援 11 名・動機づけ支援 36 名）をA群、2017 年３月から 2018 年
２月末までに保健指導を実施した 11 名（積極的支援５名・動機づけ
支援６名）をB群とし、それらの途中脱落者数と体重及び腹囲の改善
率について比較した。【結果】A群では脱落者数が 12 名（25.5％）で
あったのに対し、専任の保健師が配属されてからのB群では脱落者数
０名となった。また体重及び腹囲の改善率においては、動機付け支援
A群の体重－ 2.9％・腹囲－ 2.2％に対し、動機付け支援B群は体重－
5.0％・腹囲－ 4.3％と改善がみられた。【考察】専任の保健師が配属さ
れたことにより、電話や手紙による支援が強化された。また、対象者
に合わせた個別性のある支援（動機づけ支援であっても毎月手紙のや
りとりを行ったことや、希望に応じて２カ月ごとの面談を実施したこ
となど）が脱落者をなくし、結果として動機付け支援においての体重
及び腹囲の改善にも大きく影響したのではないかと考える。【まとめ】
この結果を踏まえ、引き続き個別性のある支援を継続していくことで、
脱落者ゼロ、さらに体重及び腹囲の改善に繋がる支援ができるのでは
ないかと考えられる。今後の課題としては、平成 30 年４月より当セ
ンターにおいて当日の保健指導実施を目指すにあたり、いかに脱落者
を出さないよう継続できるかが重要となってくる。そのためにも更な
る指導技術の向上とより細やかな個別性のある支援が必要になってく
ると考える。

P-2-22
特定保健指導における体験型指導法の検討―３kg の体脂肪モデ
ルを用いて―
地域医療機能推進機構　金沢病院　健康管理センター
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子　　加藤奈津子　　向　　紗知　　多田真奈美
　樫本　南乃　　佐藤　陽子　　堀口　　優
【目的】特定保健指導において、3kg の体脂肪モデルを持ち実際に重
量を感じる体験型指導法が、体重減少に効果を及ぼすか検討する。【方
法】2016 年度の健診当日に特定保健指導を受けた者で本研究に同意が
得られた 215 名を介入群とした。初回面接時に通常の保健指導に加え
て体脂肪モデルを体験してもらい、直後に初回アンケートを実施した。
6ヶ月後の最終面接終了後、最終アンケートを実施した。介入群 215
名のうち次年度に健診データの得られた 184 名を体験群とし、健診時
の体重値から体重変化率を算出した。2015 年度の特定保健指導実施群
（未体験群）170 名の体重変化率と対応のない t検定にて比較した。ア
ンケートは単純集計を行った。【倫理的配慮】JCHO金沢病院倫理審
査委員会の承認を得て実施した。【結果と考察】体験群の体重変化率
平均値は－ 0.9%（SD3.9）、未体験群は－ 0.6%（SD3.5）p=0.499 であ
り、体重変化率に有意差は認められなかった。アンケートでは初回面
接で 3kg の重さを「すごく重い」「重い」と感じた者は 91.5%、3kg の
重さを体験しダイエットが必要だと「やや思う」「大変そう思う」と
感じた者は 97.7% であった。しかし最終面接では半年間のプログラム
中で 3kg の重さを思い出すことが「よくあった」「たまにあった」と
答えた者は 31.2%、3kg の重さを体験することでダイエットに効果が
あったと「やや思う」「大変そう思う」と感じた者は 55.8% であった。
初回面接時に体脂肪モデルを持ち自身の身体状況に危機感を感じられ
たことは、減量への動機付けの一助となったが、その危機感を継続す
ることができない者が多かった。危機感を持ち続けられるよう 6ヶ月
間の介入方法に工夫が必要である。【結論】体重変化率に有意差は認
められなかったが、体脂肪モデルの体験後に体重減少の必要性を 9割
以上の者が認識しており、動機付けには有効であった。今後は危機感
を維持させるアプローチ方法の検討が課題である。
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P-2-23
特定保健指導対象者の当日指導未利用の理由−協会けんぽ特定
保健指導対象者に焦点をあてて−
原町赤十字病院1

群馬県立健康科学大学2

○山
やまざき
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まどか

1　　山本　和美 1　　山田　昇司 1　　竹澤　二郎 1

　小野田房子 1　　橋爪　直紀 1　　坪井　りえ 2　　塩ノ谷朱美 2

【目的】協会けんぽ特定保健指導対象者の当日指導未利用の理由を明
らかにすることである。【方法】対象はH29 年 11 月～ H30 年 1 月の
期間にＡ病院で特定健康診査を受診した協会けんぽの被保険者のう
ち、特定保健指導の対象者で、当日指導を希望しない者とした。調査
方法は無記名自記式質問紙調査とした。質問紙の項目は、過去５年間
の協会けんぽ特定保健指導対象者の特性に基づき独自に作成した。分
析は記述統計量を算出し、未利用の理由を検討した。なお、本研究は
研究者が所属する機関の倫理委員会の承認を得て実施した。【結果】
特定保健指導の対象となった 95 名のうち、受診勧奨者等を除く 57 名
に質問紙を配布した。うち研究協力への同意が得られた 56 名を対象
とし、全員から回答を得た（回収率 100％）。有効回答は 53 名（有効
回答率 94.6％）であり、性別は男性 44 名（83.0％）、女性 9名（17.0％）
であった。年齢は 40 歳代が 25 名（47.2％）と最も多く、職種はサー
ビス業が 17 名（32.1％）と最も多かった。未利用の理由は、「この後
すぐ仕事に戻らなければならない」29 名（54.7％）、「この後仕事には
戻らないが時間がとれない」13 名（24.5％）、「必要なら自分でやる」
10 名（18.9％）であった。次いで「勤務地が遠いため今後来られない」、
「すでに自分で生活習慣の改善に取り組んでいる」、「保健指導を受け
るのが面倒だ」がそれぞれ 8名（15.1％）であった。【考察】未利用の
理由は「この後すぐ仕事に戻らなければならない」など時間的な理由
のほか、干渉されたくない気持ちや健康よりも優先するものがあると
推測された。今後は、健診の後に従業員が特定保健指導を利用してか
ら職場に戻ることが一般的となるような職場環境に向けて、協会けん
ぽと連携し事業主に働きかけていくとともに、対象者の気持ちを受け
止め寄り添う支援が重要である。

P-2-24
特定保健指導の当日実施と後日実施の比較検討―当施設の特定
保健指導を導入したＡ社を対象として―
一般財団法人健康医学協会　東都クリニック
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馬　　飯塚　富子　　井上　洋子　　佐藤　寧子
　佐藤　佳世　　佐々木明美　　勝木美佐子　　野本　一臣
　富岡　照彦　　大坪　　修
【目的】当施設で平成 29 年度に実施した特定保健指導プログラムにつ
いて、当日実施を導入したＡ社の当日実施と後日実施をした社員の実
施効果について比較検討した。
【研究方法】（研究対象）対象者は、特定保健指導を平成 29 年 6 月か
ら平成 30 年 3 月に特定保健指導の初回面談を実施した者。（方法）健
診及び特定保健指導時の情報をもとに、初回実施から最終評価までの
体重、腹囲の変化についてMicrosoft 社の表計算ソフト Excel を使用
して統計的分析及び比較を行った。（倫理的配慮）本研究は、当施設
で倫理的に問題がないか審査され承認を得て行われた。データの使用
については、健診時及び特定保健指導初回実施時に配布する書面に明
記し、その旨を口頭で周知している。
【結果】研究対象に該当した者は 42 名（当日実施者 32 名、後日実施
者10名）であり、その内最終評価を行えた者は21名（当日実施者15名、
後日実施者 6名）であった。正規終了できなかった対象者は、当日実
施者で 17 名（受療開始 2名、自己都合 6名、連絡とれず 9名）、後日
実施者で 4名（受療開始 2名、資格喪失 2名）だった。正規終了した
当日実施者の平均減少量は、腹囲が 2.82cm、体重が -0.27kg であった。
正規終了した後日実施者の平均減少量は、腹囲が3.52cm、体重が2.15kg
であった。
【考察】当日実施、後日実施ともに腹囲は減少しており、当施設のプ
ログラムに一定の効果があったと考えられる。しかしながら体重の減
少ではわずかに当日実施者では効果に差が見られ、今後詳細に検討す
る必要がある。実施者の正規終了までの到達率は、当日実施者よりも
後日実施者のほうが高かった。これは、後日実施者の場合、本人の意
思で参加しているため、実施の段階で既に動機づけが行われている為
ではないかと考えられ、より継続に結びつく動機づけが重要である。

P-2-25
当院における特定保健指導の取り組み　～実施率向上を可能と
した方策～
医療法人　山下病院　健診センター

○武
たけうち

内　里
さ と え

恵　　石川　順子　　高間実可子　　片桐　美穂
　坂口　紀代　　大島　　章　　泉　　千明　　中澤　三郎
　片山　　信　　服部　昌志
【目的】平成 30 年度から始まる厚生労働省の特定健診・保健指導実施
率に応じた後期高齢者支援金の加算・減算の見直しにより各健保組合
や企業からの保健指導実施率の向上のニーズが高まってきている。当
院では、これまで対象者の選定から声掛け、保健指導の実施までを保
健師 2名のみで行っていたが、当日の保健指導実施率を向上させるた
めには限界があった。今回、事務職員・管理栄養士と共に取り組みを
開始したところ、実施率の大幅な向上が可能であったので報告する。
【方法】平成 29 年 11 月より保健指導対象者への声掛けを事務職員 1
名が専属で行い、健診終了後に保健師・管理栄養士の 3名が保健指導
を実施した。【結果】平成 28 年度の 11 月から 3月までの当院で保健
指導の対象者は 510 名でそのうち保健指導を実施したのは 74 名、実
施率は 14.5％であった。新たな取り組みを行った平成 29 年度の 11 月
から 3月の対象者は 564 名で保健指導を実施したのは 352 名、実施率
は 62.4％まで向上した。【考察】保健指導実施率を向上させる方策の
一つとして、保健師が保健指導に専念できることがあげられる。事務
職員が専属で保健指導対象者に声掛けをすることで保健指導へ導く流
れがスムーズになり、保健師は保健指導に専念することが可能となっ
た。また、当施設は病院併設であり、保健指導のマンパワーも管理栄
養士が加わることで 2名から 3名へ新規採用を行うことなく増員でき
たことも実施率向上につながった。【結語】保健指導件数の増加により、
保健師のフォローアップ等の負担が大きくなったことは課題であり、
保健指導の質を高めるため、保健師の業務の見直しを進めていきたい。

P-2-26
特定保健指導における健康教室での活動報告～運動指導での理
学療法士の関わり～
白浜はまゆう病院　南紀白浜温泉リハビリテーションセンター1

白浜はまゆう病院　人間ドック・健診センター2

○山
やました

下　範
のりゆき

恭 1　　松尾　晃次 2　　桑畑　浩子 2　　森本　信三 1

　間野　多絵 1

【目的】わが国では 2008 年より特定健診・保健指導が導入、また 2013
年から健康日本 21（第 2次）が開始され、生活習慣病対策の取り組み
が行われている。糖尿病運動療法の実施状況を調査した佐藤らは運動
療法の指導体制は不十分で食事療法と比較して較差を認めた事、運動
指導でコメディカルによる指導が少ない事を報告している。当院では
2012 年から特定保健指導の健康教室で理学療法士（以下、PT）が運
動指導に関わっている。生活習慣病対策としては運動実施に加え、い
かにして継続するかも重要である。今回、運動に対する意識調査を行
い PTが関わりを持つ必要性を考察したのでここに報告する。【方法】
佐藤らの調査を参考にアンケートを作成、「糖尿病」のテーマで実施
した特定保健指導健康教室の参加者に対して、教室終了後に記入を依
頼した。また、運動機能の評価としててんとう虫テストを使用し推定
歩行年齢を算出した。【結果】アンケート回収 11/11 名、回収率 100％
年齢 69.1 ± 3.0 歳、男女比 5：6、推定歩行年齢 56.8 ± 5.9、運動して
いる 7/11 名、自分に合った保健指導を受けたい 8/11 名、誰から保健
指導を受けたい：PT7/11 名、運動の継続に必要なもの：時間 4/7 名、
友人 3/7 名、施設・設備 3/7 名、教室に満足した：大変満足 11/11
名であった。【結論】参加者の平均年齢に比して推定歩行年齢は低値
を示した。保健指導や運動に対する意欲は高い結果となった。また、
PTが運動指導を行う教室に満足しており、さらに運動指導内容に対
して期待も伺えた。しかし、今回の対象者は継続して自主的に教室に
参加しており、健康・運動に対する意識が高いと言える。今回の結果
を踏まえ、運動効果を示す・実感するなど PTの専門性を活かした指
導内容の充実と、参加しやすい教室の工夫や周知方法を検討し、未参
加の保健指導対象者への働きかけを行うことにより、特定保健指導の
実施率向上に繋がるのではないかと考える。
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P-2-27
質問票記入時、保健指導希望有無によりＨ 28 年度特定保健指
導結果とＨ 29 年度特定健診結果を比較、また改善がみられた
１症例を紹介
静岡済生会総合病院　健康管理センター

○増
ま す だ

田真
ま ゆ み

由美　　中村　有美
【目的】健診前の保健指導希望の有無により特定保健指導実施者を分
け、特定保健指導をすることでデータの改善がみられるか確認する。
【方法】Ｈ 28 年度特定保健指導実施者を健診前の質問票で希望のあっ
た 36 名と希望のなかった 8名にわけ、特定保健指導の健診時、初回時、
評価時の比較とその中でＨ 29 年度に特定健診を受けた者の結果を比
較した。【結果】H28 年度に特定保健指導実施者の次年度の支援内容
は質問票での希望あり、なし共改善がみられた（特定健診結果の比較
については、グラフにて表示予定）。【結論・考察】特定保健指導を実
施することにより、データの改善が見られた。少人数での確認であっ
たが、質問票にて希望なしだった者も、特定保健指導を受けるように
すすめ、実施することにより次年度の支援内容、データの改善が確認
できた。特定保健指導を対象者に合わせて行うことによりデータの改
善がみられることも確認できた。今後も積極的に特定保健指導をすす
めていく。

P-2-28
青森県における特定健診受診者のメタボリックシンドローム階
層化および腎機能別の推定食塩摂取量について
公立大学法人青森県立保健大学　健康科学部　栄養学科1

公立大学法人青森県立保健大学　健康科学部　看護学科2

公益財団法人　八戸市総合健診センター3

天使大学　看護栄養学部　看護学科4

○熊
くまがい

谷　貴
た か こ

子 1　　山田　真司 2　　福島　郁子 3　　磯島美穂子 3

　伊藤　治幸 4

【目的】特定健診受診者の階層化および、尿蛋白・血清クレアチニン値
を用いた腎機能評価別に、随時尿による推定食塩摂取量を把握すること。
【方法】八戸市総合健診センターにおいて、2016 年に特定健診審査を受
診した 34 歳以上の対象者に尿中食塩排泄量検査を行った。1032 名（587
名、445 名）のうち、既往、服薬、ペースメーカー、透析を除く 516 名（男
性 315 名、女性 201 名）を対象とした。男女別に、標準的な健診・保健
指導プログラムの階層化に従い該当群、予備軍、非該当群に 3分類した。
腎機能は、尿蛋白と eGFR値から「すぐに医療機関の受診」、「医療機関
での再検査」、「生活習慣の改善」、「継続した健診受診」に 4分類した。
各分類別の推定食塩摂取量を比較検討した。階層化 3分類と腎機能 4分
類の該当者割合はクロス集計、推定食塩摂取量の比較は一元配置分散分
析を行った。
【結果】平均年齢は、男性 56.1 ± 11.4 歳、女性 60.2 ± 10.4 歳で、食事摂
取基準の目標量以上者は、男性 91.3%、女性 93.0% であった。階層化別
の推定食塩摂取量は、該当群は男性 13.5 ± 2.6g、女性 13.4 ± 5.7g、予
備群は男性 12.9 ± 3.7g、女性 13.3 ± 2.8g、非該当群は男性 12.2 ± 3.4g、
女性 11.2 ± 2.9g であった。男女ともに有意な差はなかった。腎機能別
では、男性で「医療機関での再検査」より「継続した健診受診」が多かっ
た。階層別に腎機分類別で検討した結果、男女で有意な差はないが「す
ぐに医療機関の受診」より「継続した健診受診」で多い傾向にあった。
【考察】メタボリックシンドロームの非該当者や、腎機能評価で「継続
した健診受診」であっても推定食塩摂取量が多い場合がある。今後、対
象者数を増やして検討する必要がある。保健指導では尿中の食塩摂取量
を測定し、腎機能低下の早期発見と予防、減塩につなげる取組が重要で
ある。
【結語】メタボリックシンドローム非該当者や腎機能に問題がない場合
でも、食塩摂取量が多い傾向がみられた。

P-2-29
積極的支援と動機付け支援者に対する特定保健指導の 1 年後の
検査値への効果について
公益財団法人　八戸市総合健診センター1

公立大学法人青森県立保健大学　健康科学部　看護学科2

公立大学法人青森県立保健大学　健康科学部　栄養学科3

天使大学　看護栄養学部　看護学科4

○福
ふくしま

島　郁
い く こ

子 1　　磯島美穂子 1　　山田　真司 2　　熊谷　貴子 3

　伊藤　治幸 4

【目的】保健指導の 1年後の効果を検査値の改善の有無によって明ら
かにする。
【対象】八戸市総合健診センターで 2014 年の特定健康診査を受診し、
積極的支援、動機付け支援に階層化され、2015 年の特定健康診査を受
診した者のうち、2014 年の特定健康診査において血圧、血糖、脂質に
関する薬物治療を行っていないと答えた 4,906 名（男性 3,647 名、女
性 1,259 名）。
【方法】2014 年に保健指導を受けた 790 名（男性 529 名、女性 261 名）
を指導群、保健指導を受けていない 4,116 名（男性 3,118 名、女性 998
名）を非指導群とし、男女別に分けて、指導群・非指導群、積極的支
援・動機付け支援を対応の無い要因、健診年度を対応のある要因とし、
年齢を共変量として共分散分析を行った。 
【結果】男性では腹囲、体重、BMI、収縮期血圧、拡張期血圧、空腹時血糖、
HDLコレステロールが健診年度について有意な交互作用を持ち、保
健指導の有意な改善効果がみられた。女性では空腹時血糖、HDL コ
レステロールが健診年度について有意な交互作用を持ち、保健指導の
有意な改善効果がみられた。 
【考察】保健指導の 1年後の効果は積極的支援、動機付け支援のいず
れにおいても男性では多くの検査値において改善効果が示された。検
査値の健診年度と指導の有無との交互作用が有意であることから指導
の効果は明らかとなった。一方で、指導群と非指導群で 2014 年の健
診における検査値をマッチさせていないため、本研究デザインでは保
健指導を受診するという意思決定自体も保健指導の効果に含まれてし
まっていることには注意が必要である。
【結語】保健指導の 1年後の効果は積極的支援、動機付け支援のいず
れにおいても複数の検査値において改善効果が示された。

P-2-30
特定保健指導の検査値改善効果と保険者種別との関連について
青森県立保健大学　健康科学部　看護学科1

青森県立保健大学　健康科学部　栄養学科2

天使大学　看護栄養学部　看護学科3

○山
や ま だ

田　真
ま さ し

司 1　　熊谷　貴子 2　　伊藤　治幸 3

【目的】保険者種別によって保健指導の効果が異なるならば、その知
見を利用することでより有効な保健指導を行える可能性がある。保健
指導の効果が保険者種別によって異なるかどうかを 1年後の検査値の
改善によって明らかにする。
【対象】八戸市総合健診センターで 2014 年の特定健康診査を受診し、
積極的支援、動機付け支援に階層化され、2015 年の特定健康診査を受
診した者のうち、2014 年の特定健康診査において血圧、血糖、脂質に
関する薬物治療を行っていないと答えた 4,906 名（男性 3,647 名、女
性 1,259 名）。
【方法】男女別で、被験者内要因を検査値、被験者間要因を指導の有
無と保険者種別、共変量を年齢とする 3要因共分散分析を行い 2次の
交互作用を調べた。検査値は腹囲、体重、BMI、収縮期血圧（SBP）、
拡張期血圧（DBP）、中性脂肪（TG）、LDLコレステロール（LDLC）、
HDLコレステロール（HDLC）、空腹時血糖（FBG）を用いた。指導
群は 2014 年に保健指導を受けた者（男性 529 名、女性 261 名）であり、
非指導群は男性 3,118 名、女性 998 名である。保険者種別は国保、協
会健保、その他の健保、その他の健保被扶養者の 4群とした。 
【結果】男性で 2次の交互作用、健診年度×指導の有無×保険者種別
が有意となったのはTG、LDLC、HDLC であった。指導群×保険者
種別が有意となったのは SBP、健診年度×保険者種別で有意となった
のはDBPであった。体重、腹囲、BMI、FBG については保険者種別
の関わる交互作用はいずれも有意とはならなかった。女性で健診年度
×指導の有無×保険者種別が有意となったのは体重のみであった。指
導群×保険者種別が有意となったのはTG、LDLC、FBG、健診年度
×保険者種別で有意となったのはTG、FBG であった。腹囲、SBP、
DBP については保険者種別の関わる交互作用はいずれも有意とはな
らなかった。
【結論】男性では脂質異常症に関連する検査値について保健指導の効
果が保険者種別で異なる可能性が示された。
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P-2-31
実践可能で減量に繋がる行動計画を立案するための取り組み -
指導のプロセス評価・分析を行い、効果的な特定保健指導を提
供する -
JA北海道厚生連　札幌厚生病院　健診センター

○加
か と う

藤麻
ま い こ

衣子　　松平真美子　　渡辺　恭代　　坂上　恵美
　吉永　理恵　　草刈　彰子
　特定保健指導のプロセスに関する先行研究は少なく、実践可能で減
量につながる保健指導を実施するためのプロセスを明らかにしたいと
考えた。平成 26 年に動機づけ支援を行った対象者をもとに実施過程
と保健指導記録の評価を行った。健康課題を導き出せるようなアセス
メントを行い、受診者と健康課題を共有できる記録用紙へ変更した。
また、実施過程についてマニュアルを作成し、各自の学習や経験に任
せられていた保健指導方法を統一した。平成 27 年の動機づけ支援の
初回面接者を対象に、変更した実施過程や保健指導記録が効果的で
あるか体重減少群と増加群で比較・分析し、検討したので報告する。
【目的】実践可能で減量に繋がる行動計画を立案するためには、どの
ような実施過程や特定保健指導記録が効果的かを明らかにする。【対
象・方法】平成 27 年 12 月に動機付け支援の初回面接を行った 34 名
の保健指導記録からアセスメント、行動計画、自己効力感について、
体重増加群・減少群で比較し分析した。【結果】体重減少群は 23 名、
体重増加群は 11 名であった。減少群の食事に関するアセスメントは
82.6％、運動は 91.3％だった。一方、増加群では、食事 54.5％、運動
90.9％であった。計画が具体的だったのは、減少群が 87.7％、増加群
が 78.1％であった。計画立案時は対象者に自己効力感を確認し、自己
効力感が低いものには 76.9％に代替案が立案されていた。評価時の行
動計画の実施率は減少群 60％、増加群 40.6％であった。実施できた理
由は、実行しやすい計画だった、自分で決めた計画だったが多く、実
施出来なかった理由は意識できなかったが多かった。【結論】適切な
アセスメントを行い健康課題を導き出した上で、自己効力感をを考慮
した計画を立案することで、減量に繋がる可能性が示唆された。受診
者の行動意欲の継続に繋がるようセルフモニタリングへの支援が今後
も課題である。
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満腹まで食べる食習慣と健診データとの関連について
公立学校共済組合近畿中央病院　循環器内科1

公立学校共済組合近畿中央病院　健康管理センター2

公立学校共済組合近畿中央病院　看護部3

公立学校共済組合近畿中央病院　総合診療科4
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【目的】満腹まで食べる食習慣（eating until full: EF）は肥満のリスク
とされる（BMJ2008）。人間ドック受診者で EFがどのような検査と
関連するのかを検討することを目的とした。【方法】2011 年 8 月から
2013 年 12 月までに受診した 65 歳未満の 663 人（女性 229 人）を対象
とした。「満腹まで食べますか」の回答が「はい」（EF群）、「いいえ」（非
EF群）で群分けした。内臓脂肪面積はCTで計測した。【結果】全体・
男性・女性いずれにおいても、ウェスト、皮下脂肪面積、内臓脂肪面
積（VFA）などの肥満指標やAST、ALT、耐糖能障害の指標は EF
群の方が有意に高値を示した。また収縮期血圧、中性脂肪、HbA1c
に関しては女性のEF群で有意に高値であった。高感度CRPは全体・
女性の EF群で有意に高値であった。【結語】満腹まで食べる食行動
は、概ねVFAなどと正の関連を示したが、特に女性において血圧上昇、
中性脂肪上昇、糖代謝異常と有意に関連し、高感度 CRP 上昇に関与
しているかもしれない。

P-2-33
職員の健康管理　～自己管理意識を高める取り組み　減塩・禁
煙指導から～
公益財団法人　白浜医療福祉財団　白浜はまゆう病院　食養科
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【目的・背景】当院では職員のインスタント食品・市販弁当の利用が
多く、職員食の味が薄いという意見がある。国民健康栄養調査結果で
は若い世代ほど外食や中食の利用割合が高く栄養バランスに課題があ
ると報告されている。また、当院の喫煙率は 2016 年度 全体 20.4％男
性 35.8％女性 12.2％と高い傾向である。今回新たに味覚テストを行い、
減塩・食生活管理、禁煙への動機づけとなることを目的とした取組を
行ったので報告する。【方法】2017 年度職員健診実施時に任意での協
力を求めた。塩分濃度３種類のすまし汁（A薄味 0.6％、B普通味 0.9％、
C濃味 1.3％）を飲用後、アンケート記入。回収時に保健師、管理栄
養士から減塩・禁煙パンフレットを用いて個別に指導を行った。年代
別に、血圧・ＢＭＩ・喫煙・塩分嗜好傾向の関係を比較検証した。【結
果】職員 402 名中 265 名アンケート回収率 65.9％。平均年齢 39.3 歳、
男性 37.3 歳、女性 40.4 歳。喫煙率は全体で 24.2％、男性 38.5％、女性
16.9％。最も高い年代は男性 50 代、女性 30 代。減塩を心がけている
割合は年齢が高くなるほど高い傾向にあった。塩分嗜好は若年層、肥
満群、喫煙有が濃い味を好む傾向にあった。50 代男性で BMI、喫煙
率ともに高く、健診結果においても血圧が高い傾向がみられた。【考察】
塩分の過剰摂取は高血圧、胃癌のリスクファクターであり、糖尿病患
者においては塩分域値が高い傾向にある。また喫煙により舌の味蕾細
胞が麻痺するという報告がある。健診結果で指摘のある者に加え、現
時点では健診結果に異常がない若年層への減塩・禁煙指導は重要と考
える。味覚テストを通して減塩・禁煙指導を実施し、興味を持って参
加した職員が多く動機づけにつながったと考える。【結論】今後も職
員健診や職員食を利用した指導を継続して行い、職員の健康管理意識
の向上に貢献していきたいと考える。

P-2-34
当院における禁煙指導と肺癌検診への導入
焼津市立総合病院　外科
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【目的】2014 年 4 月に当院に赴任して呼吸器外科外来を担当し、初診
時進行肺癌例の多い事、救急外来から当科初診となる方が多い事から、
肺癌予防目的の禁煙指導や、早期発見目的の肺癌検診を含めた対応を
検討した。【方法】2014 年 4 月以降、内科外来スタッフの協力を得て
禁煙外来を担当。2017 年 10 月より住民健診での胸部異常陰影要精査
例を対象とした、胸部検診後の精査専門外来を開始。2018 年 3 月から
胸部ＣＴ検診を開始し、精査フォローを当方にて担当した。肺癌予防
の観点からの禁煙指導、禁煙外来受診促進に取り組むこととした。禁
煙指導について、禁煙指導書類を原則全例に配布し、診療の一環とし
て組み込んだ。希望者には禁煙外来予約を可及的早期（一週間以内）
に受診できるよう配慮した。また、年一回の市民むけ肺癌関連講座参
加者には禁煙指導の内容と禁煙外来のアピールを盛り込むようにし
た。【結果】胸部検診から要精査の結果を通知され当科初診となった
方々は、健康に対する意識が高く、禁煙外来への移行も問題なく行え
た。初診時に禁煙指導を組み込むことで、抵抗なく禁煙導入できる印
象を受けた。胸部検診精査に肺癌症例は少なく、間質性肺炎やCOPD
などのフォローが可能な診療体制が必要となった。肺癌の早期発見に
はＣＴ検診が不可欠で、微小病変の検出に有用であり、重度喫煙者な
ど高リスク例にはＣＴ検診を進めるべき。【結語】禁煙指導には初診
時のアプローチが大切で、禁煙成功への重要な機会と考える。胸部単
純写真による検診とＣＴ検診の適応については地域への継続的な啓蒙
が必要である。
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P-2-35
パターンプロセス理論から見た喫煙毒性
異常パターン別寿命短縮効果および性差について
公益財団法人　高知県総合保健協会
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【目的】健診における検査異常から導かれたパターンプロセス理論１）2）

を用い喫煙習慣の有無によるパターンプロセスの違いおよびその性差
について考察した。
【対象および方法】H22-28 年度に当協会で特定健診に準ずる健診を受
診した高知県人男性 248885 名（非喫煙 159539 名 喫煙 89346 名） 女性
238182名 （非喫煙219094名 喫煙19088名）。定義1）2）に従って男女各々、
非喫煙群と喫煙群のパターンプロセスを推定した。
【結果および考察】喫煙の有無別の2群でパターンプロセスを求めると、
基本パターンから、ターミナルパターンに至るプロセスは明確に保
持されるものの、喫煙群で全てのパターンで左方変異（若年化）が生
じ、非喫煙群と比較して高リスク群で 5年、低リスク群で 10 年の寿
命の短縮が推定された。高リスク群で肥満化、低リスク群で低体重化
を認めた。女性も同様の傾向が認められるが、男性より顕著で、本来
50 歳まで遅延傾向だったパターンプロセスの出現傾向が消失し、毒性
が強く発揮されることが推測された。　喫煙による寿命短縮効果は、
健康長寿が期待されたパターンにも影響が強く、喫煙による体重抑制
は、寿命短縮につながることが予想される。また女性にとっては、女
性ホルモンによると考えられた保護作用が消失することにより、喫煙
の酸化的影響はエストロゲンの抗酸化的効果を凌駕するものと考えら
れた。喫煙の有無という定量的でない群間比較であるものの、明確の
差が見出されることより、喫煙の直接影響のみならず、喫煙行動を含
めた生活習慣の中に、健康長寿を阻害する強力な要因が存在すること
が想定される。
参考文献　
1. 健康管理の為のパターンプロセス理論の構築 , 高知県医誌，20:163-
169,2015.　
2. パターンプロセス理論の構築 検査異常パターンの推移を用いた個人
の将来的健康度評価について　第 58 回日本人間ドック学会（埼玉）
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禁煙外来終了後の継続支援
諏訪赤十字病院　健診センター

○柳
やなぎはら

原　園
そ の こ

子　　宮下　辰也　　笠原　　寛　　渡邊　秀彦
【目的】　A病院健診センターの禁煙外来で 12 週間の禁煙治療をした
者に、治療を終了して１ヶ月後に禁煙の確認と継続の支援をした。そ
の結果、禁煙の継続率に影響を及ぼしたか、さらなる支援が必要か明
らかにする。【方法】　1）平成 27 年 10 月～平成 28 年 3 月にA病院健
診センターの禁煙外来を受診し、12 週間の禁煙治療を終了した 40 名
に、治療終了１ヶ月後に電話で禁煙状況の確認と継続支援を実施。　2）
A病院健診センターの人間ドック問診票で、禁煙外来受診から１年経
過後に禁煙しているか調査。【結果・考察】　平成 27 年 10 月～平成 28
年 3 月の期間に、禁煙外来を受診した者は 50 名。禁煙外来を終了し
た者は 40 名、禁煙成功者は 34 名（68％）。男性 27 名、女性 7名。禁
煙外来終了時に喫煙者は 6名。男性 5名、女性 1名、計 6名だった。　
1ヶ月後の禁煙継続者は 32 名（64％）。再喫煙者は 2名で、再喫煙の
動機は、集まりがあった、友人から勧められた、アイコスに変えたな
どであった。12週間の禁煙治療時の喫煙者は、1ヶ月後も喫煙していた。
禁煙外来受診中に禁煙を成功させることが、その後の禁煙の成功につ
ながっている。1ヶ月後の禁煙状況の確認で、吸いたい気持ちがある
がなんとか頑張っている、ガムをかんで気を紛らわせている、飲酒の
席で吸わないなど喫煙欲求が高まった時に対処行動をとっていた。電
話支援することで、対処行動の確認や体重増加の対応など生活支援を
する機会にもなっていた。1年後の禁煙状況は禁煙外来成功者のうち
18 名の確認ができた。禁煙者 12 名、喫煙者 6名。喫煙者は、男性 3名、
女性 3名。1ヶ月後支援の他に継続した支援が必要である。【結論】１）
禁煙外来終了 1ヶ月後に禁煙の支援することは、禁煙支援の手立てと
して有効であった。1年後の禁煙率を上昇させるにはさらなる支援が
必要だと示唆される。２）1年後の禁煙率、再喫煙の要因等を調査し、
活用することが必要である。
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外国人健診受診者受入れ体制の整備
社会医療法人財団　慈泉会　相澤健康センター　健康管理部1

社会医療法人財団　慈泉会　相澤健康センター　診療部2

社会医療法人財団　慈泉会　相澤病院　　経営戦略部国際課3
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【はじめに】当施設は、地域医療支援病院に併設する健診施設である。
ドックを含め年間約３万人の利用がある。当施設では、2014 年から病
院の国際課と協力して外国人の健診を受入れて来た。健診ツーリズム
として斡旋事業者が仲介するケースもあった。健診を希望する外国人
の、受入れ体制の整備の一つとして、業務内容や手順を定めて、安全
で快適な健診サービスを受けられるよう「外国人健診受診者受入規程」
を検討し作成したので報告する。
【方法】当施設と国際課で定例会を設け規程の作成を行った。
【結果】＜規程内容＞○外国人の定義を明確にし、通常の健診申込者
と対応を別にした。○受入れにあたりスタッフが共通の認識で、同じ
対応ができる定型コースを設定した。○当日に起こりうるトラブルを
回避できる様、受入れ基準を定めた。○申し込みから結果報告書の送
付まで、国際課と当センターが連携して業務を行う手順を示した。○
問合せ窓口を国際課に一本化し、記録に残す方法とした。○安全に検
査を受診するための身体情報等を、事前に書類データで確認する事と
した。○健診コースの内容と金額を提示し、「検査料金」と「その他
の料金」を区別した。○トラブルになり易い急なキャンセルを防ぐた
め、事前入金とした。他に「外国人健診キャンセル細則」を作成し外
国人受診者の解除権、当センターの解除権、払い戻しの期間を定めた。
【今後の課題】この規程により、トラブル無く健診を実施できているが、
まだ受入れ実績は少ない。健診後に当院で精密検査・治療を希望した
場合の、診療への円滑な引き継ぎ方法が課題となっている。又、申込
みはあるが希望に沿った日程が調整できず、実施数の伸び悩みの原因
となっているので、予約対応の検討も必要である。
【結語】外国人が日本での医療水準を期待して、健康診断や治療を希
望されている。さらに体制を整備し、外国人健診受診者受入れを今後
も積極的に継続していく。

P-2-38
マンモグラフィ撮影時における、撮影環境についての取り組み
社団医療法人かなめ会　山内ホスピタル　人間ドック健診センター

○市
いちはら

原　綾
あ や こ

子　　金森　　誠　　山内　貴裕　　山内　雅裕
　山内　裕子　　木田　　恆　　山内　英通
【はじめに】マンモグラフィ撮影時において、より良い画像抽出のた
めにも乳房圧迫は必要だが、受診者にとっては圧迫の痛みによる苦痛
が生じてしまう。この苦痛を少しでも和らげ、リラックスした環境下
で検査していただくことで、質の良い画像抽出が可能となる。そこで
今回、リラックスをしていただける撮影室環境についての調査・検討
を行ったので報告する。
【対象】　平成 29 年 10 月から 12 月までのマンモグラフィ受診者　　
合計 723 名
【方法】マンモグラフィ撮影後に以下の項目のアンケートに、1：非常
に悪い　２：悪い　３：普通　４：良い　５：大変良い　　として答
えていただき、１，２と答えた方にはどのように改善していってほし
いかも質問させていただいた。1. 待合の場所について 2. 撮影前に脇を
拭いていただくウエットティッシュに関して 3. 撮影室の壁紙の色（現
在は白）について 4. 撮影室の清潔さについて 5. 撮影室の温度につい
て
【結果】ポスター参照
【まとめ】今回の調査により、撮影環境は清潔感があり視覚的にも感
覚的にも暖かい環境が求められている。清潔さについては脱衣スペー
スに髪の毛が落ちている。貸し出し用ヘアゴムに前の受診者の髪がつ
いていた。等の指摘を受け、一人撮影ごとに撮影室内の簡単な清掃を
行うことにした。また、暖かい環境については当院はフラットパネル
のため空調温度を上げすぎることはできない。そのため風向きを受診
者に直接風が当たらないように調整たり、カーテンの色を従来の淡い
グリーンからピンク色に変更する対策をとっている。検査前の脇を拭
くウエットティッシュも、おしぼり機導入によりボタンを押すと温か
い紙おしぼりが出てくる対策を取った。今後はこの調査結果を徐々に
取り入れて、受診者にリラックスしていただける撮影環境になるよう
に努めていきたい。
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P-2-39
当施設での安全、安楽な採血の取り組みの現状と分析ー情報管
理共有化による受診者負担軽減
医療法人財団　立川中央病院付属健康クリニック

○照
て る や

屋　幸
さ ち こ

子　　浅沼　葉子　　猪井真奈美　　坂井　春男
　木村　政人
はじめに健康診断で必須項目の採血検査は、心身に苦痛を伴うため受
診者が嫌いな検査の一つである。できるだけ安全、安楽に採血をした
いと考えるが、採血困難な受診者や採血に伴う合併症がおきる受診者
がいる。当施設では、受診者の負担軽減のため、これらの情報管理を
すすめている。この取り組みの現状と分析を報告する。対象 2017 年
度　採血数　34738 名、2018 年度　採血数 31,335 名方法　日報と通過
管理システム付帯情報の [ Ｓ ] 採血の集計結果、分析 2012 年度より通
過管理システムを導入し、受診者の付帯情報を管理している。付帯情
報「Ｓ」とは、採血に伴う生体反応情報で採血困難、気分不良、対応
注意などである。現在の付帯情報「Ｓ」の備考欄の記載内容は、採血
注意、臥床採血、部位指定、難易度高、対応注意、無記入、その他で
ある。その情報をもとに適材人員の配置や採血の工夫、受診者への安
全配慮など対策している。集計では、2017 年度の付帯情報「Ｓ」の登
録者 159 名うち新規登録 88 名、2018 年度は、付帯情報「Ｓ」の登録
者 208 名うち新規登録 227 名であり新規登録者が増加した。看護師の
情報活用の意識が高まり、登録が増加したと考えられる。しかし記載
内容の決まりが無くそれぞれの看護師の表現で記載するため、内容が
統一されていない現状がある。今後も付帯情報の登録を積極的にすす
めるため基準作りや情報収集しやすい日報の作成をおこない、情報管
理を徹底し、受診者の負担軽減に努めていきたい。

P-2-40
人間ドック受診者満足度調査からの改善と今後の課題
日本鋼管福山病院　人間ドック室

○林
はやし

　由
ゆ か こ

加子　　羽原美喜子　　桑本　美雪　　下岡　徳子
　野瀬　淳子
【目的】人間ドック受診者満足度の向上を目的に 2014 年から満足度調
査を実施し、対策を検討し改善を継続している。過去 3回の満足度調
査からの取り組みと今後の受診者満足度向上への示唆を得る。【方法】
対象者：人間ドック受診者　期間：2014 年～ 2017 年　方法：独自に
作成した 20 項目、5段階式アンケート用紙を、人間ドック診察終了時
に手渡し、記入後、専用箱に投函するよう依頼した。回答は自由意志
であることを説明し同意を得た。アンケート結果を集計し不満足の高
い項目、自由記載欄の意見に着目して改善を実施した。【結果】アンケー
トは、2014 年・2015 年・2017 年と実施し、回収率は平均 76％、2014
年調査ではトイレ不満度が 12%、待ち時間が 16% だった。そのため
男性・女性トイレドア設置、尿コップ置き棚の設置、尿コップ入れ架
台の設置を行った。その結果、2015 年は 6.2％、2017 年は 7.7％と推
移した。　待ち時間対策として実際の待ち時間を調査し、曜日により
待ち時間に差があることが明らかになった。そこで、曜日による待ち
時間の平均化を目指して職員の応援体制を図った 2015 年の調査では
16%から 12％へ不満足度は減少した。2017 年度の待ち時間不満足度
は 11.6％と変化は認められなかった。【考察】受診者からのアンケー
ト調査結果、自由記載欄の意見は、満足度向上を考える場合の非常に
貴重な情報であると言える。環境面の改善は分かりやすいため、満足
度が高く、改善効果が現れていると推察できる。待ち時間は､ 医師か
らの受診者への説明・生活指導など丁寧に実施すると待ち時間は延長
することになり、単純に待ち時間短縮が満足度向上と比例するとは限
らないと考える。独立した人間ドック室ではないため、検査によって
は外来患者との調整、医師数などの問題が影響していると考えられる。
待ち時間の有効活用への取り組みが今後の課題である。

P-2-41
受診者アンケート結果に基づいた満足度向上への取り組み～待
ち時間の質向上を目指して～
特定医療法人　丸山会　丸子中央病院　健康管理部

○西
さいとう

藤扶
ふ み こ

美子　　橋倉　泰彦　　民谷さきえ　　小林美貴子
　清水　美香
【背景】2014 年度の受診者アンケートにおいて、「待ち時間が長かっ
た」という意見が 69 件（16.3％）、「待ち時間が短かった」いう意見が
2件（0.5％）であった。また、病院併設健診施設のため、一般患者と
同じスペースで待ち時間を過ごすことに対する否定的な意見もみられ
た。2015 年度の受診者アンケートにおいては、コーディネーターによ
る案内順の柔軟化や受診者への声掛けの徹底により、「待ち時間が長
かった」という意見が 25 件（4.2％）まで改善した。【目的】外来診療
科の増設、人間ドック受診者の増員があったため、更なる検査待ち時
間の延長が予想されたが、物的・人的資源を増やすことが難しい状況
であった。待ち時間自体を短縮するのではなく、待ち時間の「質」を
向上させることにより、満足度を改善することについて検討した。【方
法】2016 年 9 月より、放射線科、眼科の検査開始時間を 30 分早め、
一般患者の検査開始前に行うようにした。また、臨床検査科での待ち
時間が長くなると予想される時は、コーディネーターの判断により一
部検査を胃内視鏡検査後に行うこととし、その後の待ち時間は、フリー
ドリンクサービスがあり眺めの良い 9階人間ドックフロアでお過ごし
いただくようにした。さらに、人間ドック受診者専用待合スペースを
増設して、一般患者との同じスペースでの待ち時間を減らすように努
めた。【結果】2016 年度の受診者アンケートにおいて、「待ち時間が長
かった」という意見が 12 件（2.2％）、「待ち時間が短かった」いう意
見が 18 件（3.3％）とさらに改善した。その他に「人間ドックフロア
で待ててよかった」という意見が 4件（0.7％）あった。【考察】アンケー
ト結果より、待ち時間を過ごす場所が違うことで、受診者の待ち時間
に対する感じ方が変わり、質の向上ができ、満足度が改善したと考え
られる。さらなる質の向上のために 9階人間ドックフロアでの待ち時
間を利用し、運動・栄養教室を検討している。

P-2-42
聴覚障害者受診支援における携帯情報端末の活用について
社会医療法人誠光会　草津総合病院　健康管理センター　

○林
はやし

　美
み な こ

菜子　　舛本　未来　　有村　美雪　　小島　和彦
　高下　浩之　　吉田　早苗　　橋本　郁美　　藤堂　義郎
　鈴木　　暸
【はじめに】健診実施には、検査が安全に安心して受診いただける環
境と体制整備が重要である。当センターでは、従来、聴覚障害者の対
応は、筆談やジェスチャーを交えて行ってきた。今回、聴覚障害者の
一泊ドック受け入れに際し、スタッフ間で不安の声が聞かれた。そこ
でスタッフ間で聴覚障害についての理解を深めると共に、携帯情報端
末（以下 PDA）を活用した支援体制を検討したので報告する。【目的】
PDAを活用して、聴覚障害者の健康診断における配慮体制を整備す
る。【方法】文献をもとに聴覚障害者の健診についての不便さ、不安
感等について理解する。看護スタッフを対象に、聴覚障害者対応につ
いてアンケート調査、他部門にも聴覚障害者の受け入れ体制について
聴取。PDAを用いた情報の可視化及び使用の手順や必要物品を検討
し、スタッフ間で共有を図る。【結果】健診場面では検査についての
多くの情報を伝える必要があるが、今まで聴覚障害者の受け入れは稀
で、対応もその場限りとなり、応用の利く説明媒体が作成出来ていな
かった。スタッフは、対象者の個別性を考慮しつつ、誰が対応しても
一定のレベルで説明可能なもの、複数の内容が繰り返し使用できるも
の等のコミュニケーション媒体を希望していた。そこで、以前に外国
人対応で使用した経験を生かし、コミュニケーションツールに PDA
を用いた。PDAは、対象が変わっても必要なツールを登録しておけ
ばその人に合わせて多様性のある情報伝達手段となった。【まとめ】
先行研究によると聴覚障害者が健診をいつでもどこでも受けられると
いうにはほど遠い状況であると述べているが、当センターでも体制整
備ができていないことに気付かされた。新たな試みを行い、「受診者
への配慮」の在り方について、スタッフ間でも考える機会を得られた。
従来の紙媒体や読話の補完的役割として PDAを活用することはバリ
アを下げ気兼ねなく健康診断を受けてもらう体制整備に有用であっ
た。
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P-2-43
人間ドック受診者における運動療法の専門家による運動指導の
必要性
公益財団法人　白浜医療福祉財団　白浜はまゆう病院　南紀白浜温泉リハビ
リテーションセンター1

関西福祉科学大学　保健医療学部　リハビリテーション学科2

畿央大学　健康科学部　理学療法学科3

日本理学療法士協会　職能課4

公益財団法人　白浜医療福祉財団　白浜はまゆう病院　人間ドック・健診セ
ンター5

○森
もりもと

本　信
しんぞう

三 1　　中本佳代子 1　　野村　卓生 2　　松本　大輔 3

　野崎　展史 4　　桑畑　浩子 5　　小口　　健 1　　松尾　晃次 5

【はじめに】　当院の宿泊ドックではリゾートホテルとの連携による宿
泊システムなど、身体だけでなく心にもやさしい健診を目指している。
ドックのプログラムをさらに充実させ、国民の更なる健康保持・増進
に繋げることが重要と考えられる。本研究の目的は、ドックにおける
新たなプログラムの基礎資料を得ることを目的に、ドック受診者の運
動習慣・運動器痛の有無や運動指導のニーズに関して調査した。【対
象と方法】対象は、白浜はまゆう病院へドック目的で受診し、本研究
に同意した 30 歳から 74 歳までの 153 名である。対象者に対して運動
習慣、運動器の痛みや運動指導のニーズに関するアンケートを行っ
た。解析は、男女別および年代別（30 歳～ 49 歳・50 歳以上：それぞ
れ男性で 48 名・35 名、女性で 32 名・38 名）で実施した。本研究は
白浜はまゆう病院研究倫理委員会で承認され、日本理学療法士協会の
助成を受けて実施された。【結果】運動習慣を有する者は 30 ～ 49 歳・
50 歳以上において、それぞれ男性で 41.7％・34.3％、女性で 23.7％・
12.5％であった。運動習慣を持つ者の割合に有意差は認めなかった。
全対象者のうち医療機関で運動指導を受けたことがあるのは、30 ～
49 歳の男性の 10％が最高であった。一方で、運動療法の専門家に運
動指導を受けたいと回答する者は、男性で 41 ～ 53％、女性で 63 ～
75％であり、女性の方が男性と比較して高率であったが有意差は認め
なかった。運動器痛を認める者は 20 ～ 30％認められた。【考察】ドッ
ク受診者においては、運動指導を受けたい者が多く、ドック実施時に
おける運動指導オプションのニーズは高いと考えられた。一方で、性
別、年代を問わず、運動器痛を 20 ～ 30％に認めることから、運動に
伴う運動器痛の増悪や新たな運動器痛の発生が運動阻害要因とならな
いように、個別に配慮した運動指導の必要性が高いと思われる。
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演者（筆頭発表者）索引
－演題番号の見方－

※　索引のページ数は、講演抄録の掲載ページ（括弧（）のない）ページを表します。

例：1-2-01

例：P-1-01

演題番号

演題番号

●一般演題（口頭発表）

●一般演題（ポスター発表）

会場

ポスター

期　日
1：1日目
2：2日目

期　日
1：1日目
2：2日目



 演題番号 頁数  演題番号 頁数

【　あ　】

相澤　陽平	 2-8-14	 	 237
青木　大輔	 シンポジウム 2	 	 118
青山　晃士	 P-1-32	 	 261
赤池　　淳	 2-3-19	 	 203
明石　侑子	 1-8-12	 	 184
赤嶺　百子	 2-10-03	 	 239
東江　美香	 1-6-13	 	 176
秋山　彰美	 2-10-14	 	 241
阿久津加奈	 1-11-04	 	 192
浅井　奎子	 1-3-10	 	 158
阿座上聖史	 1-2-06	 	 155
浅野　都子	 2-11-09	 	 246
麻生久美子	 1-10-02	 	 186
厚美　直孝	 2-6-29	 	 227
阿部　純子	 2-11-10	 	 246
天川　和久	 P-1-11	 	 256
天野　栄治	 2-6-22	 	 226
新井　祐子	 2-3-28	 	 205
有田　誠司	 2-7-08	 	 230
有光　研吾	 1-3-23	 	 161
安保　沙耶	 1-4-09	 	 164

【　い　】
	 	 	
飯田真由美	 2-7-11	 	 230
飯沼　　元	 シンポジウム 3	 	 123
池井　　肇	 2-10-19	 	 243
池上　真士	 2-2-07	 	 197
池田　　聡	 2-3-14	 	 202
池田　澄代	 1-2-14	 	 141
池田　　舞	 1-6-16	 	 176
石川　　公	 2-4-06	 	 207
石川　貴久	 2-10-17	 	 242
石川　秀樹	 シンポジウム 2	 	 117
石黒久美子	 1-8-05	 	 182
石坂　裕子	 1-3-19	 	 160
石澤麻利子	 1-5-03	 	 168
石澤美奈子	 P-1-30	 	 261
泉　　拓朗	 2-7-12	 	 231
和泉　匡洋	 1-5-10	 	 170
井芹　有紀	 1-2-02	 	 154

磯島美穂子	 P-1-19	 	 258
市川　　均	 P-1-01	 	 254
市川　里菜	 2-6-12	 	 223
市原　綾子	 P-2-38	 	 273
伊藤　明美	 1-5-01	 	 167
伊藤　恭子	 P-1-16	 	 257
伊藤　順造	 1-5-21	 	 172
伊藤　　暖	 1-8-13	 	 184
伊藤美奈子	 2-8-18	 	 238
伊藤　喜久	 2-8-16	 	 237
稲田絵美子	 2-5-25	 	 219
稲村　千里	 2-7-23	 	 233
井野　雅基	 2-6-04	 	 221
井上　和彦	 1-2-09	 	 156
	 シンポジウム 3	 	 122
井上　富夫	 2-11-08	 	 246
今井　　愛	 2-8-08	 	 235
今泉　陽一	 1-8-16	 	 185
井村　聡仁	 2-8-04	 	 234
煎本　正博	 2-4-10	 	 208
岩崎　絢子	 2-5-24	 	 219
岩崎　二郎	 2-11-18	 	 248
岩崎　真也	 2-11-03	 	 245
岩竹　麻希	 1-5-16	 	 171
岩村　怜子	 2-7-22	 	 233
岩本　豊子	 2-5-14	 	 216

【　う　】
	 	 	
植田　敏弘	 1-8-03	 	 181
上田由美子	 2-7-16	 	 232
上間　由貴	 2-4-13	 	 209
植村　靖行	 P-1-20	 	 258
上森　心絵	 2-3-27	 	 205
鵜飼　美和	 2-4-23	 	 211
宇賀神卓広	 2-11-15	 	 248
雅楽川英樹	 P-2-03	 	 144
内田　　賢	 1-4-10	 	 164
内野　紗恵	 2-5-04	 	 214
内山　淳子	 P-1-14	 	 257
采女　正恵	 P-1-22	 	 259
梅木　　稔	 シンポジウム 4	 	 130
梅澤はるか	 2-7-03	 	 228
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 演題番号 頁数  演題番号 頁数

【　え　】
	 	 	
江成　典子	 2-11-02	 	 244
遠藤真紀子	 1-7-11	 	 180

【　お　】
	 	 	
大江千恵子	 1-6-04	 	 173
大木　　亮	 P-2-01	 	 144
大久保ひろ子	 2-5-20	 	 218
大嶋　有一	 P-2-32	 	 272
大塚　和朗	 シンポジウム 3	 	 125
大塚　政人	 シンポジウム 4	 	 127
大西　　誠	 2-11-23	 	 250
大西　洋三	 1-4-15	 	 165
大野　正弘	 2-5-02	 	 213
大原　信行	 2-5-21	 	 218
大渕美帆子	 2-6-25	 	 226
大本　由樹	 P-1-04	 	 254
大山　香代	 1-10-04	 	 186
岡　　崇彰	 P-1-43	 	 264
岡田　邦夫	 シンポジウム 4	 	 131
岡田　　実	 2-4-07	 	 207
緒方　恵美	 2-4-27	 	 212
岡庭　信司	 特別企画 3		 133
岡原　正幸	 1-4-13	 	 165
岡村　　香	 2-7-06	 	 229
岡本　貴子	 2-4-09	 	 208
小川　昭三	 2-6-02	 	 221
小川　眞広	 特別企画 3		 132
小川　美咲	 1-10-10	 	 188
沖田ゆきみ	 2-7-17	 	 232
奥田　逸子	 1-8-07	 	 182
小口　　淳	 P-1-34	 	 262
小田　栄司	 2-7-05	 	 229
小田夏奈江	 1-11-09	 	 193
小田　瑞惠	 特別企画 4		 134
落合　　出	 P-1-06	 	 255
小畑　貴之	 2-11-07	 	 246
折口　秀樹	 1-8-15	 	 184

【　か　】
	 	 	
開沼みなみ	 1-5-15	 	 171
角本　晴美	 P-1-31	 	 261
筧　　映里	 1-8-08	 	 183
籠島　　智	 P-2-11	 	 267
笠原　典彦	 1-10-15	 	 189
笠原　　寛	 2-10-07	 	 240
柏木　和弘	 1-4-04	 	 162
片岡　真美	 2-11-11	 	 247
片山　和弥	 1-4-02	 	 162
	 2-3-24	 	 204
勝川　史憲	 教育講演 2		 107
葛城　沙月	 1-4-08	 	 163
加藤　公則	 学術大会長講演	 	 102
加藤　大地	 2-11-25	 	 250
加藤　貴雄	 2-6-01	 	 220
加藤　俊幸	 1-3-05	 	 157
加藤　典子	 シンポジウム 1	 	 111
加藤麻衣子	 P-2-31	 	 272
加藤　梨帆	 1-10-22	 	 191
金沢　裕一	 シンポジウム 1	 	 114
金山由美子	 1-5-05	 	 168
金原　美子	 P-1-39	 	 263
狩野　晃佑	 1-6-18	 	 177
鎌田　智有	 1-3-17	 	 160
神谷　英樹	 1-3-02	 	 156
神山　秋広	 2-3-26	 	 205
亀井　一彦	 1-8-01	 	 181
亀谷　富夫	 2-10-01	 	 238
加茂　純子	 2-7-01	 	 228
川崎　有香	 1-7-05	 	 178
川田　和昭	 1-3-07	 	 157
川端　清文	 1-5-06	 	 169
川村　聡栄	 1-7-02	 	 178
河村　道徳	 2-8-17	 	 238
川村　優子	 2-7-18	 	 232
川本　理恵	 2-7-13	 	 231
河原崎綾子	 1-2-08	 	 155
神應　知道	 2-10-18	 	 242
丸藤　祐子	 2-6-07	 	 222
菅野壮太郎	 1-4-07	 	 163

人間ドック　Vol.33　No.2　2018 年 279（391）



 演題番号 頁数  演題番号 頁数

【　き　】
	 	 	
菊地恵観子	 2-4-04	 	 206
菊池真由美	 2-4-22	 	 211
岸本　憲明	 1-4-22	 	 167
北　　雄介	 P-2-02	 	 144
	 P-2-34	 	 272
気谷恵理子	 2-8-10	 	 236
北本　淳志	 P-1-36	 	 262
北山　梨恵	 2-2-06	 	 197
木内　利恵	 2-5-27	 	 219
木平　悦子	 P-1-13	 	 257
宜保　繭子	 2-5-09	 	 215
木村　康平	 1-6-08	 	 174
木村　達郎	 1-7-06	 	 179
京坂みなみ	 2-10-05	 	 239
清川　拓馬	 P-2-24	 	 270
清澤　真人	 2-3-02	 	 199

【　く　】
	 	 	
工藤　　大	 2-11-21	 	 249
工藤雄一朗	 2-11-22	 	 249
工藤留美子	 2-11-06	 	 245
久保　美喜	 2-4-29	 	 213
窪田　健一	 P-2-04	 	 144
久保田　進	 1-4-23	 	 167
熊谷　貴子	 P-2-28	 	 271
熊谷　広嗣	 1-11-05	 	 192
栗島　浩一	 P-2-06	 	 145
栗原　照昌	 1-4-12	 	 164
	 2-8-13	 	 237
栗原那奈子	 2-3-04	 	 199
久留島　仁	 2-4-01	 	 206
黒岩　厚夫	 1-7-10	 	 180
黒沼　典剛	 1-3-08	 	 158

【　け　】
	 	 	
計良　政裕	 2-4-20	 	 210
源氏富貴子	 2-10-09	 	 240

【　こ　】
	 	 	
神崎　瑞奈	 2-5-30	 	 220
河野　銀次	 2-7-20	 	 233
河面　　聡	 2-4-05	 	 207
小柴ひとみ	 P-1-23	 	 259
小杉　理恵	 1-8-18	 	 185
児玉　省二	 シンポジウム 2	 	 116
小寺　　徹	 1-3-04	 	 157
小長井美華	 2-5-07	 	 214
小林　　勲	 2-10-06	 	 239
小林　充典	 2-4-18	 	 210
小部由美子	 2-10-15	 	 242
駒形　友紀	 P-2-20	 	 269
五郎丸直美	 2-6-05	 	 221
近藤圭一郎	 2-6-19	 	 225
近藤　修二	 2-6-03	 	 221
近藤　智雄	 1-7-08	 	 179
近藤　美緒	 P-1-17	 	 258

【　さ　】
	 	 	
齋藤　清美	 2-10-02	 	 238
西藤扶美子	 P-2-41	 	 274
齊藤　弥穂	 2-4-12	 	 208
坂上さやか	 1-4-11	 	 164
坂野　拓也	 2-2-08	 	 197
坂巻　浩二	 1-4-21	 	 167
坂巻　浩二	 2-11-19	 	 249
坂本　規子	 P-1-18	 	 258
櫻井　沙綾	 2-3-25	 	 205
佐々木司郎	 2-10-20	 	 243
笹倉　　渉	 1-5-17	 	 171
佐志　安子	 1-10-08	 	 187
佐生　義貴	 P-1-40	 	 263
佐藤　　泉	 2-4-25	 	 212
佐藤久美子	 1-6-17	 	 177
佐藤　暦美	 1-5-07	 	 169
佐藤さとみ	 2-5-15	 	 216
佐藤　園子	 2-8-07	 	 235
佐藤　信昭	 市民公開講座	 	 136
佐藤真由美	 P-2-14	 	 267
佐藤　　操	 1-7-14	 	 181
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佐藤　美保	 2-4-28	 	 212
佐藤　友美	 2-4-08	 	 207
澤田　　亨	 2-8-01	 	 234

【　し　】
	 	 	
塩　　　宏	 2-4-15	 	 209
	 2-4-17	 	 210
潮谷　豊美	 1-6-19	 	 177
志賀　朋子	 1-8-02	 	 181
軸薗　智雄	 2-7-10	 	 230
品川　淳子	 1-6-15	 	 176
篠原　幸人	 理事長講演		 103
島田　雅彦	 2-3-16	 	 202
島貫　由理	 P-2-19	 	 269
島本　武嗣	 2-3-08	 	 200
自見はなこ	 特別講演 2		 105
清水　隆裕	 2-8-11	 	 236

【　す　】
	 	 	
須江　慶太	 P-1-25	 	 260
菅野　みほ	 1-6-07	 	 174
菅原　叶子	 2-5-13	 	 216
杉浦　彩香	 P-2-13	 	 267
杉尾　裕美	 1-5-02	 	 168
杉沢　　猛	 2-2-09	 	 198
杉原　貴子	 2-6-16	 	 224
杉本　孝一	 2-6-10	 	 223
鮏川　裕之	 1-6-11	 	 175
洲崎　　聡	 P-1-35	 	 262
鈴木　綾乃	 2-4-19	 	 210
鈴木真由美	 P-1-41	 	 264
鈴木　美里	 2-6-15	 	 224
鈴木由美子	 2-3-05	 	 200
數納　優希	 2-3-03	 	 199

【　せ　】
	 	 	
清野紗央里	 1-10-01	 	 185
関口　雄一	 P-2-07	 	 266
芹澤　隆宏	 1-3-22	 	 161
仙崎　佳子	 P-2-22	 	 269

千田　裕子	 1-4-03	 	 162

【　そ　】
	 	 	
曽根　博仁	 特別講演 1		 104
園尾　広志	 1-3-16	 	 160

【　た　】
	 	 	
平良まさみ	 P-1-26	 	 260
高木　重人	 1-10-13	 	 188
高橋　彰子	 1-6-02	 	 173
高橋　英孝	 1-3-13	 	 159
髙橋ちぐみ	 シンポジウム 1	 	 112
高橋　有香	 1-7-01	 	 177
高橋　由華	 2-6-13	 	 223
高宮江利子	 1-11-03	 	 192
高森　行宏	 1-2-03	 	 154
髙谷　典秀	 シンポジウム 4	 	 129
寶川　　歩	 2-2-12	 	 198
田口久美子	 2-10-11	 	 241
田口　淳一	 2-11-20	 	 249
竹内あかね	 1-10-11	 	 188
武内　里恵	 P-2-25	 	 270
竹内まどか	 1-6-01	 	 173
竹田　慶子	 2-2-03	 	 196
田中　一成	 2-5-08	 	 215
田中加奈子	 1-4-19	 	 166
田中　健毅	 1-6-10	 	 175
田中　謙二	 2-4-14	 	 209
田中　芳次	 1-2-01	 	 154
田辺　宏美	 2-5-17	 	 217
田辺　理子	 1-3-15	 	 159
谷　　瑞希	 1-3-09	 	 158
谷水　将邦	 P-2-09	 	 266
田畑　正司	 1-5-13	 	 170
田伏　洋治	 P-2-18	 	 268
玉川　恵子	 2-6-30	 	 228
玉谷　青史	 P-1-42	 	 264

【　ち　】
	 	 	
池主　雅臣	 教育講演 3		 108
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千葉　暢子	 1-10-19	 	 190

【　つ　】
	 	 	
津久井純子	 2-10-10	 	 240
土屋易寿美	 2-5-18	 	 217
坪内　秀生	 2-3-11	 	 201
坪内　啓正	 P-2-15	 	 268
鶴田　義人	 2-4-11	 	 208

【　て　】
	 	 	
手嶋　義高	 2-6-23	 	 226
出水　友梨	 2-6-17	 	 224
寺田　伸子	 2-6-26	 	 227
照屋　幸子	 P-2-39	 	 274

【　と　】
	 	 	
道家　　充	 2-4-03	 	 206
戸梶　由香	 1-10-18	 	 190
戸崎小百合	 2-8-09	 	 236
戸崎　光宏	 シンポジウム 2	 	 119
戸田　晶子	 2-5-10	 	 215
戸塚　美香	 1-7-03	 	 178

【　な　】
	 	 	
中井　優花	 2-11-12	 	 247
永井　美江	 1-8-06	 	 182
中家　照雅	 2-2-11	 	 198
長畦登三子	 2-7-21	 	 233
長澤　絵里	 P-1-21	 	 259
中島　香織	 1-10-16	 	 189
中嶋　俊彰	 P-2-17	 	 268
中島歓真子	 2-6-27	 	 227
中嶋加代恵	 2-2-05	 	 197
長島不二夫	 P-1-15	 	 257
中務　　篤	 1-4-01	 	 162
中西　隆子	 2-11-01	 	 244
中野浩一郎	 1-3-21	 	 161
中野　真宏	 1-5-04	 	 168
中野　理果	 2-3-12	 	 201

長浜　誉佳	 2-6-28	 	 227
中村加奈子	 1-8-14	 	 184
中村　泰士	 2-8-05	 	 235
中村　哲之	 1-3-01	 	 156
中村　正和	 1-8-10	 	 183
中村　雄二	 1-7-13	 	 180
中村　由希	 1-6-05	 	 174
仲本　雅子	 2-8-15	 	 237
中山　美香	 1-6-12	 	 175
浪内　美和	 2-5-19	 	 217
成澤林太郎	 シンポジウム 3	 	 124
南部美由紀	 2-10-21	 	 243

【　に　】
	 	 	
新留　優子	 P-1-33	 	 262
西荒井宏美	 2-3-10	 	 201
西川　博美	 P-1-24	 	 259
西澤　信也	 P-1-03	 	 254
西戸　伸之	 2-3-06	 	 200
西野　幸治	 シンポジウム 2	 	 120
西山こころ	 1-2-12	 	 140

【　ぬ　】
	 	 	
沼田　洋子	 1-5-09	 	 169

【　ね　】
	 	 	
根上　昌子	 2-6-18	 	 225
根岸　純子	 2-4-21	 	 211

【　の　】
	 	 	
能城　　毅	 P-1-02	 	 254
野口　文佳	 2-3-21	 	 204
野田　紗希	 2-5-28	 	 220
能登谷真希子	 2-11-13	 	 247
野村　恵里	 2-10-08	 	 240
野村　秀一	 P-1-10	 	 256
野村　典子	 1-6-14	 	 176
野村美緒子	 1-3-06	 	 157
野本　尚彦	 P-1-38	 	 263
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【　は　】
	 	 	
橋本　洋子	 P-1-28	 	 260
橋本　佳明	 2-8-06	 	 235
長谷川　郷	 P-2-08	 	 266
長谷川智美	 1-10-20	 	 190
長谷川　恵	 2-7-19	 	 232
長谷部靖子	 1-3-03	 	 156
	 1-3-18	 	 160
畑中　智花	 2-5-26	 	 219
羽田野今日子	 1-10-06	 	 187
服部　有子	 1-4-14	 	 165
服部　宜裕	 1-7-07	 	 179
花井　千栄	 2-5-29	 	 220
花井　佑子	 1-6-06	 	 174
花岡　まり	 1-11-07	 	 193
花岡　淑子	 P-2-12	 	 267
花木　麻衣	 1-5-19	 	 172
濱野　　涼	 2-10-23	 	 244
林　千津子	 P-2-37	 	 273
林　美菜子	 P-2-42	 	 274
林　由加子	 P-2-40	 	 274
林　　好美	 1-11-06	 	 192
原　　茂子	 2-4-16	 	 209
原田　　健	 1-5-14	 	 171
春間　　賢	 2-3-09	 	 201
榛沢　和彦	 特別企画 5		 135

【　ひ　】
	 	 	
日置　文良	 P-2-16	 	 268
東山　泰成	 2-3-18	 	 203
東山　聖彦	 1-2-15	 	 141
日比　朝子	 2-10-24	 	 244
平井　　学	 2-5-03	 	 213
	 P-2-35	 	 273
平松　邦夫	 2-7-04	 	 229
広瀬　千鶴	 2-11-04	 	 245
廣瀬　敏明	 1-8-17	 	 185
広瀬　　寛	 1-2-10	 	 140
廣瀬　真実	 2-4-26	 	 212
廣瀬　佳恵	 教育講演 4		 109
弘中　雅美	 2-10-13	 	 241

【　ふ　】
	 	 	
深澤　　洋	 2-7-09	 	 230
福井　敏樹	 1-5-11	 	 170
福島　郁子	 P-2-29	 	 271
福嶋　邦枝	 2-7-14	 	 231
福島　貴子	 1-10-07	 	 187
福田　奈美	 2-6-11	 	 223
福元　嘉也	 1-4-05	 	 163
藤井　郁英	 1-3-20	 	 161
富士岡　幸	 2-2-04	 	 196
藤田　佐保	 1-3-12	 	 159
藤本　壮八	 1-7-09	 	 179
藤原　亜紀	 1-11-02	 	 191
藤原　祥子	 2-3-13	 	 202
藤原菜美子	 2-3-17	 	 203
府中　七恵	 1-11-08	 	 193
船津　和夫	 1-3-14	 	 159
古井　祐司	 シンポジウム 4	 	 126
古川　勝治	 2-3-01	 	 199
古川　佳子	 2-11-27	 	 251
古澤　　弦	 2-6-20	 	 225
古谷　　亮	 1-3-11	 	 158

【　へ　】
	 	 	
逸見　佳代	 1-4-20	 	 166

【　ほ　】
	 	 	
坊内良太郎	 シンポジウム 1	 	 113
保坂　薫子	 2-3-15	 	 202
星　　君枝	 2-10-22	 	 243
星　　研一	 2-11-14	 	 247
星野　留里	 2-5-01	 	 213
細野　志穂	 P-1-29	 	 261
本田　克也	 P-2-05	 	 145

【　ま　】
	 	 	
前川　恭子	 2-6-06	 	 222
前川　尚也	 P-1-12	 	 256
真栄里　仁	 シンポジウム 1	 	 115
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前田　健吾	 2-6-08	 	 222
槇尾　有華	 1-10-23	 	 191
馬嶋健一郎	 1-5-12	 	 170
桝田　　出	 2-10-04	 	 239
増田　淳一	 2-5-22	 	 218
増田真由美	 P-2-27	 	 271
松浦　恵子	 2-4-24	 	 211
松谷　聖夜	 2-5-11	 	 215
松久　未来	 1-10-03	 	 186
丸山　昌子	 1-8-04	 	 182
丸山　義明	 P-1-08	 	 255
	 P-1-09	 	 256

【　み　】
	 	 	
三上　春夫	 2-11-17	 	 248
水井　雅人	 2-4-02	 	 206
水垣　活也	 P-1-37	 	 263
水島　孝明	 1-2-07	 	 155
水田　正能	 1-5-20	 	 172
水野　杏一	 2-6-09	 	 222
水野　由子	 2-5-05	 	 214
水橋　星子	 2-10-12	 	 241
水谷かおり	 2-7-02	 	 228
満崎　克彦	 1-2-13	 	 140
南野　　徹	 教育講演 5		 110
三原　修一	 シンポジウム 3	 	 121
明後　祐子	 P-2-21	 	 269

【　む　】
	 	 	
村上　　光	 2-2-02	 	 196
村松　典子	 1-5-18	 	 172
村本あき子	 2-6-14	 	 224

【　も　】
	 	 	
茂木　順子	 2-8-02	 	 234
本井　正代	 1-8-09	 	 183
森　　尚子	 1-10-14	 	 189
森　裕里子	 2-11-24	 	 250
森川　浩安	 2-3-22	 	 204
森口　次郎	 2-10-16	 	 242

森田　良子	 1-11-01	 	 191
森本　信三	 P-2-43	 	 275
護山　健悟	 1-4-17	 	 166
	 1-4-18	 	 166
両角さゆり	 1-10-12	 	 188
諸星　　恵	 1-10-17	 	 189
門間　陽樹	 1-4-16	 	 165

【　や　】
	 	 	
矢川　智仁	 2-3-23	 	 204
矢島　義昭	 1-2-05	 	 155
安井　裕子	 1-5-08	 	 169
安田　　貢	 1-2-04	 	 154
安武　裕栄	 2-11-05	 	 245
柳澤　由佳	 1-4-06	 	 163
柳原　園子	 P-2-36	 	 273
山内　裕子	 2-5-06	 	 214
山門　　實	 2-8-12	 	 236
	 シンポジウム 4	 	 128
山上　彩奈	 P-1-27	 	 260
山口　宏茂	 1-10-09	 	 187
山崎　　緑	 1-8-11	 	 183
山崎　　円	 P-2-23	 	 270
山下　計太	 2-3-20	 	 203
山下　　毅	 2-6-21	 	 225
山下　範恭	 P-2-26	 	 270
山田　真司	 P-2-30	 	 271
山本　　晃	 1-7-04	 	 178
山本　啓太	 P-1-07	 	 255
山本　智美	 2-5-23	 	 218
山本　　茂	 2-2-01	 	 196
山本　麻以	 2-11-16	 	 248
山本　正和	 P-1-05	 	 255

【　ゆ　】
	 	 	
弓狩　加恵	 1-7-12	 	 180

【　よ　】
	 	 	
横手幸太郎	 教育講演 1		 106
横山　　勇	 2-8-03	 	 234
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吉川　貴子	 P-2-33	 	 272
吉田　静絵	 1-10-05	 	 186
吉田　貴志	 1-6-03	 	 173
吉田　　誠	 P-2-10	 	 266
吉田　泰行	 2-7-07	 	 229
吉本　貴宜	 2-5-12	 	 216
米山　直樹	 2-7-15	 	 231

【　ろ　】
	 	 	
呂　　　軍	 2-11-26	 	 250

【　わ　】
	 	 	
若杉　　愛	 2-5-16	 	 217
脇本　敏裕	 1-6-09	 	 175
和田　高士	 1-2-11	 	 140
渡邊久美子	 2-2-10	 	 198
渡邊　純子	 2-3-07	 	 200
渡邊　紀章	 2-6-24	 	 226
和出　郁美	 1-10-21	 	 190

【　d　】
	 	 	
du	Cloo	René	A.	 IS-06	 	 150

【　G　】
	 	 	
Goodenowe	Dayan	 IS-08	 	 151

【　K　】
	 	 	
Kaburaki	Junichi	 IS-02	 	 148

【　L　】
	 	 	
Lin	Chia	Chia	 IS-09	 	 152

【　M　】
	 	 	
Murakami	Kazuo	 IS-04	 	 149

【　N　】
	 	 	
NISHIZAKI	Yasuhiro	 IS-05	 	 150

【　O　】
	 	 	
Okabe	Yuri	 IS-07	 	 151

【　S　】
	 	 	
Shigemi	Hiroko	 IS-03	 	 149
Sheikh	Aleemuzzaman	 IS-01	 	 148
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医薬品・医療機器展示　出展企業一覧

EV6EV6

EV5EV5

EV7

EV7

エスプラナード

2Ｓ09
映像音響
機器室

会議控室1

受付
（アトリウム）

第1会場
（メインホール）

受付
（アトリウム）

Ｐ
Ｃ
デ
ー
タ
受
付

サイネージ

サイネージ

アートモニュメント

ア
ー
ト
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト

※展示ホールBへ

第2会場
（中会議室201）

書籍展示

2F

1F 展示ホール B
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No. 出展社名
１ 株式会社インボディ・ジャパン
２ 株式会社サン・プラニング・システムズ
３ 株式会社ハーディ
４ 株式会社イリモトメディカル
５ イワツキ株式会社
６ 株式会社ホスピタルネット
７ 株式会社ウイスマー
８ 株式会社 JMDC
９ Bloom Technology 株式会社
10 小林クリエイト株式会社

11 サーモフィッシャーダイアグノスティックス株式
会社

12 株式会社日立製作所
13 株式会社インテグラル
14 株式会社サイキンソー
15 株式会社トンボ
16 日本ベクトン・ディッキンソン株式会社
17 株式会社エー・アンド・デイ
18 株式会社エスアールエル
19 一般社団法人日本家族計画協会
20 セーレン商事株式会社
21 株式会社エクセル・クリエイツ
22 大成化工株式会社
23 DeSC ヘルスケア株式会社
24 MC ヘルスケア株式会社
25 アルケア株式会社
26 日本事務器株式会社
27 seca 株式会社
28 協和メデックス株式会社
29 NK メディコ株式会社
30 株式会社ニデック
31 株式会社ヘルスケアシステムズ
32 PHC 株式会社
33 Optos 株式会社
34 株式会社トプコン
35 フクダ電子株式会社
36 デンカ生研株式会社
37 カールツァイスメディテック株式会社
38 富士通株式会社
39 株式会社クリュートメディカルシステムズ
40 一般社団法人日本眼科医療機器協会
41 ロシュ・ダイアグノスティックス株式会社
42 栄研化学株式会社
43 株式会社かんでんエンジニアリング
44 株式会社ミレニア

No. 出展社名
45 ピツニーボウズジャパン株式会社
46 味の素株式会社
47 株式会社 VIP グローバル
48 株式会社石川コンピュータ・センター
49 東レ・メディカル株式会社
50 フクダコーリン株式会社
51 株式会社アイエスゲート
52 カイゲンファーマ株式会社
53 株式会社ユネクス
54 キッセイコムテック株式会社
55 NEC ソリューション　イノベータ
56 株式会社アルファ　インターナショナル
57 キヤノンメディカルシステムズ株式会社
58 キヤノンライフケアソリューションズ株式会社
59 キヤノン ITS メディカル株式会社
60 東光コンピュータ・サービス株式会社
61 スリープウェル株式会社

62 特定非営利活動法人こどもたちのこどもたちのこ
どもたちのために

63 富士フイルムメディカル株式会社
64 富士フイルム和光純薬株式会社
65 パナソニック株式会社
66 花王株式会社
67 アークレイ株式会社
68 株式会社エスフィル
69 共同印刷西日本株式会社
70 三菱ケミカル株式会社
71 大日本印刷株式会社
72 エプソン販売株式会社
73 株式会社東陽テクニカ
74 株式会社エスシーシー
75 東洋羽毛工業株式会社
76 株式会社バイオデザイン
77 株式会社タニタ
78 ソニー生命保険株式会社
79 東芝情報システム株式会社
80 アイテック阪急阪神株式会社
81 株式会社リクルートライフスタイル
82 株式会社マーストーケンソリューション
83 株式会社メルシー
84 株式会社ブルボン
85 株式会社アストロステージ

物産展 株式会新潟ふるさと村
書籍展示 株式会社日本病院共済会
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協賛企業・団体一覧
　第 59 回日本人間ドック学会学術大会を開催するにあたり、下記の皆様よりご協賛を賜りました。ここに深甚たる感謝の意を
表します。

第 59 回日本人間ドック学会学術大会
大会長　加藤　公則

【協　　賛】
青木機工建設株式会社 有限会社木場商店
クシヤ株式会社 小林クリエイト株式会社
株式会社ダイセル　新井工場 株式会社梨本鉄工所
株式会社新潟トラベル 株式会社ニイガタメデカルサービス
日本曹達株式会社 株式会社日本病院共済会
パイオニア防災株式会社 ヘルスケア・コミッティー株式会社

【広告共催企業】
青木機工建設株式会社 アルフレッサファーマ株式会社
石本酒造株式会社 石本商事株式会社
カイゲンファーマ株式会社 キャノンメディカルシステムズ株式会社
極東製薬工業株式会社 佐渡汽船株式会社
株式会社JMDC シスメックス株式会社
株式会社シルバーホテル 積水メディカル株式会社
セコム上信越株式会社 株式会社第一印刷所
株式会社タカヨシ 武田薬品工業株式会社
東ソー株式会社 合資会社中北車体工作所
新潟グランドホテル 新潟県基準寝具株式会社 
日本事務器株式会社 一般社団法人日本食品安全協会
株式会社ハーディ 株式会社ビー・エム・エル
株式会社日立製作所 ピツニーボウズジャパン株式会社
株式会社　廣瀬 株式会社　福田組
株式会社ブルボン 株式会社細貝建築事務所
株式会社ミレニア 株式会社吉田建設

【超音波検査ライブセミナー協力企業】
キヤノンメディカルシステムズ株式会社

【ランチョンセミナー共催企業】
味の素株式会社 アッヴィ合同会社
アボットジャパン株式会社 アリーア メディカル株式会社
アルケア株式会社 栄研化学株式会社
NKメディコ株式会社 株式会社LSIメディエンス
大塚製薬株式会社 独立行政法人環境再生保全機構
栄研化学株式会社 シーメンスヘルスケア・ダイアグノスティクス株式会社 
株式会社JMDC 塩野義製薬株式会社
積水メディカル株式会社 デンカ生研株式会社
東ソー株式会社 株式会社トプコン
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ニットーボーメディカル株式会社	 日本ベクトン・ディッキンソン株式会社
株式会社日立製作所	 ピツニーボウズジャパン株式会社
フクダ電子株式会社	 富士フイルム和光純薬株式会社
伏見製薬株式会社	 富士レビオ株式会社
Bloom	Technology	株式会社	 ホロジックジャパン株式会社
株式会社リンケージ	 ロコモチャレンジ！推進協議会
ロシュ・ダイアグノスティックス株式会社

【出展企業】
アークレイ株式会社	 株式会社アイエスゲート
アイテック阪急阪神株式会社	 味の素株式会社
株式会社アストロステージ	 アルケア株式会社
株式会社アルファ　インターナショナル	 株式会社石川コンピュータ・センター
株式会社イリモトメディカル	 イワツキ株式会社
株式会社インテグラル	 株式会社インボディ・ジャパン
株式会社ウイスマー	 栄研化学株式会社
株式会社エー・アンド・ディ	 株式会社エクセル・クリエイツ
株式会社エスアールエル	 株式会社エスシーシー
株式会社エスフィル	 NECソリューション　イノベータ
NKメディコ株式会社	 エプソン販売株式会社
MCヘルスケア株式会社	 Optos株式会社
カールツァイスメディテック株式会社	 カイゲンファーマ株式会社
花王株式会社	 株式会社かんでんエンジニアリング
キッセイコムテック株式会社	 キヤノンITSメディカル株式会社
キヤノンメディカルシステムズ株式会社	 キヤノンライフケアソリューションズ株式会社
共同印刷西日本株式会社	 協和メデックス株式会社
株式会社クリュートメディカルシステムズ	 特定非営利活動法人こどもたちのこどもたちのこどもたちのために
小林クリエイト株式会社	 サーモフィッシャーダイアグノスティックス株式会社
株式会社サイキンソー	 株式会社サン・プラニング・システムズ
株式会社JMDC	 スリープウェル株式会社
セーレン商事株式会社	 seca株式会社
ソニー生命保険株式会社	 大成化工株式会社
大日本印刷株式会社	 株式会社タニタ
DeSCヘルスケア株式会社	 デンカ生研株式会社
東光コンピュータ・サービス株式会社	 東芝情報システム株式会社
東洋羽毛工業株式会社	 株式会社東陽テクニカ
東レ・メディカル株式会社	 株式会社トプコン
株式会社トンボ	 株式会新潟ふるさと村
株式会社ニデック	 一般社団法人日本家族計画協会
一般社団法人日本眼科医療機器協会	 日本事務器株式会社
日本ベクトン・ディッキンソン株式会社	 株式会社ハーディ
株式会社バイオデザイン	 パナソニック株式会社
PHC株式会社	 株式会社日立製作所
ピツニーボウズジャパン株式会社	 株式会社VIPグローバル
フクダコーリン株式会社	 フクダ電子株式会社
富士通株式会社	 富士フイルムメディカル株式会社
富士フイルム和光純薬株式会社	 Bloom	Technology	株式会社
株式会社ブルボン	 株式会社ヘルスケアシステムズ
株式会社ホスピタルネット	 株式会社マーストーケンソリューション
三菱ケミカル株式会社	 株式会社ミレニア
株式会社メルシー	 株式会社ユネクス
株式会社リクルートライフスタイル	 ロシュ・ダイアグノスティックス株式会社
	 （五十音順）

2018年7月11日現在
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日本人間ドック学会学術大会（および前身の）開催記録

通算
回数 名　　　称 会　　　期

年　月　日
主 催 者
学 会 長

所　　属
（職　　名） 会　場（開催地）

1 短期人間ドック医療担当者講習会 34. 8.22－23 橋本　寛敏 聖路加国際病院長 聖路加国際病院 東 京
2 短期人間ドック医療担当者講習会 35. 8.13 〃 日本病院協会会長 聖路加国際病院 東 京
3 短期人間ドック医療担当者
講習会・研究会

36. 9.29－30 〃 〃 都道府県会館 東 京

4 短期人間ドック医療担当者
講習会・研究会

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

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

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

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

ホール
東 京

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

健康管理学教室教授
電気ホール 福 岡

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

育科学センター教授
名古屋市中小企業振興会館 名古屋

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

日本青年館 東 京

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

ター所長
ニュースカイホテル 熊 本

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

広島国際会議場 広 島
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通算
回数 名　　　称 会　　　期

年　月　日
主 催 者
学 会 長

所　　属
（職　　名） 会　場（開催地）

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

イアンス理事長
ロイトン札幌
北海道厚生年金会館

北海道

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

ホテルメトロポリタン秋田
秋 田

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

沖 縄

48 19. 8.30－31 中村　治雄（財）三越厚生事業団
常務理事

ロイヤルパークホテル
三越劇場

東 京

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

徳 島

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

グランドプリンスホテル
赤坂

東 京

51 22. 8. 26－ 27 吉田　　威 吉田病院
理事長・病院長

旭川市民文化会館
旭川グランドホテル

北海道

52 23. 8. 25－ 26 大道　道大 森之宮病院
院長

大阪国際会議場 大 阪

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

東京国際フォーラム 東 京

54 25. 8. 29－30 堺　　常雄 聖隷浜松病院
総長

アクトシティ浜松，
オークラアクトシティホテル浜松

浜 松

55 26. 9. 4－ 5 寺坂　禮治 福岡赤十字病院
病院長

福岡国際会議場 福 岡

56 27. 7.30－31 土屋　　敦 医療法人 相和会
理事長

パシフィコ横浜 横 浜

57 28. 7.28－29 相澤　孝夫 社会医療法人財団慈泉会 理事長
相澤健康センター 名誉顧問

まつもと市民芸術館，ホテルブエ
ナビスタ，松本東急REIホテル

松 本

58 29. 8.24－25 中川　高志 医療法人 大宮シティ
クリニック 理事長

大宮ソニックシティ，
パレスホテル大宮

大 宮
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次期（第 60 回・2019 年度） 学術大会について
１．学 術 大 会 長 井　上　和　彦

  （一般財団法人淳風会 　淳風会健康管理センター センター長）

２．開 催 期 日 2019 年 7 月 25 日（木）・26 日（金）

３．会 　 　 場 岡山県岡山市

  ホテルグランヴィア岡山・岡山コンベンションセンター・

 岡山県医師会館・ANA クラウンプラザホテル岡山

４．メインテーマ 「Beside you 働く世代の健康増進をめざして！」

次々期（第 61 回・2020 年度）　学術大会について
１．学 術 大 会 長 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

 統括センター長）

２．開 催 期 日 2020 年 11 月 26 日（木）・27 日（金）予定

３．会 　 　 場 神奈川県横浜市　パシフィコ横浜

※第 4回国際人間ドック会議・第 27 回 IHEPA（国際健診学会）合同会議を同期日に開催する

◇第 4 回国際人間ドック会議・第 27 回 IHEPA（国際健診学会）合同会議
　国際大会合同会議大会長　　篠　原　幸　人

　　　　　　　　　　　　　　 （国家公務員共済組合連合会立川病院　名誉院長、

　　　　　　　　　　　　　　東海大学　名誉教授）

人間ドック　Vol.33　No.2　2018 年292（404）





公益社団法人日本人間ドック学会　利益相反（COI）に関する指針

１．序文
　公益社団法人日本人間ドック学会（以下「本法人」という）は、予防医学等人間ドック健診に関する諸分野の研究調
査、知識の普及、啓発、学術集会の開催を行うことにより学術の振興、さらに高齢者の福祉の増進及び勤労者の福祉の
向上を目指して、国民の健康増進に寄与することを目的とする。予防医学等の領域においては、産学連携による研究の
展開とともにその成果を人間ドック健診現場に還元して社会に積極的に貢献することが強く求められている。本法人に
おいても会員などに本法人事業での発表などで利益相反（conflict of interest: COI、以下 COI という）状態にあるスポ
ンサーとの経済的な関係を一定要件のもとに開示させることにより、社会に対する説明責任を果たすべきであると考え
る。本指針は、本法人および本法人会員（以下、「会員」という）のあらゆる活動について、本法人として利益相反（conflict 
of interest: COI）に対して公正、適切、かつ迅速に対処する方針を策定したものである。

２．目的
　会員が特定の企業から個人的に金銭的利益を得ている場合は、「研究テーマが当該企業の利益のために設定される等、
学術研究上の有意性に欠けるのではないか」、あるいは「当該企業に有利なデータ収集等がなされる等、研究の客観性
に欠けるのではないか」などと、社会から疑念を抱かれる可能性もある。本法人での研究成果の公表や教育・啓発活動
においては、自らの社会的信頼を確保するために、本法人が定める基準（施行細則）に従って、利益相反 COI 状況に
ついて自主的に開示（自己申告）し、中立性と透明性を維持することで、社会への説明責任を果たすことにする。

３．対象者
COI の状態が生じる可能性がある以下の対象者に対し、本指針が適用される。
①　本法人会員
②　本法人の事務局員
③　本法人の学術大会、学会誌 ｢人間ドック｣ などで発表する者
④　本法人の理事会、委員会、小委員会などの構成員

４．対象となる活動
　本法人が関わるすべての事業における活動に対して本指針を適用する。特に、本法人の学術大会や講演会、研修会、
講習会での発表、本法人からの研究費の提供を受けて行う研究、また、本法人の学会誌などでの発表やガイドライン作
成を行う委員等には、本指針の遵守が求められる。

5．開示の範囲・内容
　対象者は、個人における以下の①～⑧の事項で、別に定める基準を超える場合には、COI の状況を所定の様式に従い、
自己申告によって正確な状況を開示するものとする。また、対象者は、一親等以内の親族または生計を一にする者で、
以下の①～③の事項で、別に定める基準を超える場合にはその正確な状況を本法人に申告するものとする。
　なお、自己申告された内容については、申告者本人が責任を持つものとする。具体的な開示・公開方法は、対象活動
に応じて別に細則に定める。
① 企業や営利を目的とした団体の役員、名誉顧問職、社員
② エクイティ（株式、出資金、ストックオプション、受益権など）の保有
③ 企業や営利を目的とした団体からの特許権使用料
④  企業や営利を目的とした団体から、会議の出席（発表）に対し、研究者を拘束した時間・労力に対して支払われ
た日当（講演料など）、パンフレットなどの執筆に対して支払った原稿料

⑤ 企業や営利を目的とした団体が提供する研究費（治験、受託研究、共同研究など）
⑥ 企業や営利を目的とした団体が提供する奨学寄付金
⑦ 企業や営利を目的とした団体が提供する寄付講座
⑧ その他の報酬（健診や研究とは直接関係ない旅行費用や贈答品）
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６．COI 状態の回避
　予防医学・人間ドック健診研究の結果とその解釈や公表などは、純粋に科学的判断、あるいは公共の利益に基づいて
行われるべきである。その研究の資金提供者・企業の恣意的な意図に影響されてはならない。
　また、本法人主導型の予防医学・人間ドック健診研究の実施責任者は、以下のCOI 状態にないものを選出する。また、
実施責任者に選出された場合は、これらのCOI 状態を回避する。
①予防医学・人間ドック健診研究の内容に関係する企業のエクイティの保有
②予防医学・人間ドック健診研究から得られる製品・技術の特許料・特許権の獲得
③ 予防医学・人間ドック健診研究に関連する企業の営利を目的とした団体の役員、理事、顧問（無償の科学的な顧問
は除く）

　ただし、①～③に該当する研究者であっても、当該予防医学・人間ドック健診研究を計画・実施する上で、必要不可
欠の人材であり、かつ当該研究が国際的にも極めて重要な意義を持つような場合には実施責任者に就任することは可能
とする。

7．実施方法
① 会員の責務
　会員は予防医学・人間ドック健診研究成果を学術大会講演などで発表する場合、当該研究実施に関わる COI 状態を
発表時に、本法人の細則にしたがい、所定の書式（様式 1-A、1-B）で適切に開示するものとする。当該研究などの発
表との関係で、本指針に反するとの指摘がなされた場合には、基本問題検討委員会および理事会は COI を管轄する委
員会（日本人間ドック学会倫理委員会、以下 「倫理委員会」という）に審議を求め、その答申に基づき、妥当な措置方
法を講ずる。
② 役員等の責務
　本法人の役員（理事長、副理事長、理事、監事）、学術大会長、各種委員会委員長およびガイドライン作成などを含
む特定の委員会、小委員会の委員は本法人に関わるすべての事業活動に対して重要な役割と責務を担っており、当該事
業に関わるCOI 状況については、就任した時点で所定の書式（様式 2）にしたがい自己申告を行なうものとする。 また、
就任後、新たにCOI 状態が発生した場合には規定にしたがい、修正申告を行うものとする。
③ 倫理委員会の役割
　倫理委員会は、本法人が行うすべての事業において、重大な COI 状態が会員に生じた場合、あるいは、COI の自己
申告が不適切で疑義があると指摘された場合、当該会員の COI 状態をマネージメントするためにヒアリングなどの調
査を行い、その結果を理事長に答申する。
④基本問題検討委員会および理事会の役割
　基本問題検討委員会および理事会は、役員などが本法人の事業を遂行するうえで、重大な COI 状態が生じた場合、
あるいは COI の自己申告が不適切であると認めた場合、倫理委員会に諮問し、答申に基づいて改善措置などを指示す
ることができる。
⑤ 学術大会長の役割
　学術大会長は、学術大会で予防医学・人間ドック健診研究の成果が発表される場合には、その実施が本指針に沿った
ものであることを検証し、本指針に反する演題については発表を差し止めるなどの措置を講ずることができる。この場
合には、速やかに発表予定者に理由を付してその旨を通知する。なお、これらの措置の際には学術大会長は倫理委員会
に諮問し、その答申に基づいて改善措置などを指示することができる。
⑥ 編集委員会の役割
　学会誌編集委員会は、学会誌などの刊行物で研究成果の原著論文、総説、診療ガイドライン、編集記事、意見などが
発表される場合、その実施が本指針に沿ったものであることを検証し、本指針に反する場合には掲載を差し止めるなど
の措置を講ずることができる。この場合、速やかに当該論文投稿者に理由を付してその旨を通知する。本指針に違反し
ていたことが当該論文掲載後に判明した場合は、当該刊行物などに編集委員長名でその旨を公知することができる。な
お、これらの措置の際に編集委員長は倫理委員会に諮問し、その答申に基づいて改善措置などを指示することができる。
⑦ その他
　その他の委員長・委員は、それぞれが関与する本法人事業に関して、その実施が本指針に沿ったものであることを検
証し、本指針に反する事態が生じた場合には、速やかに事態の改善策を検討する。なお、これらの対処については倫理
委員会に諮問し、答申に基づいて基本問題検討委員会および理事会は改善措置などを指示することができる。
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8. 指針違反者に対する措置と説明責任
（１）指針違反者に対する措置
　本法人基本問題検討委員会および理事会は、別に定める規則により、本指針に違反する行為に関して審議する権限を
有しており、倫理委員会に諮問し、答申を得た上で、基本問題検討委員会および理事会で審議した結果、重大な指針違
反があると判断した場合には、その違反の程度に応じて一定期間、次の措置の全てまたは一部を講ずることができる。
① 本法人が開催するすべての講演会、研修会での発表禁止
② 本法人の学会誌等刊行物への論文掲載禁止
③ 本法人の学術大会長就任禁止
④ 本法人の理事会、委員会、小委員会への参加禁止
⑤ 本法人の社員の解任、あるいは社員になることの禁止
⑥ 本法人会員の資格停止、除名、あるいは入会の禁止

（２）不服の申立
　被措置者は、本法人に対し不服申立をすることができる。本法人の理事長は、これを受理した場合、速やかに不服申
立て審査委員会を設置して審査を委ね、その答申を基本問題検討委員会および理事会で協議したうえで、その結果を不
服申立者に通知する。
（３）説明責任
　本法人は、自らが関与する場所で発表された予防医学・人間ドック健診研究の成果について、重大な本指針の違反が
あると判断した場合は、直ちに基本問題検討委員会および理事会の協議を経て社会に対する説明責任を果たさねばなら
ない。

9．細則の制定
　本法人は、本指針を運用するために必要な細則を制定することができる。

10．指針の改正
　本指針は、社会的要因や産学連携に関する法令の改正、整備ならびに予防医学、人間ドック健診およびその研究をめ
ぐる諸条件に適合させるためには、定期的に見直しを行い、改正することができる。

11．施行日
　本指針は 2012 年 6 月 28 日より施行する。
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公益社団法人日本人間ドック学会　利益相反（COI）に関する施行細則

第１条（公益社団法人日本人間ドック学会学術大会などでの発表）
　第 1 項（開示の範囲）
　会員・非会員の別を問わず、筆頭および共同演者が開示する義務のある利益相反（以下 COI という）状態は、発表
内容に関連する企業や団体に関わるものに限定し、次のような関係とする。
１．予防医学・人間ドック健診研究を依頼し、または共同で行った関係（有償無償を問わない）
２． 予防医学・人間ドック健診研究において評価される検査、検査機器などに関連して特許権などの権利を共有してい
る関係

３． 予防医学・人間ドック健診研究において使用される検査機器などを無償もしくは特に有利な価格で提供している関
係

４．予防医学・人間ドック健診研究について研究助成・寄付などをしている関係
５．予防医学・人間ドック健診研究において未承認の検査機器などを提供している関係
６．寄付講座などのスポンサーとなっている関係

　第 2 項（開示の方法）
　（開示の方法）
　演題発表時に明らかにする COI 状態については、COI に関する指針「5. 開示の範囲、内容」で定められたものを、
発表スライドの最初、あるいはポスターの最後に、「筆頭および共同演者の利益相反（COI）自己申告書」（様式 1-A、
1-B）に従って開示する。開示が必要なものは過去 1 年間（当該年の 1月 1 日～ 12 月 31 日）とする。ただし、各々の
開示すべき事項について、自己申告が必要な金額を次のように定める。
１． 企業や団体の役員、顧問職、社員などについては、1 つの企業・団体からの報酬額が年間 100 万円以上は申告する。
２．  エクイティの保有については、 1 つの企業についての 1 年間の株による利益（配当、売却益の総和）が 100 万円以

上の場合、あるいは当該全エクイティの 5％以上を所有する場合は申告する。
３． 企業や団体からの特許権使用料については、1 つの特許権使用料が年間 100 万円以上の場合は申告する。
４．  企業や団体から、会議の出席（発表）に対し、研究者を拘束した時間・労力に対して支払われた日当（講演料など）と、

パンフレットなどの執筆に対して支払った原稿料については、１つの企業・団体からの年間のこれらの合計が 50 
万円以上の場合は申告する。

５．  企業や団体が提供する研究費（治験、受託研究、共同研究など）については、1 つの企業・団体から支払われた
総額が年間 200 万円以上の場合は申告する。

６．  企業や団体が提供する奨学寄付金については、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部局（講
座、分野）あるいは研究室の代表に対して支払われた総額が年間 200 万円以上の場合は申告する。

７． 企業や団体が提供する寄付講座に申告者が所属している場合は申告する。
８．  その他の報酬（研究とは直接無関係な、旅行、贈答品など）については、1 つの企業・団体から受けた報酬が年

間 5 万円以上の場合は申告する。

第 2 条（本法人学会誌「人間ドック」などでの発表）
　第 1 項（開示の範囲）
　著者全員が開示する義務のあるCOI 状態は、投稿内容に関連する企業や団体に関わるものに限定し、第 1 条第 1 項
に記したものと同一の関係とする。

　第 2 項（開示の方法）
　本法人の学会誌 ｢人間ドック｣ などで発表を行う筆頭および共同著者は、投稿時に投稿規定に定める「利益相反（COI）
自己申告書」（様式 3）により、COI 状態を明らかにしなければならない。このCOI 状態は論文末尾、References の直
前の場所に印刷される。規定されたCOI 状態がない場合は、同部分に、「The authors declare no conflict of interest.」
などの文言を入れる。投稿時に明らかにする COI 状態については、本指針で定められたものを自己申告する。各々の
開示すべき事項について、自己申告が必要な金額は細則第 1 条第 2 項で規定された金額と同一とする。開示が必要な
ものは論文投稿時の過去 1 年間のものとする。
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　なお、届けられたものは論文査読者には開示しない。

第 3 条（役員等）
　第 1 項（開示の範囲）
　役員等（理事長、副理事長、理事、学術大会長、監事、編集委員長、各種委員会あるいは小委員会の委員長および委
員）が開示するCOI 状態（COI 情報）は、本法人が行う事業に関連する企業や団体に関わるものに限定する。

　第 2 項（開示の方法）
　上記の役員等は、新就任時と、就任後は 1 年ごとに本指針で定められたものを、「役員などのCOI 自己申告書」（様
式 2）を提出して自己申告する。開示するCOI 状態については、各々の開示すべき事項について、自己申告が必要な金
額は細則第 1 条第 2 項で規定された金額と同一とする。様式 2 は 1 年間分を記入し、その算出期間を明示する。ただし、
役員等は、在任中新たなCOI 状態が発生した場合は、2 ヶ月以内に様式 1を以って再報告する。

第 4 条（役員等のCOI 自己申告書の取扱い）
　第１項　
　COI に関する施行細則（以下「本細則」という）に基づいて本法人に提出された様式 2およびそこに開示されたCOI 
状態は本法人事務局において、理事長を管理者とし、個人情報として法令に則して厳重に保管・管理される。COI 情報は、
本指針に定められた事項を処理するために、基本問題検討委員会、理事会および倫理委員会が随時利用できるものとす
る。その利用には、当該申告者の COI 状態について、疑義もしくは社会的・法的問題が生じた場合に、倫理委員会の
議論を経て、基本問題検討委員会および理事会の承認を得た上で、当該COI情報のうち、必要な範囲を本法人内部に開示、
あるいは社会へ公開する場合を含むものとする。
　様式 2 の保管期間は役員、委員会委員の任期終了後 2 年間とし、その後は理事長の監督下で廃棄される。ただし、
様式 2の保管期間中に、当該申告者について疑義もしくは社会的・法的問題が生じた場合は、基本問題検討委員会およ
び理事会の決議により、様式 2の廃棄を保留できるものとする。

　第 2項
　本法人の基本問題検討委員会、理事会および倫理委員会は、本細則に従い提出された自己申告書をもとに、当該個人
の COI 状態の有無・程度を判断し、本法人としてその判断に従ったマネージメントならびに措置を講ずる場合、当該
個人の COI 情報を随時利用できるものとする。しかし、利用目的に必要な限度を以上えてはならず、また、上記の利
用目的に照らし開示が必要とされる者以外の者に対して開示してはならない。

　第 3項
　COI 情報は、第４条第２項の場合を除き、原則として非公開とする。COI 情報は、本法人の活動、委員会の活動等
に関して、本法人として社会的 ･道義的な説明責任を果たすために必要があるときは、基本問題検討委員会および理事
会の議を経て、必要な範囲で本法人の内外に開示若しくは公表することができる。
　この場合、開示若しくは公開される COI 情報の当事者は、基本問題検討委員会および理事会に対して意見を述べる
ことができる。但し、開示若しくは公開について緊急性があって意見を聞く余裕がないときは、その限りではない。

　第 4項
　非会員から特定の会員を指名しての開示請求（法的請求も含めて）があった場合、妥当と思われる理由があれば、理
事長からの諮問を受けて倫理委員会が個人情報の保護のもとに適切に対応する。倫理委員会は開示請求書を受領してか
ら３０日以内に委員会を開催して可及的すみやかにその答申を行う。

第 5条（COI 委員会）
　倫理委員会は、基本問題検討委員会および理事会と連携して、利益相反ポリシーならびに本細則に定めるところによ
り、会員の COI 状態が深刻な事態へと発展することを未然に防止するためのマネージメントと違反に対する対応を行
う。委員にかかるCOI 事項の報告ならびにCOI 情報の取扱いについては、第４条の規定を準用する。
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第 6条（違反者への措置）
　第 1項
　本法人学会誌「人間ドック」ならびに本法人学術大会などの発表者によって提出されたCOI 自己申告事項について、
疑義もしくは社会的・道義的問題が発生した場合、本法人として社会的説明責任を果たすために倫理小委員会が十分な
調査、ヒアリングなどを行ったうえで適切な措置を講ずる。
　深刻な COI 状態があり、説明責任が果たせない場合には、理事長は、倫理委員会に諮問し、その答申をもとに基本
問題検討委員会および理事会で審議のうえ、当該発表予定者の学会発表や論文発表の差止めなどの措置を講じることが
できる。
　既に発表された後に疑義などの問題が発生した場合には、理事長は事実関係を調査し、違反があれば掲載論文の撤回
などの措置を講じ、違反の内容が本法人の社会的信頼性を著しく損なう場合には、本法人の定款にしたがい、会員資格
などに対する措置を講ずる。

　第 2項
　本法人の役員等、COI 自己申告が課せられている委員およびそれらの候補者について、就任前あるいは就任後に申告
された COI 事項に問題があると指摘された場合には、倫理委員会委員長は文書をもって理事長に報告し、理事長は速
やかに基本問題検討委員会を開催し決議した上で、理事会にて当該指摘を承認するか否かを議決しなければならない。
　当該指摘が承認された時、役員および役員候補者にあっては退任し、また、その他の委員に対しては、当該委員およ
び委員候補者の委嘱を撤回することができる。

第 7 条（不服申し立て）
　第１項（不服申し立て請求）
　第 6条第 1項により、本法人事業での発表（学会誌 ｢人間ドック｣、学術大会など）に対して違反措置の決定通知を
受けた者ならびに、第 6条第 2項により役員等の退任あるいは委員委嘱の撤回を受けた候補者は、当該結果に不服があ
るときは、理事会議決の結果の通知を受けた日から７日以内に、理事長宛ての不服申し立て審査請求書を本法人事務局
に提出することにより、審査請求をすることができる。
　審査請求書には、倫理委員会委員長が文書で示した撤回の理由に対する具体的な反論 ･反対意見を簡潔に記載するも
のとする。その場合、倫理委員会委員長に開示した情報に加えて異議理由の根拠となる関連情報を文書で示すことがで
きる。

　第 2項（不服申し立て審査手続）
１． 不服申し立ての審査請求を受けた場合、理事長は速やかに不服申し立て審査委員会（以下「審査委員会」という）
を設置しなければならない。審査委員会は理事長が指名する本法人会員若干名および外部委員１名以上により構成
され、委員長は委員の互選により選出する。倫理委員会委員は審査委員会委員を兼ねることはできない。審査委員
会は審査請求書を受領してから 30 日以内に委員会を開催してその審査を行う。

２． 審査委員会は、特別の事情がない限り、審査に関する第１回の委員会開催日から１ヶ月以内に不服申し立てに対す
る答申書をまとめ、理事長に提出する。

３．審査委員会の決定を持って最終とする。

第 8条（細則の変更）
　本細則は、社会的要因や産学連携に関する法令の改変などから、個々の事例によって一部に変更が必要となることが
予想される。基本問題検討委員会は、本細則の見直しのための審議を行い、基本問題検討委員会および理事会の決議を
経て、変更することができる。

第 9条（附　則）
　本細則は、平成 24 年 6 月 28 日より実施する。
　本細則は、平成 29 年 4 月 1 日より実施する。
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