


2018年12月3日
日本人間ドック学会役員（監事を除く）・社員等　各位

公益社団法人日本人間ドック学会
理事長　篠原幸人

第63回  2022年  日本人間ドック学会学術大会
学術大会長の募集について（公募）

　公益社団法人日本人間ドック学会学術大会（以下「本法人学術大会」という）学術大会長は，定款第19条第5項
により理事会の推薦により理事長が指名し，総会において報告いたします．
　ここに，第63回 2022年日本人間ドック学会学術大会学術大会長を理事会にて推薦するため，役員（監事を除
く）・社員等から広く公募することとなりましたので，以下の要領にて募集いたします．

＜募集要項＞
1．応募資格：応募は自薦であること．
（1）応募者は，原則として日本人間ドック学会の社員または役員（監事を除く）であること．
（2）応募者は，人間ドック認定医または人間ドック健診専門医であること．
（3）応募者以外の2 名の日本人間ドック学会社員または役員（監事を除く）が推薦者として含まれていること．
（4）原則，第61回大会（東京都），第62回大会（名古屋市）の開催県（市）ではないこと．

2．応募期間：2018年12月3 日（月）～ 2019年3月29 日（金）

3．開催会場： メインホールは1,000名以上規模の人数を収容でき，約4,000名（2日間の実質来場者）の参加者
来場および宿泊施設等も確保できる地域であること．

 （なお開催地は，学術大会長所属機関と異なる利便性の高い場所を選択することも可能）

【開催日：原則として2022年7月下旬 ～ 9月上旬の2日間とする】
　　　　（※3日目開催予定の認定医・専門医研修会（1,000名規模）会場手配も含む）

4．応募方法： 応募者は所定の用紙に入力の上，本法人事務局宛てに郵送により申請すること．
 （2019年3月29日消印有効）
 『応募届』（所属先・資格認定・職歴等の他，本法人等の活動実績等）
 『応募趣意書』（学術大会に対する考え方，学術大会の具体的な実行計画等）
 『推薦状』（推薦者どちらか1名による署名，捺印と推薦理由の記載は必須）

＊応募書類，詳細については本法人ホームページよりダウンロードの上，申請してください．

5．審議方法等：2019年度開催の基本問題検討委員会にて予め選出，理事会にて推薦した後，理事長により学
術大会長を指名し，社員総会にて報告させていただきます．

※本件についての質問がありましたら，事務局までお問い合わせください．
【送付先・問合せ先】
〒102-0075 東京都千代田区三番町9-15　ホスピタルプラザビル1階
　　　　　　公益社団法人日本人間ドック学会　事務局（学術大会長　公募係）
　　　　　　TEL：03-3265-0079　FAX：03-3265-0083　E-Mail：info@ningen-dock.jp
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各　位

日本人間ドック学会 理事長　篠原幸人
＜公印省略＞

2018年度第 5回人間ドック健診専門医研修会の開催について（ご案内）
（第 51回人間ドック健診認定医・専門医研修会）

1．日　　時　　2019年 3月 3日（日）12：20～ 15：45（受付 11：20～ 12：20）
2．会　　場　　ヒューリックホール東京（会場が今までと異なりますのでご注意ください．）
　　　　　　　  〒 100-0006 東京都千代田区有楽町 2丁目 -5-1 有楽町マリオン 11F
　　　　　　　  　　　　　   阪急メンズ東京側（旧 TOHOシネマズ日劇）　TEL：03-6674-1443（代表）
3．参加資格　　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）
4．定　　員　　860名
5．単 位 数　　7単位　
6．参 加 費　　1名様　10,000円（資料代込）　　☆当日参加費受領後，領収書発行します．
7．申込方法　　日本人間ドック学会公式サイト http://www.ningen-dock.jp/ よりオンライン登録．

2019 年 1 月 10 日（木）よりオンライン受付を開始します．
※オンラインでの登録が困難な場合は下記事務局担当までご連絡ください．

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

8．連絡事項　　※受付は 12：30にて終了します．12：30以降のご入場はお断り致します．
※この研修会は 7単位となります．

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

B） 新制度専門医は，受付でお渡しする【領収書 ･修了証（オレンジ用紙）】に氏名等を記入の上，
半分を切り離し，研修会終了後，指定場所の回収箱に提出して下さい．

※講演中の写真撮影・録音・録画は，固くお断り致します．
注） 人間ドック認定医・専門医は，50単位以上の単位は，次回更新への繰越しはできませんので，参加
登録の際は，単位数をご確認の上，お申込みください．

＜会場案内図＞
【会場までのアクセス】

○ JR山手線「有楽町駅」 （中央口・銀座口）より徒歩 3分

○ 東京メトロ有楽町線「有楽町駅」（D7出口）より徒歩 3分

○ 東京メトロ銀座線・日比谷線・丸ノ内線「銀座駅」（C4出口）

より徒歩 1分

○ 東京メトロ日比谷線・千代田線・都営地下鉄三田線「日

比谷駅」（A0出口）

● 東京駅より，タクシーで約 3分

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

【2019年 3月 3日（日）12：20～ 15：45　ヒューリックホール東京】

プログラム（敬称略）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※プログラムは講師の都合により変更になる場合があります
※指導医講習会　対象研修会

11：20～ 12：20 受　付

12：20～ 12：30 開会挨拶

12：30～ 13：30 「医療安全・医療倫理について」
 小林　弘幸　　順天堂大学　病院管理学　教授

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

13：30～ 14：30 「胃 X線検診について」
 杉野　吉則　　慶應義塾大学病院 予防医療センター　特任教授

14：30～ 14：45 *******************　休　憩（15分）******************* 

14：45～ 15：45 「すい臓がんについて」
 中郡　聡夫　　東海大学　医学部消化器外科　教授

15：45～ A）参加証明シール配布・B）修了証提出

●申込開始日：1月 10日（木）　　※定員　860名（定員になり次第締切）

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

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

③登録完了後，受付番号を明記した「登録確認証」メールを自動配信致します．
④研修会当日には，「登録確認証」メールを印刷したものを受付にお持ち下さい．
　※登録出来ない，又は「登録確認証」メールが届かない場合は，下記事務局担当へお問い合わせ下さい．

★オンライン登録が困難な場合は，恐れ入りますが下記事務局担当へお問い合わせください．
★取得 7単位については，資格によって単位管理方法等が異なりますのでご注意ください．
　　　A：認定医等：シール管理　　Ｂ：新制度専門医：修了証提出
★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．
★第 1講演は医療安全・医療倫理対象講演ですので，新制度専門医は 1単位が加算されます（上限 2単位）
★研修会参加には，本学会医師正会員であることが条件です．
（まだ入会手続きがお済みでない方は先に入会申請を行ってください）

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

　　お問合わせ先：日本人間ドック学会　事務局　認定医・専門医研修会担当
TEL：03-3265-0079（9：00～ 17：00　平日のみ）　　FAX：03-3265-0083
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● 現在，『人間ドック健診専門医制度（新制度）』について，掲載しております．
 詳しくは　新制度専門医 HP：http://www.senmoni.jp/ をご確認ください．

● 人間ドック健診専門医制度　現状報告  ●
① 日本総合健診医学会との合同の『2018年度人間ドック健診専門医認定試験』は 10/21（日）に終了しました．
両学会の合格者には登録料 1万円の請求書を送付し，入金が完了した者を『2018年度人間ドック健診専門医
認定者』とし，両学会理事会にて承認されました．

　※ 2018年度人間ドック健診専門医認定者の今後の詳細については，次頁をご確認ください．

② セルフトレーニング問題 2018の採点結果について
新制度専門医（2012年度以降認定・更新者・修了者除く）が対象のセルフトレーニング問題 2018の申請者
には採点結果を送付いたします．
※ 合格者（修了者）には，修了証を同封し，5単位を加算します．
※ 新制度専門医は，認定期間 5年間のうちに，セルフトレーニング問題（5単位）を 1回修了することが更新条件（必
須項目）となります．

※ セルフトレーニング問題 2018の解答と解説は 33-5号（3月末発刊号）に掲載します．

③ 2018年度 研修施設・指導医　新規認定申請について
新制度での研修施設および指導医の新規認定申請について，認定小委員会にて審議し，両学会理事会にて承
認されました．

【認定期間 ：2019年 4月 1日～ 2024年 3月 31日】
※申請された研修施設および指導医には，審査結果を送付いたしました．
※認定となった研修施設・指導医には，2019年 3月末に認定証等を発行いたします．

★ 人間ドック健診専門医（2013年度）認定者　更新のお知らせ ★
2013年度認定の専門医は，（専門医認定期間：2014/4/1～ 2019/3/31）更新時期となりましたので 11月末に
更新書類を送付しております．

【専門医更新申請期間：2018年 12月 3日（月）～ 2019年 3月 7日（木）郵送必着 】

【更新単位数　50単位：両学会企画 30単位以上・他学会企画 上限 20単位 】
　　　　　　必須 4項目：大会・研修会・医療安全 1回参加，セルフトレーニング問題 1回修了

※ 実績報告書（症例サマリー 10例）の提出等の更新条件を満たし，専門医更新申請を希望する方は，
 更新料 1万円を振込み後，必要書類をご準備の上，申請期間内（3/7郵送必着）に申請願います．
※ 入金確認および申請手続き等が遅れ，理事会にて承認できない場合は，資格喪失となります！
※ 50単位を超えた単位については，更新後に繰越すことはできません．
※ 詳しくは，11月末に該当者に送付している『更新手続き方法について』等をご確認ください．

★ 人間ドック健診指導医および研修施設（2013年度）　更新のお知らせ ★
2013年度認定の指導医・研修施設は，（認定期間：2014/4/1～ 2019/3/31）更新時期となりましたので，更新
書類を送付しております．
　●指導医更新条件：専門医資格を継続し，『指導医講習会』に 1回参加していること
　●研修施設更新条件：各学会の認定等施設であり，指導医が 1名以上在籍していること

※指導医および研修施設の更新には，更新料等は不要です．
※詳しくは，該当者（施設）に送付している『更新手続きの書類』等をご確認ください．

※人間ドック健診専門医制度に関しての問い合わせ等はメールにてお願いいたします．
　日本人間ドック学会
　人間ドック健診専門医制度委員会事務局：senmoni@ningen-dock.jp
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※新制度専門医認定番号は 0からはじまる 5ケタ番号
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2018年度人間ドック健診専門医認定者（10/21受験合格者）は，今後は両学会の定める新制度施行規則・施行
細則に準じ，更新のための単位取得等を行っていきます．
そのため，下記のとおり期間や手続き等が変わりますので，ご確認ください．

【日本人間ドック学会へ受験申請した人間ドック健診専門医認定者で，人間ドック認定医有資格者は，
 今後は専門医の更新を優先することになります．（認定医の更新手続きは不要）】 

2018年度人間ドック健診専門医認定者（受験合格者・2018年度専門医更新予定者）
【認定期間 ：2019年 4月 1日～ 2024年 3月 31日】　5年間

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

例　　現：人間ドック認定医認定期間　2016年 4月 1日～ 2021年 3月 31日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　↓　　　↓　　↓
　　　新：人間ドック認定医認定期間　2019年 4月 1日～ 2024年 3月 31日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※認定期間は専門医期間にあわせ，変更されます．

　　
注） 2019年 3月末頃，認定医有資格者には人間ドック健診専門医制度に関する書類と併せて，認定期間を

変更した『人間ドック認定医認定証』を送付いたします．
　　　　

● 2019年 4月 1日より，人間ドック健診専門医更新のための 50単位（両学会企画 30単位以上・両学
会以外の企画上限 20単位）を認定期間内に取得することとなります．

注） 現在の日本人間ドック学会人間ドック認定医で取得した単位は，3月末でリセットされ，2019年 4月 1
日から，0単位スタートなります．
※ そのため，2019年 3月 3日（日）に開催する『第 51回人間ドック健診認定医・専門医研修会』に参加しても，
単位は 3月末でリセットされますので，ご注意ください．（2019/3/31満期の専門医更新者も，すでに更新条
件を満たしている場合は，参加しても 3月末で単位はリセットされますのでご注意ください）

注） なお，合格者・更新予定者で人間ドック認定医認定満期日が，2019年 3月 31日の方は，人間ドック認
定医の更新手続きは不要となります．（現在，人間ドック認定医更新が保留となっている方も更新手続
きは不要となり，認定医資格の継続可能となります）

注） 新制度単位項目内容については，専門医合同 HP：http://www.senmoni.jp/　『規則－単位表』よりご確
認ください．（今後はシールでの管理は不要となり，個人 ID・PWによる HPでの取得単位確認となり
ます）

　
※ 上記は，2018年 10月 21日（日）認定試験に合格した 2018年度人間ドック健診専門医認定者および，

2018年度専門医更新予定者が対象です．

※ 2018年度人間ドック健診専門医認定者および更新者には，2019年 3月末頃，専門医認定証，書類一式を送
付いたします．詳細については，送付します関連書類をご確認ください．

2018年度人間ドック健診専門医認定者　各位



2019年7月25日(木)～26日(金)
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

大会事務局： 一般財団法人淳風会 淳風会健康管理センター内  〒700-0913 岡山市北区大供2-3-1
運営事務局： （株）コングレ 大阪本社内  〒541-0047 大阪市中央区淡路町3-6-13   
 TEL: 06-6229-2555   FAX: 06-6229-2556   E-mail： dock60@congre.co.jp www.congre.co.jp/dock60/

第60回 
日本人間ドック学会

学術大会
The 60th Annual Scientific Meeting of Japan Society of Ningen Dock

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 

開催案内
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学術大会長ご挨拶

第60回日本人間ドック学会
学術大会開催にあたって

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

第60回日本人間ドック学会学術大会の学術大会長を拝命しました。伝統ある学会の学術大会
長を務めさせていただくことは身に余る光栄と存じています。
すでに超高齢社会となっているわが国において、高齢者の健康寿命の延伸はもちろんのこ
と、働く世代の健康管理や健康増進は重要であり、本学会の果たすべき役割は非常に大きいと
思われます。そこで、第60回学術大会のテーマは、「Beside You 働く世代の健康増進をめざ
して！」としました。受診者一人ひとりに優しく寄り添う人間ドックにするためにはどうすべ
きか、医学的根拠を土台としたうえで、幅広く議論していただきたく存じます。
働く世代の健康増進は働ける期間の延長にも繋がります。糖尿病や脂質異常症、高血圧など
のいわゆる生活習慣病やメンタルヘルスへの対応とともに悪性疾患（がん）への対策も重視す
べきと考えています。働き盛りの人をがんで失うことがあってはなりません。緩和医療など進
行したがんへの対策も必要ですが、二次予防の充実により早期発見し、早期治療を行い、がん
を完治させること、また、一次予防によりがんを発生させないことがより重要と考えられま
す。私は長年内視鏡による胃がんスクリーニングに携わり、標準化と対象の集約の必要性を訴
えてまいりました。また、現在胃がんリスク層別化検査として注目されているABC分類を最初
に実践し、啓発活動を続けてきました。学術大会では、「わが国のがん対策における人間ドッ
クの役割」についても主題の一つとして議論していただくつもりです。
第60回学術大会は2019年7月25日、26日に岡山県岡山市で開催します。「晴れの国」岡山
では、白桃やマスカットなどの最盛期に当たりますので、夏の果物をご賞味いただけるものと
思っています。また、暑い時期ではありますが、風光明媚な瀬戸内を楽しんでいただけると
思っています。
参加される皆様にとって実りあるものとなりますように、一般財団法人淳風会が組織全体で
精いっぱい努力させていただきます。多くの会員の皆様のご参加、ならびに多くのご発表を、
岡山でお待ちしております。
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■ メインテーマ
Beside You 働く世代の健康増進をめざして！

■ 会　期
2019年7 月25 日（木）~ 26 日（金）

■ 会　場
ホテルグランヴィア岡山
〒700-8515 岡山市北区駅元町1番5

岡山コンベンションセンター
〒700-0024　岡山市北区駅元町14番1号

岡山県医師会館
〒700-0024 岡山市北区駅元町19番2号

ANAクラウンプラザホテル岡山
〒700-0024 岡山市北区駅元町15番1号

■ ホームページ
http://www.congre.co.jp/dock60/

■ 後　援（予定）
岡山県、岡山市、岡山県医師会、岡山市医師会、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
一般財団法人淳風会 淳風会健康管理センター内
〒700-0913　岡山市北区大供2-3-1

■ 運営事務局
（株）コングレ　大阪本社内
〒541-0047　大阪市中央区淡路町3-6-13
TEL：06-6229-2555　 FAX：06-6229-2556
E-mail：dock60@congre.co.jp

開催概要 ■ 運営組織

■ プログラム委員会

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）

名誉大会長 清水　信義（一般財団法人淳風会　医療診療セクター　セクター長）

大会顧問 春間　　賢（一般財団法人淳風会　医療診療セクター　副セクター長）

実行委員長 柴田　　厚（一般財団法人淳風会　事業推進セクター　セクター長）

事務局顧問 榎本　　明（一般財団法人淳風会　顧問　学術大会運営主幹）

事務局長 田中　美伸（一般財団法人淳風会　事業推進セクター　事業推進本部長）

副事務局長 稲岡　美穂（一般財団法人淳風会　事業推進セクター　集団健診部部長）

委員長

顧問

委員

岩男　　泰（慶應義塾大学病院予防医療センター　教授）

伊藤千賀子（グランドタワーメディカルコート　理事長）

折津　政江（日本赤十字社医療センター健康管理科）

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）

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）

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　院長） 

三原　修一（みはらライフケアクリニック　院長）

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）

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） 

市場　俊雄（一般財団法人淳風会　淳風会健康管理センター　副センター長） 

佐田　伸夫（一般財団法人淳風会　淳風会健康管理センター　医局長） 

河原　洋介（一般財団法人淳風会　淳風会健康管理センター　医師　循環器専門医） 

青井　智彦（一般財団法人淳風会　淳風会健康管理センター　診療部　次長）
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■ 理事長講演
「（タイトル未定）」

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：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）

■ 学術大会長講演
「わが国の行うべきがん予防対策（仮題）」

座長：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）
演者：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）

座長：清水　信義（一般財団法人淳風会医療診療セクター　セクター長）
演者：川上　憲人（東京大学大学院精神保健分野教授）

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：落谷　孝広（東京医科大学医学総合研究所　基盤研究領域　分子細胞治療研究部門　教授）

座長：伊藤千賀子（グランドタワーメディカルコート　理事長）
演者：門脇　　孝（東京大学大学院医学系研究科糖尿病・生活習慣病予防講座　特任研究員／
 帝京大学医学部附属溝口病院　病態栄養学講座）

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：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　院長）

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：中村　正和（地域診療振興協会　ヘルスプロモーション研究センター　センター長）

■ 特別講演
「メンタルヘルスに関して」（タイトル未定）

「micro RNA に関して」（タイトル未定）

■ 教育講演
「糖尿病に関して」（タイトル未定）

「人間ドックにおける高血圧対応から動脈硬化対策について」

「どうやってたばこから離脱するか（仮題）」

主要プログラム（案） ※講演タイトルは予定のものとなります。
※敬称略

座長：未定
演者：広津　崇亮（HIROTSUバイオサイエンス　代表取締役）

「線虫検査について」

■ シンポジウム

■ パネルディスカッション

「働く世代のがん対策」
座長：三原　修一（みはらライフケアクリニック　院長）
 石坂　裕子（三井記念病院総合健診センター）
演者：肺がん
　　　　西井　研治（岡山県健康づくり財団病院　院長）
　　　大腸がん
　　　　野崎　良一（大腸肛門病センター高野病院　副院長）
　　　胃がん
　　　　安田　　貢（KKR高松病院人間ドックセンター　センター長）
　　　乳がん
　　　　渡邉　良二（糸島医師会病院　副院長）
　　　子宮頸がん・子宮体がん
　　　　片渕　秀隆（熊本大学医学部産科婦人科学　教授）

「高齢者に対する人間ドック（仮題）」
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）
演者：未定

「4年目を迎えたストレスチェック制度の意義と問題点」
座長：折津　政江（日本赤十字社医療センター健康管理科）
演者：村上　正人（国際医療福祉大学　臨床医学研究センター　教授／山王病院心療内科　部長）
 三ッ林裕巳（衆議院議員／副部会長）
 羽田野今日子（医療法人順風会　順風会健康管理センター産業保健室）
 伊藤　克人（東急病院　健康管理センター　所長／東急病院　心療内科　医長）

「事後指導の充実、精密検査受診率向上をめざして」
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）
　　　髙谷　典秀（医療法人社団同友会　理事長）
演者：未定

座長：岩男　　泰（慶應義塾大学病院予防医療センター　教授）
演者：山口　佳之（川崎医科大学臨床腫瘍科　教授）

座長：春間　　賢（一般財団法人淳風会　医療診療セクター　副セクター長）
演者：花田　敬士（JA尾道総合病院　内視鏡センター長）

「がん免疫療法とは～免疫チェックポイント阻害剤によるがん治療の変革～」

「膵癌早期診断の最前線」
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■ 2018年度 優良施設 展示・紹介

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

■ 共催セミナー
ランチョンセミナー等

■ 市民公開講座（予定）
第一部：特別講演
平野早矢香（ロンドンオリンピック卓球銀メダリスト）
龍口　知子（タニタヘルスリンク　ヒューマンサービス企画部　プロデューサー）
第二部：第8回「受けてよかった人間ドック」体験記コンクール表彰式

■ 2019年第2回人間ドック健診専門医研修会
 第52回人間ドック健診認定医・専門医研修会
(日時：7月27日（土）午前予定)

■ 特別企画
「人間ドック健診施設機能評価の考え方（仮題）」

人間ドック健診施設機能評価委員会

「第6回健診看護実務者研究会」
特定非営利活動法人日本人間ドック健診協会

「腹部超音波健（検）診判定マニュアルをめぐって（仮題）」
日本消化器がん検診学会・日本超音波医学会との共同企画

「わが国からの胃がん撲滅をめざして」
日本消化器内視鏡学会･日本ヘリコバクター学会との共同企画
座長：芳野　純治（医療法人松柏会　大名古屋ビルセントラルクリニック　院長／藤田医科大学　名誉教授）
　　　春間　　賢（一般財団法人淳風会医療診療セクター　副セクター長）
演者：内視鏡スクリーニング：受診者に優しい検査（仮題）
　　　　河合　　隆（東京医科大学消化器内視鏡学　主任教授）
　　　ヘリコバクターピロリ感染胃炎の診断：胃炎の京都分類も含めて（仮題）
　　　　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）
　　　ヘリコバクターピロリ除菌治療による胃がんリスクの軽減とサーベイランスの重要性（仮題）
　　　　間部　克裕（国立病院機構函館病院消化器科　部長）
　　　わが国におけるヘリコバクターピロリ感染症対策：若年者における対策を中心として（仮題）
　　　　菊地　正悟（愛知医科大学医学部公衆衛生学講座　教授）

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）

一般演題募集要項
下記のとおり、一般演題を募集いたします。多くの応募をお待ちしております。

■ 発表資格
発表者は日本人間ドック学会員（正会員及び施設会員所属職員）に限ります。
未入会の方はご入会ください。
年会費　正会員
医師（A 会員）10,000 円　　医師以外（B 会員）6,000 円　　施設会員（C 会員）30,000 円

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

■ 募集要項
インターネットのオンライン登録で受け付けます。詳細は学術大会ホームページ
（http://www.congre.co.jp/dock60/）の「演題募集」ページをご覧ください。
※投稿されたままの原稿を抄録集に掲載いたします。
※締切後の修正はできませんのでご注意ください。
※一般演題分類区分を必ずご選択ください。（次のページをご参照ください）
※抄録本文は、演題名、氏名、所属を含まず全角800 文字以内でお願いいたします。
※共著者数は、発表者を含めて10 名までといたします。
※応募の際、E-mail アドレスを正しくご入力ください。

■ 演題登録期間　2019 年１月８日（火）～３月 12日（火）

■ 発表形式
口頭発表またはポスター発表よりご希望をお選びください。
演題発表形式ならびに発表日時については、学術大会長にご一任願います。
結果は2019 年5月下旬ごろ学術大会ホームページに掲載いたします。

■ 採否通知
演題の採否につきましては、演題選定委員による査読を行い決定いたします。
採否の通知は2019 年5月下旬ごろ学術大会ホームページに掲載いたします。
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■ 一般演題の分類区分

■ 一般演題についてのお問い合わせ先

第60回日本人間ドック学会学術大会　運営事務局
（株）コングレ 大阪本社内 
〒541-0047　大阪市中央区淡路町3-6-13
TEL：06-6229-2555　 FAX：06-6229-2556　　E-mail：dock60@congre.co.jp

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

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

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

グループD　国際セッション
D ‐ 1 人間ドックインターナショナル（Ningen Dock International）

参加受付
■ 事前参加登録期間　　2019年2月１日（金）～6月20 日（木）　

■ 学術大会参加費
事前登録 当日登録

会員医師（施設会員含む） 11,000 円 13,000 円
会員医師以外（施設会員含む） 8,000 円 10,000 円
非会員 13,000 円 15,000 円
※ 学術大会参加費には抄録集代を含んでおりません。なお、学会員の方には学会誌「人間ドック34巻2号 第60回日本人間ドック学
会学術大会抄録集」を事前に送付いたします。

■ 懇親会参加費　　2019 年7 月25 日（木）　夜開催（定員あり）
7,000 円
※懇親会のみのご参加はできません。学術大会と併せてお申込みください。

■ 事前振込についてのお願い
当日は受付が混雑する可能性がございますので、できるだけ事前にお振込みいただくことをお勧めいた
します。
お支払方法
オンラインクレジットカード決済および郵便振込でお願いいたします。

注意事項
・一旦振り込まれた参加登録費、懇親会参加費は返金できません。
・二重振込・誤振込には十分にご注意ください。
・懇親会参加費（7,000 円）を一緒にお支払いただくことも可能です。 
（クレジットカードについて）
・クレジットカードはVISA、Master が利用可能です。
（郵便振込について）
・郵便振込用紙は学会誌3月号（33巻5号）に綴じ込みします。
・郵便振込をご利用の場合、払込取扱票は1 枚につき1 名のお申込みです。
　枚数が足りない場合は、参加登録事務局にE-mail またはFAX で必要枚数をご請求ください。
・払込取扱票の通信欄に必要事項をすべてご記入ください。
・振込手数料はご負担ください。
・領収書は郵便局交付の払込票受領書をもって代えさせていただきます。

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

■ 参加登録についてのお問い合わせ先

第60回日本人間ドック学会学術大会　運営事務局
（株）コングレ 大阪本社内 
〒541-0047 大阪市中央区淡路町3-6-13
TEL：06-6229-2555　　FAX：06-6229-2556　　E-mail：dock60@congre.co.jp
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巻　頭　言

人間ドックの聴力検査と認知症リスク

東京慈恵会医科大学大学院医学研究科  健康科学
和田高士

本誌論文あるいは学術大会発表でもっとも件数の少ない領域は，聴力に関するものである．成人の健診で聴
力検査が行われるのは，労働安全衛生法における一般健康診断（雇い入れ健康診断と定期健康診断）と，この人
間ドックなどわずかである．前者は，4,000Hzが早期から障害（C5 dip）される騒音性難聴の対策として実施さ
れる．このため，1,000Hzの30dBと，4,000Hzにおいては雇入れ時30dB，定期健康診断40dBのみでの検査
となっており，聞こえなければ，「所見あり」という報告となる．
健康者を対象とする人間ドックでは，自施設の古いデータではあるが，55～59歳での4,000Hzの最小可聴
レベルは25dB未満，最頻値は男性15dB，女性10dB，中央値は男性20dB（標準偏差16），女性15dB（標準偏
差14）であった（耳展1992；35：221-8）．成書（立木孝，村井和夫：よくわかるオージオグラム．金原出版，
2003，42）においても，同様な値である．
言語域を構成している周波数は，主に500Hzから4,000Hzが関与している．一般的に，この会話域の閾値が

30dBに達すると難聴を自覚し，60dBに達すると日常生活に支障が生じる．耳鼻咽喉科領域では，左右差がわず
かな25dB以内が正常，30dB以上が難聴と判定される（佐藤信矢，東野哲也：実践的なオージオグラムの読み方．
実践的耳鼻咽喉科検査法．中山書店，2012，68-74）．すなわち，職域健診と同じ方法では，多くの難聴を見逃し
ていることになる．判定がゆるやかな職域健診であっても，「所見あり」の者について精査しえた545例の内訳は，
C5dip18%のほかに，慢性中耳炎23%の診断がついた，と報告されている（Audiology Japan 1992; 35: 143-8）．
日本人間ドック学会では2012年に判定区分の改訂を行った．聴力検査については，悪化が評価できるよう
に定量値で測定すること，そして1,000Hz，4,000Hzともに基準範囲は30dB以下とし，35dBは経過観察，
40dB以上を要受診とした（吉田泰行：人間ドックでの聴力検査．これからの人間ドック健診．日本評論社，
2012，449-52）（人間ドック2012；27：303）．近年問題となっているのがヘッドホン難聴である．列車内でイ
ヤフォン /ヘッドホンの光景を見ないことはない．今後，ヘッドホン難聴の増加が危惧される．これを早期発見
するには，定量的な聴力検査から悪化の評価が必要となる．
これからの高齢化社会では，認知症が問題となるが，その発症リスク要因の報告があった（Lancet 2017; 390: 

2673-734）．表は，認知症発生リスクの中で占める割合で，第1位が中年期の聴力悪化であった．表の値の合
計は35%であり，残り65%は個人の努力では変えられない年齢，遺伝要因とのことである．一方で，補聴器の
使用により，認知機能の悪化を減衰しうることも明らかにされている（J Am Geriatr Soc 2015; 63: 2099-104）．
厚生労働省が2015年1月に関係11府省庁と共同で「認知症施策推進総

合戦略～認知症高齢者等にやさしい地域づくりに向けて～」（新オレンジ
プラン）を策定した．この新オレンジプランの中でも，認知症の危険因子
として「加齢」「遺伝性のもの」「高血圧」「糖尿病」「喫煙」「頭部外傷」「難聴」
の7つを挙げている．
人間ドックで，法定健診レベルの「所見なし」・「所見あり」の定性評価
の結果票を散見する．人間ドックにおいて，聴力検査の結果表記法をみ
れば，早期発見・早期対策に真摯に取り組んでいるかを容易に判断できる．
国民が人間ドックを選ぶ際の指標としてもよいだろう．

予防が可能とされる認知症発症リスク要因
中年期の聴力悪化 9%
中等教育の未終了 8%
喫煙 5%
うつ 4%
運動不足 3%
社会的孤立 2%
高血圧 2%
肥満 1%
2型糖尿病 1%
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総　説 人間ドック 33：550-556，2018

健診分野の画像診断について： 
放射線被ばくの現状と今後について
清水正雄　成田政広　清澤真人　小川真理子　足立雅樹

埼玉医科大学病院  健康管理センター

要　約
　近年，医療被ばくに対する発がん等の問題がクローズアップされています．医療機関では，病気
が疑われる部位に対し最小限の放射線検査を行っています．しかし，健診機関においては基本的に
健康な方々に，健診の基本項目や受診者が選択した放射線検査が実施されています．受診者のなか
には，毎年異常がないことの確認のために検査を実施している方々も多く存在します．今回は，健
診分野における放射線被ばくの現状と今後について考えてみたいと思います．

キーワード 放射線被ばく，医療被ばく，低線量 CT検査

はじめに
近年，医療の進歩とともに，放射線を利用した

検査や治療が行われる機会が増えており，医療被
ばく線量の増加は世界的に問題になっています．
そのなかでも米国や日本は医療被ばく線量が多
く，しかも増加し続けています．特に日本におい
ては，欧米諸国と比較しCT装置の台数が多く撮
影件数が増加し，被ばく線量が増加していると考
えられています（図1，2）．現在，被ばく線量の
増加と健康影響，健康被害，発がん等についての
多くの研究が進められていますので，今後はさら

に多くの報告がされると考えられます．このよう
な現状を考えると，従来のような医療被ばくは安
全範囲内とする立場から，放射線影響を考慮して
最低限の放射線被ばくとすることが大切になりま
す 1）．特に健診分野においては，病気の診断や治
療目的で利用するのではなく健康確認のために行
われる検査となっています．また多くの方々は毎
年継続して検査を行っています．このように健診
が提供されている現状を考えると，健診を提供す
る側は，病院での放射線被ばくよりもさらに放射
線被ばくの影響を考えて，検査の提供をしていか

図1　人口100万人当たりのCT台数の推移 2）



人間ドック　Vol.33  No.4  2018年 7 ( 551 )

なければならないと考えます．

被ばくについて
自然被ばく，医療被ばく
我々は，日常生活のなかで宇宙や大地，食物な

どから放射線を受けています．それらは自然放射
線と呼ばれ，年間で世界平均2.4 mSv/年，日本
平均は2.1 mSv/年となり，世界と日本との差は
ほとんどありません．一方，日本では医療被ばく
が大きいことは世界的にも知られており，原因の
一つとして日本では1回あたりの被ばく量が多い
CT機器の設置台数が多く，かつCT検査が多く行

われていることや，胃がん検診で上部消化管造影
検査が行われていること等が要因と考えられてい
ます（図3）．
病院や健診施設で行われている放射線検査の医

療（診断）被ばくについては表1，2のようになりま
す．集計結果により差はありますが，どの結果か
らもCT検査の被ばく量が多いことがわかります．
※放射線の単位について，シーベルト（Sv）は放射線を受け

た時の人体の影響を表す単位，グレイ（Gy）は放射線の

エネルギーがどれだけ物質に吸収されたかを表す単位

になります．

図2　人口100万人当たりのCT台数（2016年（または直近）データ）2）

図3　日常生活における被ばく（年間）3,4）
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放射線の健康影響
確定的影響と確率的影響
放射線の影響には，一定量の放射線量以上を超

えると影響が出現する（全体の1%に影響が出現
する線量をしきい線量（しきい値）といいます）確
定的影響と，わずかな放射線量でも影響があると
される確率的影響とがあります．基本的には確定
的影響を起こさないようにし，確率的影響の影響
を最小限にすることで，症状や病気の発生を自然
発症レベルにすることが目標になります．
ここで少し詳しく確定的影響と確率的影響につ
いて説明します．

図4は，確定的影響を説明した図です．一番上
は放射線量が少なく，多少細胞が死んでも残りの
細胞で十分に組織や臓器が機能する状態，次に，
放射線量が増え正常細胞が少なくなり正常細胞が
増殖するまで一時的に機能が低下する状態，一番
下はある一定以上の放射線があたり回復不能とな
り永久に機能喪失や形態異常をきたす状態を表し
ています．このような状態になる線量をしきい線
量といいます．
図5は，確率的影響を説明した図です．確率的
影響では，放射線が当たることにより細胞の突然
変異が起こり，通常は修復や排除されますが，変

表1　診断で受ける放射線量：その1 4）

表2　診断で受ける放射線量：その2 4,5）
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異細胞が生き残ることがあります．この変異細胞
に遺伝子突然変異や遺伝発現レベルの変化が起こ
ると，がん細胞が生じる可能性が高いとされてい
ます．がん細胞は増殖し，がんとして発症します．
細胞のがん化は複数の遺伝子変異が起こり，修復
されずに蓄積された結果をして生じるため，発が
んの影響を評価するためには受けた放射線線量を
すべて考慮する必要があります．
図6は，確定的影響とはしきい線量を超える

と急激に細胞死や変性が増加し，放射線の影
響が増加することを表しています．また，確率
的影響にはしきい線量はないと仮定されてお
り，どんなに低い線量でも影響が出る確率はゼ
ロではないことを表しています．100～200mSv
以下の低線量域については疫学的な評価が難し
く，国際放射線防護委員会（ICRP）では，低線

量域でも線量に依存して直線的な線量反応が
あると仮定して放射線防護の基準を定めていま
す．また，低レベル放射線によるがんのリスク
を評価する場合には，主に，広島・長崎の原爆
被害者集団の疫学調査の結果が用いられていま
す．150mSv以下の低い線量でのリスクが直線
的に上昇するかどうかは明らかになっていません．
しかし，短時間に高い放射線量を受けた場合と，
長時間に低い放射線量を受けた場合には，総線量
が同じでも後者の方が影響が少ない傾向にあると
いうことが動物実験等で明らかになっています．
図7は，放射線を受けた後にどのような健康影
響が生じるかをまとめた図です．確定的影響は一
定以上の線量を被ばくした場合に出現する影響に
なります．具体的には，急性障害（数週間以内に
症状が出る）として急性放射線症候群（骨髄障害，

図4　確定的影響 4）

図5　確率的影響 4）
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胃腸障害，中枢神経障害），皮膚紅斑，脱毛，不
妊等があり，その他，妊娠中には胎児への影響，
眼（水晶体）に受けた場合には，しばらくしてから
白内障になることもあります．確率的影響は低い
線量でも影響がゼロではないとされており，晩発
障害（数ヵ月～数年以上の経過後に症状が出る）と
して，白血病やがん，また遺伝的影響を生じるこ
とがあります．

放射線防護の三原則
正当化・最適化・線量限度
臨床の場で放射線は，病気の診断と治療に利用

されていますが，医療被ばくを低減するために放
射線防護の三原則に沿って運用されています．三

原則は以下の通りです．
正当化：検査が本当に必要であるか．検査で生じ

る被ばくのリスクよりも有用な情報が得
られるか．

最適化：適切な撮影回数・間隔，撮影範囲や条件
であるか．

線量限度：必要最低限の放射線量で実施する．
この三原則によって，臨床現場における被ばく
に関しては了承されるものであると考えます．但
し，健診分野における放射線検査は，基本的に自
覚症状等がない健康な方々に実施する検査にな
ります．また，多くの受診者（利用者）は，放射線
被ばくについての知識は乏しく，健康チェックと
いうことで放射線検査を受けていると考えられま

図7　影響の種類 4）

図6　確定的影響と確率的影響 4）
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す．ですから，健診を提供している我々が三原則
に沿って最適な検査を検討し提供していかなけれ
ばなりません．

健診分野における放射線被ばくの低減
健診の基本項目に入っている胸部X線検査や上

部消化管造影検査を含め，健診分野における放射
線検査において，以下のような検討をする必要が
あると考えます．
胸部X線撮影：胸部CT検査を行う時は撮影しな
い．装置をフラットパネルディテクタ（Flat Panel 
Detector：以下，FPD）にすることで検出感度が
上がり被ばく線量を低減できます．
上部消化管造影検査：透視時間を最小限とする等
の検査実施者の技術向上．従来のX線装置を更新
することで被ばく量軽減も可能です．たとえば，
胸部X線検査同様にFPDにすることで被ばくを
低減できます．また，パルス透視装置（1秒間に
透視するコマ数を任意に変えることができる）を
使用することで従来の連続透視装置と比較し最大
1/4に被ばく低減をすることができます．さらに，
内視鏡検査への変更，胃がんリスク分類の活用，
経年受診者については毎年上部消化管造影検査を
行うのではなく内視鏡検査と交互に行う等も考え
られます．
CT検査：肺は他の臓器と比較し耐用線量が低く，
低線量とすることが大切になります．低線量CT
で撮影すると，通常撮影では約6.9mSvの被ばく
が約1.6mSvになるというデータがあります．低
線量で撮影された画像は荒く（ノイズが多い），小
さな病変の描出能に難がありましたが，最近の装
置では，逐次近似法による画像再構成をすること
で3mm以上の小結節の検出に関しては通常撮影
とほぼ同等画像が得られるようになっています．
マンモグラフィー（トモシンセシス）：マンモグラ
フィーではトモシンセシス撮影を行うことでより
詳細な評価ができるようになりますが，被ばく量
の増大がやはり問題になります．最新の機器でト
モシンセシス撮影も行うとすると，2D撮影時に
約1.0mGy（乳房厚40mm），さらにトモシンセシ
ス撮影時に約1.3mGy（乳房厚40mm）の被ばく線

量となるデータもあります．そこで，トモシンセ
シス撮影を行う際には2D撮影は行わず，トモシ
ンセシス画像から疑似2D画像を再構成する等の
検討も必要と考えられます．また，胸部X線検査
や上部消化管造影検査と同様にFPDにすること
で被ばくを低減できます．
その他：放射線検査実施の適応や実施間隔の検討．
たとえば胸部X線検査，胸部CT検査を行う際に
は喫煙歴や職業歴から実施期間を検討する．若年
受診者については，基本的にがんを含めて疾患罹
患のリスクは低いので，検査項目や実施期間をさ
らに考慮するなどが考えられます．

今後について
遺伝子検査，がんやその他の病気のリスク検査等に
伴う画像検査での早期発見，早期発見の技術開発
現在，遺伝子検査，microRNA，アミノインデッ

クス等で，がんやその他の病気のリスク，それら
の超早期発見が可能になってきています．（ただ
し，どれだけ検査精度が上がっても偽陽性は含ま
れると考えられますが…）しかし，発見の後，病
変をみつけ出し診断するための画像診断技術は，
その小さな異常を発見することができないことが
多い状況です．リスクや超早期のがんの変化をみ
つけても病気が分からない（診断がつかない）状況
で，どれくらいの間隔で検査を行い，経過をみて
いくか等，検討課題があると考えます．

最後に
医療分野でも特に健診分野における放射線検査

の提供は，基本的に健康な方々への検査となりま
す．健診提供者が最小限の被ばくとなるような健
診内容を検討し，放射線被ばくの影響を最低限に
していくことが大切です．現在の放射線検査の提
供状況と放射線被ばく線量について把握し，定期
的な見直しをしている施設は継続をお願いします．
また，行っていないまたは最近見直していないと
いう施設の方々は，是非確認をしてみて下さい．

利益相反
本稿に関する利益相反はありません．



人間ドック　Vol.33  No.4  2018年12 ( 556 )

Radiological Examinations in Health Check-ups: 
Considering The Current and Future Situations of Radiation Exposure

Masao Shimizu, Masahiro Narita, Masato Kiyosawa, Mariko Ogawa, Masaki Adachi

Health Management Center, Saitama Medical University Hospital

Abstract
  In recent years, the issue of carcinogenic risk due to exposure to radiation during medical 
procedures has been receiving a lot of attention. In medical institutions, radiological exam-
inations are carried out with great care and only on body parts where health problems are 
suspected. However, in health check-up facilities, not only radiological examinations for the 
basic items in the health check-up procedure list but also those chosen by patients them-
selves are conducted. Among patients, there are many who want to undergo such examina-
tions just to be sure there is nothing abnormal, even though there is no diagnostic need. I 
would like to share my thoughts on the current and future situations of radiation exposure 
in health check-ups.

Keywords: radiation exposure, medical exposure, low dose CT examination
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特別寄稿 人間ドック 33：557-570，2018

論文投稿に際しての統計学的記述の留意点
荒瀬康司

日本人間ドック学会 編集委員会  委員長
虎の門病院健康管理センター・画像診断センター  

要　約
　私は，2008年に日本人間ドック学会に入会した後，2010年より編集委員，2012年より編集副委
員長，2014年より編集委員長を拝命し，学会誌の編集，投稿論文の審査等に携わらせていただいて
いる．学会員の皆様に論文投稿をお願いしているが，一方では，学会員より，初心者向けに「論文の
書き方」，「統計法の選び方」等の注意点を明示して欲しい等の要望が繰り返し寄せられている．そこ
で，今回は，統計法の選び方，表現法等につき，私なりにまとめてみた．私は，肝臓疾患を主体と
して約30年活動しており，統計関係については，各種の参考書 1-9）を読みながら学会誌への投稿を
繰り返してきた．統計法の記述についても，とんでもない誤り，勘違いを幾つも査読者より指摘さ
れてきた．これらの多くの貴重な，裨益するご意見を基に原稿を修正してきた．今回は，これらの
過去の失敗の実例を紹介し，統計を専門とされない方々に多少でも参考になればとの思いで本稿を
記した．内容は，統計リテラシー，研究デザイン，データの表現法，要約統計量，推計，仮説検定，
検定法の選択，リスク比とオッズ比，多変量解析，生存分析等における注意点である．

キーワード 医療統計，統計リテラシー，研究デザイン

1．統計リテラシー（literacy）について
統計リテラシーとは，統計により表された情報

を収集し，正しく識別・活用する能力を指す．同
時に，その統計が信用にたる手順で行われたかを
見極めることも含まれる．論文審査においては，
統計手法が統計リテラシーに堪え得る内容である
か否かを吟味される．
統計リテラシーにおいて重視すべき項目は，統

計の範囲，統計の時点，項目の定義，統計手法の
4点である．表1にまとめて示した．したがって，
論文の投稿に際しては，これら4点が的確に記さ
れていることが重要と思われる．この4項目に不
備があると，査読の段階でしかるべき指摘を受け
ることとなる．

2．統計の範囲
統計の範囲では，取り扱った対象の基準を明ら

かにすることが肝要である．同時に，除外基準も
必要に応じて記述する必要がある．対象の選び方
が不明瞭であると，これを明瞭にするようにとの
査読結果を何回となく経験した．対象の基準を含
んだ例文を示す 10）．この例文は文献10を日本語
に直して記した．「本研究の対象4,302例は，以
下の基準により選択した；1）組織学的に慢性肝炎
ないし肝硬変，2）HCV RNAが陽性，3）年齢が30
－70歳，以下省略」である．さらに，除外基準を
示す場合には，「次の基準のいずれかを有した場
合は対象から除外した；1）肝不全状態である，2）
悪性腫瘍既往歴を有している，3）日本人でない」
等のように記したりする．対象例がわかりにくい

表１　統計リテラシーで注目すべき項目
番号 項目 内容

1 統計の範囲 何を対象としているのかを確認する．
対象の基準，さらには除外基準を明らかにする．

2 統計の時点 データがいつのどのような状況で集計されたのかを確認する．

3 項目の定義 統計には厳格な定義があることを理解し，その意味や内容を，
正確に知る．

4 作成方法の確認 デーダが何を調べてどのように集計されたのかを把握する．研
究デザインに始まって，適切な統計法が行われているか．
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場合には，対象を図1に示したようなアルゴリズ
ム作成により，対象の流れをわかり易くするよう
指示されることもある 11）．
臨床試験のなかでも重要とされるランダム化比
較試験（RCT）に際しては，ランダム化の手法につ
いても記載することが望ましい．これについては，
登録方法，割り付け方法に加え，例数設計の根拠
についても記載することを要求されることが多い．

3．統計の時点
統計の時点とは，データがどのような状況で集

計されたかを記述することであり，どこの施設で，
いつからいつまでのデータを集計したかを明示す
ることである．観察された時期に加え，地域等に
関する記載も必要となる．統計の時点を明らかに
する例文を次に示す．「本研究は，1990年7月から
2009年3月まで，虎の門病院肝臓科で行われた．」

4．項目の定義
統計には，厳格な定義があることを理解して，

その内容，意味を正確に記述する必要がある．た
とえば，肝機能障害といった場合，血液検査で
AST，ALTの基準値からの逸脱例を選んだのか，
あるいは，腹部超音波検査等の画像検査を含めた
異常を表す例をも含めたのかを明確に定義する必
要がある．加えて，臨床研究においては項目のな
かでも評価項目（エンドポイント）を明記しておく

ことを忘れてはならない．ときに評価項目を挙げ
ていない例をみかける．臨床試験では，評価項目
はエンドポイントとも呼ばれる研究の骨格であり，
その試験で立証したい根幹の項目のことである．

5．統計手順
論文の審査においては，統計手順が適切に行わ

れていることも審査される．統計データがパラメ
トリックなのか，ノンパラメトリックなのか，す
なわち，正規分布に従ったデータなのかそうでな
いのか等の種々の統計手順について吟味される．
さらに，研究デザインをしっかりと明示しておく
ことが必要となる．
「統計解析」の記述は，｢方法｣の章の末尾に書
くのが通例である．その際，論文中で使用したす
べての統計手法を記載する．また，有意水準（ど
の水準で統計学的有意と判定するか）もそこに記
載する．「統計解析」の節には，使用した統計ソ
フト名，できればバージョンを明記する必要があ
る．バージョンが異なるだけで解析結果が変わる
こともあり，また信頼できるソフトかどうかを確
認することができる．例文として，「統計学的に
は，C型慢性肝疾患での糖尿病発症率はKaplan-
Meier法およびCox proportional hazard modelに
て検討し，p<0.05を統計学的有意差ありとして
判定した．統計解析ソフトは IBM SPSS Statistics 
version 21（IBM, Armonk, NY, USA）を用いた．」

図1　登録症例のアルゴリズム
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等のように記載すればよいと思われる 12）．なお，
抄録（Abstract）の方法・結果や本文中の結果には
統計手法名を書くべきではない．統計手法名は本
文の方法「統計解析」の節にまとめて書くべきであ
る．このことは，査読者よりよく指摘される．
なお，治療法の効果を判定する際には，解析対
象集団は ITT（Intention-to-treat）で評価したのか，
PPS（Per protocol set）で評価したのかを記載する
ことが望ましい．

6．研究デザイン
臨床研究においては，研究デザインを明示し

ておくことが必要である．研究デザインの違いに
よって，採用すべき統計方法が異なってくること
もある．
臨床研究の種類を図2に概括する．臨床研究に
おいては，まず，介入を操作できるかどうかに注
目する．研究者が介入をするのかしないのかに
よって，「介入研究」と「観察研究」に分かれる．介
入研究の場合には，介入の割り付けがランダムか
どうかによって「ランダム化比較試験」と「非ラン
ダム化比較試験」に分類される．一方，観察研究は，
比較対照があるかないかによって，分析的研究と
記述的研究に分かれる．
人間ドック原著では，分析的研究が多いため，

この分析的研究の内訳を図3に示した．分析的研
究は，結果（アウトカム）と要因の測定タイミング

の違いによって「横断研究」と「縦断研究」に大別さ
れる．アウトカムと要因の測定のタイミングが同
時であれば「横断研究」となり，同時でなければ「縦
断研究」となる．縦断研究は，時間的経過を経た
要因と結果の関係をみることになる．この際，結
果を先に選び，ついで，その要因を検討するケー
スコントロール研究と，要因の有無で群を分け，
その要因の違いにより結果が異なるか否かをみる
コホート研究に分けられる．さらに，コホート研
究には，前向きコホート研究と後ろ向きコホート
研究の2種類がある．
ケースコントロール研究は，症例対照研究とも
呼ばれる．最初に疾病にかかった例を「ケース」と
して選び，次に，その集団に対して，年齢・性別
などが似通った健康人を「コントロール」として選
んで，両者の生活習慣（たとえば喫煙，飲酒など）
等の要因を，過去に遡って「後向き」に調査し，ケー
スとコントロール両群で比較する手法である．
ケースコントロール研究は，すでに疾病に罹患し
た者を対象にするため，無作為割付臨床試験やコ
ホート研究よりも，時間や労力は少なくて済むが，
「思い出しバイアス」，「選択バイアス」等のバイア
スが入り易い．仮説要因を過去に遡って調査する
ため，過大申告，過少申告となる可能性があり，
これを「思い出しバイアス」という．また，症例お
よび対象を選ぶ際に，結果が出やすいような症例
を選んでしまう可能性があり，これを「選択バイ

図2　臨床研究の種類 図3　分析的研究の種類
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アス」という．
コホート研究は，特定の要因に曝露した集団と
曝露していない集団を一定期間追跡し，研究対象
となる疾病の発生率を比較することで，要因と疾
病発生の関連を調べる観察的研究である．前向き
コホート研究は，最初に対象例の生活習慣（喫煙・
飲酒・食生活）等曝露要因を調査し，この集団を「前
向き」，つまり未来に向かって追跡調査しながら発
生する疾病を確認する研究手法である．後ろ向き
コホート研究は，すでに曝露が起こってしまった
後で，研究者が事後的にその状況を調べ，曝露の
時点から，その集団を追跡調査することで，疾病
の発生を確認する．後ろ向きコホート研究は，いっ
たん過去を研究してから，あくまでも前向きに，
未来に向かって追跡調査していく手法である．
以上，主たる研究デザインについて述べた．こ

れらの研究デザイン以外の研究法もあるが，それ
らは，これら主たる研究デザインの亜型，変型と
思って対応すればよいのではないかと考えられる．

7．データとその表現
統計においては，データを集めることが必要で

ある．これらデータは，表2に示したように名義
尺度 , 順序尺度，間隔尺度，比率尺度の4種のス
ケール（尺度）に分けられる．
1） 名義尺度：名前，名義を対象に割り振られた分
類で，例としては疾患分類，男女の分類，人種
分類などがある．それぞれは平等の関係にあり，
大小関係はない．

2） 順序尺度：順序，順位のあるスケールによる分
類で，重症度分類（軽症，中等症，重症），効果
判定（無効，有効，著効）などがある．それぞれ
が平等の関係にはない．

3） 比率尺度（比尺度）：比率で示されるデータで，
陽性率，有効率などがある．

4） 間隔尺度：原点がある等間隔の数値からなる
データで，身長，体重，年齢，血圧，赤血球数，
AST，ALTなどがある．間隔尺度のデータの広
がりを表わすには，度数分布図（ヒストグラム），
箱ひげ図等で示すこともある．
度数分布は，収集したデータをいくつかの階級

（区間）に分けたときの，それぞれの階級に所属す
るデータの分布状況をさす．度数分布を表したグ
ラフに，ヒストグラムがある．この際，階級数の
決め方に厳密なルールはないが，グラフを一目見
て分布の特徴がとらえられるようにすることが推
奨される．階級数が多すぎても，逆に少なすぎて
もデータの大まかな分布がわかりづらくなる．階
級数の決め方で困った場合には，「スタージェス
の公式」を使うこともできる．この式を使うと，
目安となる階級の数が算出される．
■ スタージェスの公式：

　階級数=1+Log2 n （nはデータ数）
たとえば1997年度虎の門病院人間ドック男性
受診者9,072例の年齢分布を示す際には，スター
ジェスの公式のnに9,072をいれて計算すると，
階級数=1+13.1=14.1≒14となる．したがって，
度数分布図の階級の数は14個の階級数が目安と
してよいのではないかと思われる．これを図4に
示した．この図は，年齢分布が左右対称に近く，
正規分布と考えて統計検定してもよい分布である
ことを示している．もう一つ例を示す．2016年
度虎の門病院人間ドック男性受診者11,870例に
おけるALT分布のヒストグラムである．階級の数
=1+13.5=14.5≒15となり，度数分布表の階級
の数は15個としてこれを図5に示した．この分布

表2　データの種類
測定尺度 定義 具体例

分類尺度（名義尺度） 名前を対象に割り振った測定尺度である．優劣・
大小関係がなく，平等の関係にある． 疾患分類，男女の分類，人種分類など．

順序尺度 順序，順位に意味がある測定尺度である．順序は
定義されるが，間隔は定義されない．

重症度分類（軽症，中等症，重症），効果判定（無効，
有効，著効）など．

間隔尺度 等間隔の数値からなる連続したデータである． 身長，体重，年齢，血圧，AST，ALTなど．

比率尺度（比尺度） 比率（％）で示される． 陽性率，有効率など．
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は，先の年齢のヒストグラムと異なり，左右対称
とはいえず，非正規分布と考えて統計検定しなく
てはならない．
箱ひげ図は，ヒストグラムと同じくデータの“散

らばり”を表すのに用いる．データが満遍なく散
らばっているのか，一定範囲に集中しているのか，
その偏り具合を表現するのに適している．
箱ひげ図には最大値，最小値に加えて「四分位

数」の情報が含まれている．四分位数はデータを
小さい順に並べて，小さいものから順位を付け
た時に，25%（全体の1/4の部分）=25パーセンタ
イル=第一四分位数，50%（全体の2/4=1/2の部
分）=50パーセンタイル=第二四分位数=中央値，
75%（全体の3/4の部分）=75パーセンタイル=第

三四分位数として表す．並び順で見て「真ん中」が
中央値である（図6）．
第三四分位数から第一四分位数を引いた範囲を

四分位範囲（IQR）という．四分位範囲は，データ
のばらつきの具合を表す指標であり，標準偏差に
比べて，①計算が簡単，②外れ値（極端な値）に引っ
張られにくいというメリットがある．
箱ひげ図にはいくつかのタイプがあり，「ひげ

の上端と下端が最大値や最小値の箱ひげ図」とは
異なるものもある．よく用いられるものとして，
ひげの長さを四分位範囲の1.5倍を上下限とする
ものがある．このとき，「第一四分位数–1.5×
IQR」がひげの下限，「第三四分位数+1.5×IQR」
がひげの上限となり，ひげの下端より小さい値や

図4　人間ドック受診者での男性受診者の年齢分布（1997年，9,072例）

図5　人間ドック受診者での男性受診者のALT分布（2016年，11,870例）
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ひげの上端より大きい値を「外れ値」として扱う．
外れ値とは，データの分布において，他の観測
値から大きく外れた値を指す．外れ値は，測定ミ
スによる場合や実際に何か異常があって観測され
た場合など，様々な原因によって起こる．外れ値
が存在すると，データの解釈が難しくなる場合が
あり，扱いには注意が必要である．
箱ひげ図は，サンプルサイズが少なくとも20

以上の場合が好ましい．サンプルサイズが小さす
ぎると，箱ひげ図に示される四分位数や外れ値は
意味がない場合があるからである．サンプルサイ
ズが20未満の場合は，代わりに個別値プロット
の使用を検討するのが好ましい．

8．要約統計量
要約統計量とは，データの特徴を表す値である．

要約統計量では，集めたデータにおいて代表値と
バラツキの指標の2つがセットで示される．平均値
に対応したバラツキの指標は分散と標準偏差であ
り，中央値に対応したバラツキの指標は四分位範囲
等の範囲であることを念頭に記述する必要がある．
代表値
代表値とは，あるサンプルから集めたデータの

分布を要約する統計量を指す．これには，合計（数
値を合計した値）， 最小値（最も小さな値），最大値
（最も大きな値），平均値，中央値，最頻値等が含
まれる．このうち，平均値，中央値，最頻値の意味・
特性につき表3に示した．どれも「データを特徴づ
ける値」であるが，これらの代表値には，メリット・
デメリットがある．
「データを要約する」代表値として，平均値が使
用されることが多い．しかし，平均値がその効力
を発揮するのは，データの分布が左右対称で正規
分布である場合である．たとえば，身長のデータ

は左右対称な分布（正規分布）に従うことが知られ
ている．このような正規分布の場合，平均値はデー
タの真ん中に近くなる．
しかし，平均値が代表値として相応しくないこ
ともある．平均値は，データに大きすぎる値・小
さすぎる値が含まれ，例数が少ない場合にはその
影響を大きく受け変化し易くなる．一方，中央値
や最頻値は，大きすぎる値・小さすぎる値がいく
つか含まれていたとしても，その値はあまり変化
しない．すなわち，中央値は，上から数えても下
から数えても同じ順位の数値なので，上位・下位
に極端な値があっても無視される．最頻値も，例
外的な値は無視される．しかし，中央値は，デー
タ全体ではなくピンポイントで真ん中だけを表し
ているので，データ全体の変化や比較には向かな
いことがある．最頻値は，データ数が多い場合で
しか使えないという欠点がある．
中央値は，その定義から，どのようなデータで
あってもその真ん中を示す．平均値は，その定義
から，左右対称のデータであればデータの真ん中

表3　代表値の種類と特徴
定義 メリット デメリット

平均値 すべての数値を足して，数値の個
数で割った値 すべての値が反映される 極端な値があった場合に大きく影

響を受ける

中央値（メデアン） データを大きさの順に並べて，
ちょうど真ん中にくる値 極端な値の影響を受けづらい データ全体の変化や比較には向か

ない

最頻値（モード） 対象者がもっとも集中している
データ値 極端な値の影響を受けづらい 個数が少ない場合は使えない

図6 人間ドック受診者での男性受診者の箱ひげ図
による体重分布（2016年，11,870例）



人間ドック　Vol.33  No.4  2018年 19 ( 563 )

付近になるが，極端な値があった場合には，その
値に引っ張られた値になる．したがって，中央値
と平均値が同じような値を示している場合には，
そのデータが左右対称の分布になっていることが
予想され，逆に，中央値と平均値が異なる値を示
している場合には，左右対称ではないデータの分
布になっていると推察される． 
 以上をまとめると，平均値と中央値を見比べて，
大きくずれていなければ平均値を使う．この2つ
が大きくずれていなければ，分布の偏りは少な
いと考えられる．もし，この2つが乖離していれ
ば，分布に偏りがあるということなので中央値を
使う．したがって，要約統計量を出力する際には，
平均値と中央値を両方ともに出力して比較検討す
ることが望ましい．
バラツキ
バラツキの指標としては，標準偏差（SD）や範

囲（全範囲，四分位範囲等）がある．標準偏差は，
平均値に対応するバラツキの指標，四分位範囲は
中央値に対応するバラツキの指標である（第三四
分位数から第一四分位数を引いた値を四分位範囲
という）．したがって，代表値として平均値を使
用した際には，バラツキの指標としては標準偏差
を使用し，中央値を使用した際には，バラツキの
指標は範囲で示す．標本の背景を記す際に，平均
値を使用した際には標準偏差を組み合わせて使用
する．
失敗例を示す．原文は，「症例は計27例でその
平均値36歳（範囲は20～54歳）」と記載した．そ
の際，査読者のコメントとして「代表値とバラツ
キの指標を適合させてください．代表値が平均
値ならバラツキの指標は標準偏差で示してくださ
い．代表値が中央値であれば，バラツキの指標は
範囲でよいと思います．」をいただいた．そこで「年

齢は中央値34歳（範囲20～54歳）」と修正した．
以後，論文で少ない症例，あるいは平均値と中
央値が5%以上異なっている際には，症例の背景
を記述する場合には表4に示したように，中央値
（範囲）で示すように私はしている 13）．
標準偏差（SD）は，標本データの平均値からの

バラツキを示す．各データが平均値を挟んでどの
程度広がっているのかを示し，平均値±2SDのな
かにデータの95%が入ることを意味する．
標準誤差（SEM）は，通常，母集団から標本を抽

出して求めた標本平均のばらつき具合の指標にな
る．標準誤差は，標準偏差（SD）とサンプルサイ
ズ（n）からSEM=SD/√nで計算される．母平均
の区間推定をするときは，標本平均と標準偏差を
使って95%信頼区間推定は，標本平均±1.96×
標準偏差 /√nで計算する．バラツキを示すとき，
データの変動は標準偏差，推定値の精度は標準誤
差を使って表すのが一般的である．

9．推計（推測統計）
推測統計というのは，母集団から取り出された

標本をもとに，その母集団の平均・分散などを推
測することを扱う．たとえば，出口調査のみによ
る選挙速報もこれにあたる．選挙速報では，出口
調査で集めた標本から母集団と呼ばれる選挙民全
体の動向を推定し，当選を予測する．
我々が統計を取ることができるのは，母集団か

ら無作為に選ばれた標本に対してのみであること
が多い．しかし，本当に知りたいのは母集団の実
態である．統計的推定とは，母集団から取り出さ
れた標本の特徴から母集団の実態を推測すること
である．
推定には，「点推定」と「区間推定」という2つの

方法がある．点推定は，母集団のパラメーターを

表4　研究に登録された症例の臨床背景
症例背景 Group1 （n=15） Group2 （n=15） Group3 （n=15） p-value
年齢 59（36–71） 60（39–65） 56（48–63） 0.484

性（男性 /女性） 6/9 4/11 5/10 0.746
ALT（IU/L） 81（46–260） 71（30–298） 102（24–261） 0.714

γｰGTP（IU/L） 53（17–166） 39（18–119） 77（29–153） 0.166
※表記は，中央値（全範囲＝最小値－最大値）で示した．
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一つの値で推定する方法であり，母平均などがこ
れに該当する．区間推定は，平均値などの母集団
の特性値をある程度の幅を持たせて推定する方法
であり，信頼区間，信頼係数などがこれにあては
まる．信頼区間は，「ある」確からしさで示される，
母集団の特性値の範囲である．95%信頼区間は，
標本から平均値を出したとき，母集団の平均が
その区間にあるのが100回中95回以上の確率で，
間違える危険性が5回未満と解釈される．

10．統計的仮説検定
統計的仮説検定は，データに基づいて設定した
仮説の真偽を客観的かつ合理的に判断するための
方法を指し，仮説の設定，検定統計法の選択と算
出，有意性の評価の3つの要素からなる．仮説設
定の手続きでは，最初に，たとえば「2群の間には
差がない」という「帰無仮説 null hypothesis」を立
てる．帰無仮説を立てれば同時に，帰無仮説を否
定する対立仮説「2群の間には差がある」も立つこ
ととなる．
次いで，検定統計法の選択と算出では，2群間

の得られたデータを比較すべきしかるべき検定法
を選択し，2群間のデータが偶然生じる確率p，す
なわち，帰無仮説が正しいとされる確率p値を統
計ソフト等により算出する．p値が有意水準以下
（通常は，p<0.05あるいはp<0.001等が多い）の
場合は，“2群間で差なし”とした帰無仮説を棄却
し対立仮説を採択し，2群間で差があると判定す
る．一方，p値が有意水準より大きければ帰無仮
説は棄却できず（判定を保留），対立仮説は採択で
きないと判定する．統計的仮説検定は，その定義
上「異なっている」ことは証明できるが，「等しい」
ことは証明できないことに留意すべきである．
帰無仮説の選び方
帰無仮説を立てるにあたり，「差がない」という
仮説を選び，有意検定によりこれが否定された際
に2群間に差があると判定する．統計での仮説検
定は，このような二重否定の形式にて行われる．
これを「差がある」という帰無仮説にすると，検定
がうまくいかない．「A群とB群の身長は差があ
る」という帰無仮説を証明しようとすると，身長

の差が0.1cmなのか，1cmなのか，5cmなのか，
10cmなのかと数多くの場合が想定される．多く
の想定を考えて検定するよりは，「A群とB群の身
長は差がない」というように，一つの可能性しかな
い仮説を証明する方が簡単であるといわれている．
統計学的検定に際しては，証明し易い事項，特定
化し易い事項を帰無仮説としているのである．
二重否定という回りくどい論理をとるのは，統

計的な仮説検定法だけではなく，科学的な方法論
一般の考え方でもある．「ある命題が正しい」と実
証するよりも，「ある命題は正しくない」と反証す
るほうが簡単だからである．
たとえば「虹は7色である」という「命題」を実証
するためには，この世のすべての虹を観察して，
全部が7色であることを示さなければならないの
で，事実上，不可能である．しかし，これを反証
するためには，白い虹を1つ見つけるだけでいい．
実証するよりも反証する方がやさしいとする1例
である．蛇足ながら，通常7色の虹は太陽光が雨
粒により分光されて生じる．一方，白い虹は雨粒
よりずっと小さい霧が存在すると，霧が小さいた
めに太陽光が分光されずに白色としてみられる．
したがって，白い虹は小さい霧が存在するとみら
れうる．

11． パラメトリック検定と
 ノンパラメトリック検定の違い
検定は，解析の対象データの分布の違いにより，

パラメトリック検定とノンパラメトリック検定に
分けられる．データの正規性や等分散性を仮定
して行う統計手法をパラメトリック手法といい，
データに正規性や等分散性等の仮定をおかない統
計手法をノンパラメトリック手法という．ノンパ
ラメトリック検定は，得られたデータ数が少なく，
データが従う分布を仮定することが困難であり，
パラメトリック検定を利用することが不適切であ
ると判断される際に広く利用される． 
しかしながら，ノンパラメトリック検定には欠
点も存在する．本来，パラメトリック検定を行う
ことができるデータに対してノンパラメトリック
検定を行うと，帰無仮説を棄却できるにも関わら
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ず帰無仮説を採用してしまう確率が上昇する．し
たがって，得られたデータに対し，適切な検定法
を選定することは重要である．

12．検定統計法の選択と算出
統計において，2群あるいは3群以上の多群間

のデータを比較・検討することはきわめて重要で
ある．各グループ間でのデータが，統計学的に異
なっているか否かを数学的に判断する方法が検定
である．各グループ間のデータを比較する検定で
は，グループ数（2群か3群以上か），データが正
規分布か否か（通常，正規分布であればパラメト
リック検定，非正規分布であればパラメトリック
検定を行う），データの取得法（独立か関連か）に
よって表5の如く，選択すべき検定法が異なる．

2群間に差があるかどうかを調べるのに，「関連
2群」と「独立2群」がある．関連2群は，同じ個体
で2条件を比較するもので，独立2群は，異なる
個体で2条件を比較するものである．たとえば，
同じ慢性肝疾患例で肝庇護剤を投与する前と投

与1ヵ月後で，表6に示したようなA～Hの8例で
ALTのデータを得たとする．このときのALTの
差は同じ個体で測定したものである．つまり，関
連2群となる．治療前後の2群間のALTに差があ
るか否かをみるには，これらのデータがパラメト
リックであれば，一標本 t検定で行い，ノンパラ
メトリックであればWilcoxon符号付き順位検定
（Wilcoxon signed-rank test）で行う．
次に，健常人群8例と肥満者群8例で血中の

ALTを測定したとする．健常人と肥満者ではまっ
たく異なる人であり，このときの比較は独立2群
となる（表7）．2群間のALTに差があるか否かを
みるには，これらのデータがパラメトリックであ
れば，二標本 t検定で行い，ノンパラメトリックで
あればMann-Whitney検定，Wilcoxon順位和検
定（Wilcoxon rank sum test）で行う．ALTは通常，
ノンパラメトリックであり，Mann-Whitney 検定
を使う．
ついで，多群間での検定例を示す．関連3群は

同じ個体で3条件を比較するもので，独立3群は

表5　統計検定法の選択
パラメトリック検定 ノンパラメトリック検定

関連二標本 一標本 t検定 Wilcoxon符号付き順位検定
（Wilcoxon signed rank test）

独立二標本 二標本 t検定 Mann-Whitney 検定
Wilcoxon順位和検定（Wilcoxon rank sum test）

独立多標本 一元配置分散分析（対応なし） Kruskal-Wallis検定

関連多標本 一元配置分散分析（対応あり）＝反復測定分散分析 Friedman検定

2変量 Pearsonの相関係数 Spearman 順位相関係数

表6　関連二標本（関連2群）の例
関連2群は同じ個体で2条件を比較する．例えば，同じ慢性肝疾患例で肝
庇護剤を1ヵ月間投与する前と後でALTを測定したとする．このときの
ALTの差は同じ個体で測定したものである．つまり，関連2群となる．

ALT（前） ALT（後）
A 68 34
B 75 40
C 81 38
D 89 45
E 93 55
F 106 35
G 116 42
H 139 96

表7　独立二標本（独立2群）の例
健常人群と肥満者群で血中のALTを測定したとする．健常人と肥
満者ではまったく異なる人であり，両者を関連させて検定するわ
けにはいかない．このときの比較は独立2群となる． 

健常人のALT（n＝8） 肥満者のALT（n＝8）
15 37
16 40
18 25
19 32
21 40
21 43
25 64
28 78
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異なる個体で3条件を比較するものである．たと
えば，同じ慢性肝疾患例で薬を投与した場合の
ALTを，治療開始前，治療開始1ヵ月後，3ヵ月
後と3回測定したら，関連3群となる（表8）．3群
間のALTに差があるか否かをみるには，これら
のデータがパラメトリックであれば，一元配置分
散分析（対応あり）=反復測定分散分析和検定で行
い，ノンパラメトリックであればFriedman検定
で行う．
次 にBody mass index（BMI）25未 満，25以 上

30未満，30以上の3群で，それぞれ8例の血中の
ALTを測定したとする（表9）．3群間それぞれの
人はまったく異なる人であり，このときの比較は
独立3群となる．3群間のALT値に差があるか否
かをみるには，これらのデータがパラメトリック
であれば，一元配置分散分析（対応なし）で行い，
ノンパラメトリックであればKruskal-Wallis検定
で行う．ALTは，非正規分布であり，Kruskal-
Wallis検定を行うのがよいと思われる．
このように，群間でデータを比較する場合には，
グループ数（2群か3群以上か），データが正規分
布か否か，データの取得法（独立か関連か）によっ
て検定法が異なることを正確に認識しておく必要
がある．統計検査法の選択が不適切な場合は，査
読者より注意されることとなる．

13．比率の検定
χ 2検定は，頻用される比率の検定方法であるが，

しばしば誤用される．χ 2検定は，いくつかの近似

値に基づくものであり，すべての期待数が5未満
の場合には不正確になりやすい点に注意が必要で
ある．これはCochran’s rule（コクラン・ルール）
と呼ばれる．期待数のマス目のうち，20%以上で
期待数が5未満のマスがあるとχ 2検定を用いては
ならないというルールである．2×2のχ 2検定に
おいては，4マスのうち1マス（25%）でも期待数5
未満があれば，その時点でχ 2検定を用いることは
不適切となる．特に，2×2のχ 2検定ではすべて
の期待数が10以上であることが望ましい．SPSS
で解析を行う場合は，χ 2検定が不適切であれば表
示で教えてくれる． 
基本的には，サンプル数が100未満ではχ 2検

定は不適切となりやすいことを目安として知って
おく必要がある．χ 2検定の使用が好ましくない
場合には，査読者よりFisher正確確率検定を使用
するように指示されたりする．なお，χ 2検定およ
びFisher正確確率検定は独立した群間の比較であ
り，関連群間の比較には，McNemar検定を使用
する（表10）．

14．多重比較
3つの群間を比較する際には，第1群対第2群，

第1群対第3群，第2群対第3群と，3つの対比較
それぞれにp値が計算できる．4群間をそれぞれ
対比較すると6つのp値が計算される．検定には
有意水準があり，それを5%に設定すると，本来
は差がなくても誤って有意とする可能性が5%あ
ることを意味する．すなわち，検定を繰り返すこ

表8　関連多標本（関連3群）の例
関連3群は同じ個体で3条件を比較する例えば，同じ慢性肝疾患例で肝庇
護剤を投与して，投与前，投与1ヵ月後，投与3ヵ月後のALTを測定した
とする．このときのALTの差は同じ個体で測定したものである．つまり，
関連3群となる．

ALT（前） ALT（1ヵ月後） ALT（3ヵ月後）
A 68 34 29
B 75 40 32
C 81 38 30
D 89 45 42
E 93 55 50
F 106 35 30
G 116 42 27
H 139 96 120

表9　独立多標本（独立多群）
BMI25未満，25以上30未満，30以上の3群で血中のALTを測定したと
する．3群間それぞれの人はまったく異なる人であり，両者を関連させて
検定するわけにはいかない．このときの比較は独立3群となる．

BMI25未満
のALT

BMI25以上30未満の
ALT

BMI30以上
のALT

15 30 25
16 40 38
18 25 54
19 32 57
21 40 59
21 43 69
25 64 80
28 78 120
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とによって，偶然有意差が現れるのである．有意
水準を5%にすれば，20回に1回は誤って有意と
いう結果を示すこととなる．したがって，多重比
較する際には，多重性調整をするか，多変量解析
あるいは，トレンド検定（傾向検定）等を考慮する．
多重性調整の有意水準の補正法として最もよく知
られているボンフェローニ法は，起こり得るすべ
ての対比較の総数で通常の有意水準（5%）を割っ
て補正する．つまり，3つの対比較では，p値が
0.05÷3＝0.0167より小さければ有意差を論じ
るといった具合になる．たとえば，p=0.03の場合，
補正後の有意水準の0.0167より大きいので，有
意差ではないと判定される． 
ボンフェローニに次いでよく用いられる補正法
が，ダネット法である．ダネット法は薬の開発研
究などで多く用いられる．ダネット法では考えら
れ得るすべての対比較ではなく，先に設定された
参照群に対してのみ対比較を行うことで検定の数
を減らし，有意水準をボンフェローニ法ほど厳し
く採らなくて済むという利点がある．
多重比較を回避する検定として，トレンド検定

（傾向検定）もある．これは，3群以上の群間比較
を行う際，その群にトレンドがみられた際には，
トレンドの傾向を加味して行う検定を指す．例を
示す．表11は，B型慢性肝炎にインターフェロン
（IFN）を投与した際の効果を，投与量別に3群に
分けて記した．IFN投与量は0.3 MIU，1 MIU，3 
MIUの3群に分けた．当初，これら3群間の治療
効果につき多重比較を行い投稿した．査読者より，
IFN投与量の増量につれて治療効果も増加してい
るので，トレンド検定（コクラン・アーミテージ検
定，Cochran-Armitage Trend Test）を行うよう指
示された．トレンド検定は，たとえばSPSS等にて
計算可能である 13）．

15．有意性の判定での留意点
統計的仮説検定で得られる結論は，「有意差あり」

か「有意差なし」のいずれかになる．まず，「有意差
あり」となった場合は，「“差がない”という仮説が
否定された」という結論になり，差があった，ある
いは，関連が認められたという解釈が許される．
これに対し，「有意差なし」は，「“差がない”と
いう仮説が肯定された」という結論にはならない
ので注意が必要である．すなわち，「差はなかった」
とか「関連は認められなかった」という解釈は許さ
れない．「有意差なし」は，「今回の標本数におい
て検出できる差は，認められなかった」とするの
が正しい解釈となる．「差があるのかないのか，
判定できなかった」と解釈すべきである． 
統計学有意とは，p<0.05の際と仮定することが

多い．p<0.05であれば，帰無仮説の正しい程度が
5%未満とみなされる．観察されたデータが帰無
仮説に合致する程度が5%未満であれば，極めて
稀なことが起こったわけで，その仮説を棄却する．
p値が有意水準より小さければ帰無仮説を棄却し，
対立仮説を採用する．p値を0.05に仮定する確か
な根拠はないが，一般にはp<0.05を“有意差あり”
としている．

16．リスク比とオッズ比
オッズとは，アウトカムが起こる事例数をアウ

トカムが起こらない事例数で割った割合である．
オッズ比は，「原因がある場合とない場合でのア
ウトカムが起こるオッズの比」である．

表10　比率の比較
項目 適応 従属変数

χ 2検定 独立した比率の比較 標本数が少ない場合は使わない
Fisher直接確率検定 独立した比率の比較 標本数が少ない場合は使わない．χ 2検定の変法である．
McNemar検定 関連2群比率の比較

表11 B型慢性肝炎にインターフェロン（IFN）を投与した
際の投与量別治療効果

IFN投与量（MIU） N Responders
0.3 12 2（16.7%）

1 12 4（33.3%）
3 12 9（75.0%）
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リスクとは，全体のなかでアウトカムが起こる
確率を示す．すなわち，分子としてアウトカムを
きたした症例数，分母としてアウトカムをきたし
た症例+アウトカムをきたさなかった症例の合計
として表す．リスク比（相対危険度，risk ratio）」=
「相対リスク（relative risk：RR）とは，アウトカム
が起こる確率を，曝露要因にさらされた群のリス
クと，そうでない群のリスクを割って割合をだし
て何倍リスクが増すかを表す数値である．オッズ
との違いは，リスクでは，分子は対象疾患発症数，
分母は曝露要因が同じ群の全症例数である．
オッズ比とリスク比は定義が異なる故，通常

同じ値を示さない．その実例を表12に示す．脂
肪肝あり・なしのそれぞれ100例において，糖尿
病の有無を調べ表10のような結果を得たとする．
オッズは，ある状態（脂肪肝）である数を，その状
態ではない（非脂肪肝）数で割った値である．こ
れをケース（糖尿病あり）とコントロール（糖尿病
なし）でそれぞれ計算し比をとると，それがオッ
ズ比になる．したがって，オッズは糖尿病例で
は，脂肪肝 /非脂肪肝=30/10=3，非糖尿病例で
は脂肪肝 /非脂肪肝=70/90=0.78となり，オッ
ズ比は3/0.78=3.8となる．一方，リスクは，脂
肪肝例での糖尿病のリスクは糖尿病 /全症例数
=30/100=30%，非脂肪肝例での糖尿病のリスク
は糖尿病 /全症例数=10/100=10%となり，リス
ク比は30%/10%=3と計算される．

このように，オッズ比とリスク比は異なるので
注意が必要である．リスク比のほうが使いやすい
ので，リスク比で解析することも多いが，オッズ
比も頻繁に使用される．オッズ比はリスク比とは
違い，「○倍だけ確率が上がる」わけではない．し
たがって，オッズ比が2となっているからといっ
て，2倍確率が上がるとは断定できない．一方，
リスク比2となっていれば，統計上は確率が2倍
上がると判断される．オッズ比では，「○倍だけ
オッズが上がる」だけである．有病率が極めて低
い場合には，リスク比とオッズ比は近似してくる
が，そうでない場合には，オッズ比によって確率
が○倍上がると記すと，しばしば注意を受けるこ
とになりかねない．この点は留意する必要がある．

17．多変量解析（Multivariate analysis）
多変量解析とは，多くの個体について，2つ以

上の測定値（身長，体重，年齢，病期，採血値な
ど）がある場合，これらの変数の相互関連を分析
する方法の総称をいう．独立変数（x），従属変数（y）
という言葉が頻用され， 独立変数とは，年齢，性，
喫煙，飲酒など従属変数 に影響を与える因子の
ことをさす．従属変数とは，発がん，死亡など，
独立変数の影響による結果の値，結果の状態をさ
す．これらの独立変数と従属変数は解析者が選べ
る．従属変数に対して複数の独立変数の影響を知
りたい場合に多変量解析を使う．解析法はデータ
の様式により使い分ける．よく使用されるのは，
Cox回帰比例ハザード分析，ロジスティック回帰
分析，重回帰分析などである．これらをまとめて
表13に示した．

Cox回帰比例ハザード分析は，時間的要素を考
慮しなければならず，従属変数が0～1の2値型の

表12　リスク比とオッズ比の計算例
糖尿病あり 糖尿病なし リスク

脂肪肝あり
（n=100） 30 70 30÷100=30%

脂肪肝なし
（n=100） 10 90 10÷100=10%

オッズ 30÷10=3 70÷90=0.78

リスク比=30%/10%=3.0，　オッズ比=3/0.78=3.8

表13　多変量解析の使い分け
項目 時間的要素 従属変数 独立変数

ロジスティック回帰分析 なし 0–1の2値型 問わない
重回帰分析 なし 量的データ 量的データ
（Cox回帰）比例ハザード分析 考慮する 0–1の2値型 問わない
独立変数：（x）とは，年齢，性，喫煙，飲酒など結果：（y）に影響を与える因子をさす．
従属変数：（y）とは，発がん，生存など，（x）の影響による結果の値，結果の状態をさす．
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場合に使われる．ロジスティック回帰分析は，時
間的要素がなく，従属変数が0～1の2値型の場合
に使われる．重回帰分析は，時間的要素がなく，
従属変数が身長，体重，採血値などの量的データ，
独立変数も量的データの場合に使われる．
多変量解析では，独立変数の選択には注意が必
要である．多変量解析は，イベント，発生症例数
に応じて，独立変数の投入因子数が決まる．一般
に2群比較でイベント発生の少ない場合，1群当
たり「独立変数の因子数×10～15例」の症例数が
必要な数とされる．

独立変数として，年齢，性別などの因子は，結
果に大きな影響力があるので外せない．この2因
子のみでも，（1群あたり10例× 2=20例） × 2群
=40例が必須になる．これ以下だと，統計量不足
で測定できないことになる．過去に，70例の症例
数で2群比較のロジスティック回帰分析の多変量
解析の論文を投稿した．独立変数として10因子を
選んだら，症例数が少なすぎるとの返答であった．
200例を超えるようにとのことであったので，220
例にまで症例数を増やして投稿した際には，症例
数に関しては少ないとのコメントはなかった．

図7　HBs抗原消失後の肝発がん率
HBs抗原消失時慢性肝炎164例と肝硬変67例の比較

図8　C型肝炎ウイルス陽性の慢性肝疾患へのインターフェロン投与後の肝発がん率
A：全体例，B：ウイルス排除例と非排除例の比較
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18．生存分析：Kaplan-Meier法の生存曲線
生存分析は，イベントの発生と時間の関係をみ

ることができる統計法である．イベントは，死亡，
各種疾患の発生等を表す．さらに，ある因子の
有無によりイベントの発生がどのように推移する
かを表現できる．生存分析の代表であるKaplan-
Meier法の生存曲線は，ある因子の有無で分けた
2群において，イベント発生までの観察時間と，
イベント発生の有無を入力すれば作成できる．イ
ベント発生までの観察時間は，イベントが起こっ
た被験者ではイベントが起こった時間，イベント
が起こらなかった被験者では（追跡中に）被験者が
観察された最後の時間のことを指す．
また，打ち切りが扱えるのが生存分析の利点で
ある．打ち切り例とはエンドポイントに至ってい
ない追跡症例を指す．観察期間を終わった時点で
生存している症例，他の原因で死亡した症例，消
息不明例などが打ち切り例に該当する．消息不明
例等の打ち切りが多いと，データの信頼性が低く
なることがあり，通常は80%以上の追跡率が要
求される．
打ち切りには，イベントを発症せず試験が終了

した症例と脱落症例の両方が含まれる．Kaplan-
Meier曲線では，理由に関わらず，試験終了時点
に打ち切り線を入れる．症例数が少ない試験では，
図7に示した如く打ち切りを示す「ヒゲ」を記す 14）．
症例数が多い試験では，図8に示したように「ヒゲ」
の代わりに，症例数の推移を数値で記載する 10）．
このような打ち切りが記されてないと，差読者よ
り打ち切りの状況がわかるようにと指示がある．

終わりに
本寄稿では，論文作成における統計記述につ

き，私の失敗例を中心に記した．人間ドック学術
誌への投稿を考えられておられる多くの医療関係
者は，ご自分の投稿経験に加え，先人・先輩方が
残された論文等より数多くの知見を得，必要なノ
ウハウを学び，論文作成を考えておられるのでは
ないかと思う．論文投稿においては，失敗とかつ

まずきととかはよく経験される．自分の，後から
来る人々に，再び同じような失敗とかつまずきを
繰り返させるに忍びないという一念から今回の失
敗談を記してみた．私自身の失敗例を記したため，
私が関与した論文を主体に引用させていただいた
ことをご容赦下さい．

利益相反
本稿に関連して，開示すべき利益相反はない．
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胃 X線検査所見と血清 ABC分類について
堀越隆之 1）　石栗一男 2）　山口ひとみ 1）　山本 潤 1）　君塚孝雄 1）　新藤 昇 1） 

中川 良 1）　森山 優 1）　中川一美 1）　中川高志 1）

要　約
目的：胃X線検査所見を利用し，ヘリコバクター・ピロリ感染を高精度，かつ効率よく判定する方
法を考案する．
方法：2013年から2014年の2年間で，オプション検査の血清ABC分類と胃X線検査を併用した
受検者を対象に血清ABC分類と胃X線検査所見の関係を調べた．胃X線検査所見は従来法に加え，
我々が考案した胃体部での胃小区像の有無や，バリウムの付着性による評価方法についても成績を
調べた．
結果：従来法である粘膜ひだの分布範囲の縮小や粘膜ひだの屈曲増加等を用いる評価方法は感染者
に多くみられる傾向は認められたものの，A群とBCD群を明確に分類することは困難であった．し
かし，我々が考案した胃体部での胃小区像の有無やバリウムの付着性による評価は容易かつ精度が
高く，感染判定に有効であった．
結論：今回考案した判定方法に，受検者の既往歴等を正確に把握できる問診を組み合わせることで，
簡便ながら血清ABC分類の精度を補える，あるいは，代替可能な胃X線検査によるヘリコバクター・
ピロリ感染判定システムが構築できると考えられた．

キーワード 血清 ABC分類，X線検査，H.pylori，バリウム

1）医療法人大宮シティクリニック 
2）株式会社メディカルクリエート

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

Tel：048-645-1256

はじめに
ヘリコバクター・ピロリ（以下，HP）が1983年

に発見されて以来，HP感染が胃がん発生の主た
る原因であることが解明され 1），1994年，WHO
はHPをde�nite carcinogenと認定した 2）．その後，
Watabeら 3）は6,983名の検診受診者を対象に血清
HP抗体とペプシノゲン（以下，PG）値からその組
み合わせを4群に分け，胃がん発症を検討した．
その結果，血清HP抗体と胃粘膜萎縮の程度によ
りリスクが変化することを示した．この結果をも
とに，本邦では，血清HP抗体価とPG値を調べ
てグループ分けするABC分類 4,5）が提唱された．
近年の研究では，HP未感染者からの胃がん発
生はほぼないと報告されるようになった 6）．そのた
め，胃がん発生はABC分類でいうA群以外から生
じると推察される．ところが，HP感染判定で一般
的に用いられる血清HP抗体検査は感染の有無や
過去の感染を明確に判定するのではなく，抗体価

により層化分類する方法がとられており，中間的
な値を示す場合の判定が曖昧になることが知られ
ている 7）．また，自然消退や過去の抗生剤服用に
よる消失などが問題となり，真のA群を判別する
ことは各種検査のすべてにおいて困難といわれる．
近年，内視鏡検査や胃X線検査による粘膜構造

の評価とABC分類との関係が研究されるように
なり，内視鏡検査に限らず胃X線検査でも胃の粘
膜構造からHP感染の既往を判定できるという報
告がみられるようになった 8-12）．しかし，これま
での報告は精度が高いものの評価項目が多く複雑
で，検査中や画像の読影中に，効率よく精度の高
い判定を行うことが困難であった．そこで，我々
は，これまで報告されてきた評価方法 8-12）に加え，
独自の方法も用いて，血清ABC分類による判定
結果と比較検討し，より効率良く精度の高い判定
方法の構築を目指した．
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対象と方法
対　象

2013年から2014年の2年間に当院人間ドック
および生活習慣病健診受検者のうち，血清HP抗
体とPG値を調べるオプション検査のABC分類と
胃X線検査を同時に受検した1,917名（3,464例）
を対象とした．なお，胃手術後，およびHP除菌
歴がある者は除外した．なお，本研究での個人情
報の利用については，院内倫理委員会規定に則り
取り扱った．
方　法
胃X線検査撮影・読影方法
胃X線検査手技は日本消化器がん検診学会が定
める任意型検診の基準撮影法に準じ，フィルムレ
スにて撮影した．造影剤は発泡顆粒5g とバリウ
ム200w/v%，150mLを使用した．胃X線検査の
読影は，検査担当診療放射線技師が検査終了直後
に1次判定を健診システムに入力し，次いで画像
を検像する診療放射線技師が2次判定を入力，そ
の後2名の放射線科専門医が3次，4次読影を担当
するという手順で行った．本検討における評価は
盲検法下で前述の検査と検像を担当する診療放射
線技師4名の協議にて行った．
血液検査
血清HP抗体の測定はEプレート‘栄研 ’H.ピロ

リ抗体Ⅱを用い，抗体価が10U/mL以上を陽性，
それ未満を陰性とした．PG値の測定はラテック
ス凝集比濁法を用い，PGI≦70ng/mLかつⅠ/Ⅱ
比≦3.0をPG法陽性とした．検査判定は株式会
社保健科学研究所に委託した．
問　診
特定の看護師によって問診を施行し，受検者の
既往歴，特に，HP除菌歴や抗菌薬の服用歴等を
正確に記載した．
使用機器
撮影装置はFPD装置で3台は直接変換式，1台は

間接変換式の計4台である（すべてキヤノンメディ
カルシステムズ，栃木）．画像観察装置はSTWS-
005ビュワシステム（キヤノンメディカルシステム
ズ，栃木）と5Mピクセルディスプレイ（EIZO，石川）
2面の組み合わせを使用し読影，判定を行った．

評価方法
本検討では，評価の定まっていない血清ABC

分類を用いて相対的に胃X線検査の成績を評価す
るため，通常用いられる感度，特異度，陽性反応
的中度，陰性反応的中度に代わり，血清ABC分
類結果をもとに，それぞれ陽性一致率，陰性一致
率，陽性反応一致率，陰性反応一致率という用語
を便宜的に用いた．

検討項目
血清ABC分類結果の年齢階層別・性別感染頻度
血清ABC分類は血清HP抗体，PG法ともに陰
性をA群とし，それ以外をBCD群とする2群に分
類した．
年齢階層は40歳未満，40～49歳，50～59歳，

60歳以上に分類し，ABC分類との関係を調べた． 
粘膜ひだの分布・性状
粘膜ひだの分布
中島ら 8）の提唱する胃体部を4分割して粘膜ひ
だの分布を評価する方法を参考に，今回は，判定
結果の迅速性を求める立場から，粘膜ひだが胃体
部の50%未満の範囲か，それ以上かとする2分法
で判定した．
粘膜ひだの性状
分布の検討と同様，従来の報告をもとに，①粘

膜ひだの太さ，②粘膜ひだ辺縁の棘状輪郭の有無，
③粘膜ひだの輪郭の明瞭さについて以下のごとく
検討した．
①粘膜ひだの最大径
胃X線検査では，撮影装置の構成で画像の拡
大率が異なる．当院で使用している撮影装置は
Over Table Tube方式であるため，画像拡大によ
る誤差が少なくなるよう，背臥位二重造影像は後
壁側，腹臥位二重造影像は前壁側の粘膜ひだを計
測した．計測はビュワシステムの距離計測機能を
利用し，各症例の最大径を用いた．
②粘膜ひだ辺縁の棘状輪郭の有無
粘膜ひだの屈曲とは異なる，ひだ自体の辺縁の
微小な棘状変化（図1）を棘状輪郭と名付け，それ
がみられるか否かを調べた．評価は，あり，評価
困難，なしの3分類とした．
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③粘膜ひだの輪郭の明瞭さ
粘膜ひだの立ち上がりが明瞭か否かの2分法に

て評価した．
胃小区像の有無
本研究に先立ち，胃前庭部および胃体部の胃小

区像の有無とHP感染の関係を調べた．その結果，
胃体部の胃小区像の方がHP感染との相関がよい
ため，本検討では胃体部で評価した．胃小区像は，
認めない，微細線状，粗造（図2）の3分類とした．
なお，ひだの走行が目立つ症例では，ひだ間の胃
小区像発現の有無を注意深く観察した．
バリウムの付着性（図3）
バリウムの濃厚・均一付着が認められるものを

良好付着とし，それ以外を不良とした．評価に際
図1　ひだ辺縁の棘状輪郭

図3　バリウムの付着性

図2　胃小区像の分類
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し，胃小区像が認められると均一な付着とはいえ
ないため，それが認められるものは付着不良に分
類した．また，ひだ辺縁の微細な棘状輪郭もバリ
ウム付着境界部の不均一像と評価する可能性が高
いため，これを認めた際も付着不良に分類した．
以上のようにバリウムの付着性を評価する際

は，バリウムの濃厚・均一付着の有無に加え，胃
小区像と粘膜ひだ辺縁の微細な棘状輪郭の有無を
含む複合評価を行った．
なお，統計学的有意差検定は，統計ソフト「jmp」

を使用し，性別分布は t検定，それ以外の項目で
はχ 2検定にてp値を算出し，p＜0.01で有意差あ
りと判定した．

結　果
ABC分類結果の年齢階層別・性別感染頻度
年齢階層別分布
結果を表1に示す．40歳未満598例中A群516
例（86.3%），40～49歳 1,457例 中A群1,196例
（82.1%），50～59歳 961例中A群695例（72.3%），

60歳以上448例中A群272例（60.7%）とこれまで
の報告通り，年齢階層が高くなるに従いA群の頻
度が低下した．
性別分布
性別分布でA群は男性2,002例中1,539例（76.9%），

女性1,462例中1,140例（78.0%）となり男女間に有
意差はなかった．
粘膜ひだの分布・性状
粘膜ひだの分布
結果を表2に示す．粘膜ひだの分布は未感染群

で胃体部の広範に認められ，感染群では萎縮によ
り狭くなるといわれる 8-11）．しかし，本検討では
A群， BCD群ともに胃体部における粘膜ひだの専
有面積は50%未満が3/4以上を占める結果とな
り，この方法単独での判定は不可能と考えられた．
粘膜ひだの性状
①粘膜ひだの最大径
結果を表3に示す．粘膜ひだの最大径はA群で
細い傾向を認め，BCD群との有意差がみられた．
しかし，両郡の最小値と最大値における差はわず
かであり，この方法単独での判定は不可能と考え

られた．
②粘膜ひだ辺縁の棘状輪郭の有無
結果を表4に示す．棘状輪郭の有無の検討で，

ありとなったものはA群1,477例中46例（3.1%），
BCD群440例中214例（48.6%）となり，検出感
度は低いものの，ありとされた260例中BCD群
が214例（82.3%），なしとされた949例中A群が
884例（93.2%）となり，陽性反応一致率，陰性反
応一致率は良好であった．しかし，あり，なしを
あわせた総数よりも判定困難と分類されるものの
方が多かった．
③粘膜ひだの輪郭の明瞭さ
結果を表5に示す．ひだの輪郭は感染群で明

表1　年齢階層別分布
A群 BCD群 計

40歳未満 516（86.3%） 82（13.7%） 598例
40～49歳 1196（82.1%） 261（17.9%） 1457例
50～59歳 695（72.3%） 266（27.7%） 961例
60歳以上 272（60.7%） 176（39.3%） 448例
計 2679（77.3%） 785（22.7%） 3464例

p<0.0001

表2　粘膜ひだの分布
胃体部における専有面積

50%未満 50%以上 計
A群 1115（75.5%） 362（24.5%） 1477
BCD群 384（87.3%） 56（12.7%） 440

p<0.0001

表3　粘膜ひだの最大径
最小値 最大値 平均

A群 2.2 11.7 4.0
BCD群 2.7 12.9 5.7

p<0.0001

表4　粘膜ひだ辺縁の棘状輪郭の有無
あり 判定困難 なし 計

A群 46（ 3.1%） 547 884（59.9%） 1477
BCD群 214（48.6%） 161 65（14.8%） 440

p<0.0001

表5　粘膜ひだの輪郭の明瞭さ
明瞭 不明瞭 計

A群 708（47.9%） 769（52.1%） 1477
BCD群 346（78.6%） 94（21.4%） 440

p<0.0001
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瞭となる傾向が報告されている 8-11）．本結果でも
BCD群で輪郭の明瞭なものが多くみられたが，A
群でも半数程度が明瞭と評価されており，明瞭と
された総数1,054例中A群が708例（67.1%）を占
める結果で，この方法も単独での判定は不可能と
いわざるを得ない結果であった．
胃小区像の有無（図2）
結果を表6に示す．胃小区像の有無のみで判

定するとA群1,477例中1,283例（86.9%）で胃小
区像（–），194例（13.1%）で胃小区像（+），BCD
群440例中38例（8.6%）で胃小区像（–），402例
（91.4%）で胃小区像（+）という結果となった．こ
の判定方法では，陽性一致率91.4%，陰性一致率
86.9%，陽性反応一致度67.4%，陰性反応一致度
97.1%という成績であった．さらに，胃小区像あ
りを微細線状と粗造に2分類して評価すると，微
細線状はA群に多いことがわかった．そこで，胃
小区像なしと微細線状を陰性，それ以外を陽性と
して評価するとA群1,477例中1,367例（92.6%）
で陰性一致，BCD群440例中392例（89.1%）で陽
性一致という結果となった．この判定方法では，
陽性一致率89.1%，陰性一致率92.6%，陽性反
応一致率78.1%，陰性反応一致率96.6%となり，
成績は向上した．この方法はこれまでのひだを用
いた評価と異なり，単独評価での成績が良好で
あった．
バリウムの付着性
結 果 を 表7に 示 す．A群1,477例 中1,367例

（92.6%）が良好付着，110例（7.4%）が付着不良で
あった．対してBCD群440例中40例（9.1%）が良
好付着，400例（90.9%）が付着不良であった．こ
の判定方法単独での成績は陽性一致率90.9%，陰
性一致率92.6%，陽性反応一致率78.4%，陰性反
応一致率97.2%となり，最も良好な成績を示した．

考　察
当院は都市部に設置され，任意型検診主体の
運営をしていることから，受検者に比較的若年層
が多い．そのような背景からかHPの既感染者は
22.7%と低率で，これが今回の検討を通して陽性
反応一致率の低下をきたしたと考えられる．しか
し，将来予測や若年層での感染率の低下が報告さ
れており，本検討は近い将来の全国平均を表して
いると考えることもできる．
今回行った検討項目（粘膜ひだの分布・性状，

胃小区像の有無，バリウムの付着性）は，すべて
において有意差がみられるという結果であった．
しかし，粘膜ひだを用いた検討では，評価方法に
ついて従来法と多少の差異はあるものの，胃体部
での分布，粘膜ひだの最大径，粘膜ひだの輪郭の
いずれにおいても単独では感染の有無を明確に判
定することは困難であった．その理由として，評
価結果がバリウムの質や量，空気量等に大きく影
響を受けるためと考えられた．そこで，検査手技
に影響を受けやすい評価方法を改めるため，粘膜
ひだ辺縁の微細な棘状変化に着目し，これを棘状
輪郭と名付け評価した．これは，胃小区像が粘膜
ひだ上に生じた際に微細な棘状に描出されるだろ
うと推察して考案したものである．しかし，本法
でも評価困難に分類されるものが多く，単独では
これまでの方法と同様，感染，未感染を明確に2
分することは困難であった．しかし，陽性および
陰性反応一致率は良好で，有無が明確に評価でき
る場合の精度は高い．
以上，粘膜ひだを対象として分析を行い，感染

なしか，ありかを判定することは総じて困難で，
実運用上は感染判定の評価対象に含めない方が良
いと考えられた．
対して胃小区像の有無やバリウムの付着性は，

表6　胃小区像の有無
胃小区像（–） 胃小区像（+）

計
平滑（認めない） 微細線状 粗造

A群 1283（86.9%） 84（5.7%）110（ 7.4%） 1477
BCD群 38（ 8.6%） 10（2.3%）392（89.1%） 440

p<0.0001

表7　バリウムの付着性
付着不良 良好付着 計

A群 110（ 7.4%） 1367（92.6%） 1477
BCD群 400（90.9%） 40（ 9.1%） 440

p<0.0001
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粘膜ひだの評価と異なり良い関連を示した．我々
は，この胃小区像がHP感染と直接的な関連があ
ると考えてきた．本検討に先立ち，胃前庭部と胃
体部で胃小区像の発現について調べたが，HP感
染と良く関連したのは胃体部での評価であった．
この理由について，胃前庭部にはHP感染以外に
も胃小区像を発現する因子があるのではないかと
考えている 13）．実際に，胃X線検査画像で胃前庭
部と胃体部で描出される粘膜像が明らかに異なる
ことを多く経験する．そのため，他の影響を受け
がたい胃体部で評価することが精度向上に寄与し
たと推察される．胃体部で観察した胃小区像はA
群で86.9%に認めず，また，胃小区像を認めない
1,321例中97.1%がA群という成績であった．次
いでさらなる判定精度の向上を目指し，胃小区像
を微細線状と粗造に分けて評価した．その結果，
期待通りの成績向上が認められ，A群の指摘率は
92.6%となった．この判定方法では，陽性一致
率89.1%，陰性一致率92.6%，陽性反応一致率
78.1%，陰性反応一致率96.6%となり，良好な
成績を得ることができた．微細線状の胃小区像を
HP感染がない粘膜像と考えるか，あるいは自然
消退などの結果によるものかは意見が分かれると
ころであるが，これについては運用上の扱いも含
め今後の検討が必要である．
また，バリウムの付着性については，HP感染
により生じた粘膜の浮腫や分泌物により付着性が
不良になると推察した．その理由として，除菌後
に粘膜の浮腫性変化の軽減や胃小区像の不明瞭化
とともに，付着性が改善している症例を多く経験
することがあげられる．そのため，この評価方法
は除菌の効果判定にも利用できる可能性があるの
で，今後も研究を継続したい．
他方，感染群であるBCD群に胃小区像が観察

されない症例が10%強存在した．一方，明らかに
胃小区像を認めるが血清ABC分類にてA群と判
定されるものも多く経験した．これについては，
様々な薬剤による影響や血液検査の誤判定が考え
られる．以上より，現状では血液検査でABCリ
スク分類する場合，相当数の誤判定が生じると想
像された．それを補完するために画像検査が期待

されるところであるが，胃X線検査でも同程度の
誤判定が生じると想像される．しかし，判定精度
向上のために種々の評価方法を追加すると簡便さ
や普遍性が大きく損なわれる．そこで，我々は胃
X線画像を用いたHP感染判定では，胃小区像の
有無とバリウムの付着性を用いた方法に，精度の
高い問診を加えることが，簡便かつ精度が高い方
法であると結論した．
なお，「胃がんリスク層別化検査運用の手引き」
の2016年度改訂版では，従来のABC分類という
名称を胃がんリスク層別化検査（ABC分類）と変
更された．また，判定基準についてはEプレート
‘栄研 ’H.ピロリ抗体Ⅱを用いた場合，従来陰性高
値といわれていたHP抗体価3U/mL以上10U/mL
未満には既感染者が多く含まれるため，ABC分類
ではHP抗体価のカットオフ値を3U/mLとして運
用することが提言された 14）．そこで，本検討にそ
の提言値を用いてバリウムの付着性を評価しなお
すと，A群では良好付着が従来値92.6%，提言値
94.1%，付着不良が従来値7.4%，提言値5.9%と
良好な関連を示したのに対し，BCD群では良好付
着が従来値9.1%，提言値26.8%，付着不良が従
来値90.9%，提言値73.2%と成績に大幅な低下を
示した．画像所見をもとにこの変更を評価すると，
感度を高めることが目的で特異度の大幅な低下は
避けられないといえる．
次いで，使用する機器等について考察してみた

い．本検討で使用した機器は高精細な画像が提供
されるFPD装置を用いて評価を行ったものであ
る．ところが，胃X線検査で普及する装置は受像
機にイメージインテンシファイアを用いたものが
依然として多く，この装置での最小表示単位は約
0.20～0.30mmである．そして，この装置は構造
上，光学的ボケと経年劣化による画質低下が生じ
るため，初期導入時の性能を維持するには厳しい
精度管理や定期的なパーツ交換が必要となる．そ
れに対して当院で使用しているFPD撮影装置は，
約0.09～0.15mmが最小表示単位となり，光学
的あるいは感度低下による画質劣化が生じない．
このように同じ胃X線検査でも，診断結果に影響
を与える画質は，導入する撮影装置の基本構成や
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性能，使用年数，精度管理方法で大きく異なる．
バリウムの付着性による評価は，胃小区像単独

の評価と異なり，検査装置の解像力にあまり影響
を受けることがなく，コントラスト分解能が良好
に調整され精度管理が行き届いた装置を利用すれ
ば，同等の成績が見込める．この評価方法は最も
良好な成績を示したが，複合判定を要するため，
胃小区像の有無による評価方法をしっかりと身に
つけたうえで利用した方が良い結果を得やすい．
以上のように，胃X線検査は使用する撮影装置
や導入後の装置管理に画質が大きな影響を受け
る．また，使用するバリウム製剤の性質や術者の
技量，さらには，受検者の前処置の状態や体型な
ど，多岐にわたり画質を左右する因子が存在する．
今後，胃X線検査に従事するものは，それら因子
がABC分類の判定にいかに影響するかを常に念
頭に置き，しっかりとした精度管理のもとで検査
を進める必要がある．

結　語
胃X線検査でHP感染の判定を行う際，粘膜ひ
だの評価は不要で，胃小区像とバリウムの付着性
をみることで簡便かつ精度高く判定することが可
能である．これに正確な問診を組み合わせること
で，血清ABC分類の精度を補完，あるいは，代替
可能なHP感染判定システムが構築できると考え
られた．
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Takayuki Horikoshi1), Kazuo Ishiguri2), Hitomi Yamaguchi1), Jun Yamamoto1), Takao Kimizuka1), Noboru Shindoh1),
 Ryo Nakagawa1), Masaru Moriyama1), Kazumi Nakagawa1), Takashi Nakagawa1)

1) Medial Corporation Omiya City Clinic
2) Company Limited Medical Create

Abstract
Objective: �e purpose of this study was to evaluate our new method for detection of Heli-
cobacter pylori infection using gastric X-ray �ndings.
Methods: �e subjects were all people who underwent blood tests using the ABC classi�-
cation and gastric X-ray examinations in 2013 and 2014, which are both optional examina-
tions. We examined stomach X-ray images as follows. Initially, we examined the images us-
ing previously reported methods such as mucosal fold distribution range and mucosal fold 
�exion. Next, we examined them using our original method based on presence or absence 
of gastric area patterns in the stomach body and degree of barium coating.
Results: By previously reported methods, it was difficult to clearly distinguish between 
group A and groups B, C, and D. However, our original method was e�ective and accurate 
in detecting H. pylori infection and easy to use.  
Conclusion: Our method appeared to increase the accuracy of detecting Helicobacter pylori 
infection, and complement the blood ABC classi�cation.

Keywords: blood ABC classi�cation, X-ray examination, Helicobacter pylori, barium
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当施設における肝機能異常を示す受診者の
異常パターン別臨床背景の検討
－受診者の継続受診促進の観点から－

石川和克　庵原立子　角掛篤子　吉田由貴　金田一万里子 
藤舘道代　狩野 敦

要　約
目的：肝機能異常を示す受診者をパターン別に分類し，病態の特徴を明らかにし，実質的な特定保
健指導に資する．
方法：2016年度の受診者21,730名（男性13,162名，女性8,568名）を対象とし，肝機能異常者を男女
別に①群：ALT≧31 IU/LかつALT＞AST，②群：AST≧31 IU/LかつAST＞ALT，③群：γ-GTP≧
101 IU/LかつALT・AST正常の3群に分類し，検査所見・背景・腹部超音波所見の比較検討を行った．
結果：①～③群は，それぞれ男性，30.8%，3.8%，2.5%，女性，7.5%，1.8%，0.5%でいずれも
男性に高率であった．男女とも①群は②，③群に比し，飲酒頻度が有意に低率かつ脂肪肝が有意に
高率で，主にMetSにおける肝病変である非アルコール性脂肪性肝疾患（NAFLD）を反映していると
考えられた．②，③群における脂肪肝の頻度は，肝機能正常例における頻度とほぼ同等であり，②
群は主にアルコール性肝障害，③群は飲酒による酵素活性の上昇を示していると考えられた．また，
②，③群の男性は，喫煙や循環器疾患との関連を，③群の女性は，他の因子との関連も考慮すべき
であると考えられた．③群における原因不明例には，自己免疫性肝疾患が混在している可能性があ
り，この場合は専門医における精査が必要と考えられた．
結論：肝機能異常例の病態を良く理解し，受診者には毎年の継続受診の指導を行うことが重要と考
えられる．

キーワード 肝機能障害，ALT＞ AST，AST＞ ALT，γ -GTP 

公益財団法人岩手県対がん協会附属いわて健康管理センター 連絡先：〒 020-0864 岩手県盛岡市西仙北一丁目 17-18
Tel：019-635-8850　E-mail：k-ishikawa@i-taigan.jp

はじめに
2008年4月，国は40歳～74歳の公的医療保険
加入者全員を対象とした特定健診・特定保健指導
を，自治体・企業・団体・事業所などに義務づけ
た．いわゆる「メタボ健診」である．対象例の選定
は内臓脂肪の蓄積による腹囲の拡大を示し，心血
管疾患発症のハイリスク群である「メタボリック
シンドローム（以下，MetS）」の診断基準による 1）．
このような例では同時に肝機能障害を合併する例
が多く，MetSにおける肝病変と理解されている．
一方，近年非メタボ高危険群に対する保健指導の
必要性が指摘され，より包括的かつ有効な保健指
導の検討がなされているところである 2）．
今回，我々は，MetSの診断基準とは別途に，

肝機能異常を示す受診者をカテゴリー別に分類

し，MetSに関連する臨床検査値，生活習慣およ
び服薬の実態，腹部超音波（US）所見との関連を
検討し，各カテゴリー別に病態の特徴を明らかに
し，MetS検診を含むより実質的な特定保健指導
の確立に資することを目的とした．

対象および方法
2016年4月から2017年3月の期間の，当施設

受診者21,730名（男性13,162名，女性8,568名）
を対象とし，肝機能異常者を抽出した．HBs抗原
陽性者，HCV抗体陽性者，医療機関において治
療中の者は除外した．肝機能異常者は①群：ALT
≧31 IU/LかつALT>AST，②群：AST≧31 IU/
LかつAST>ALT，③群：γ-GTP≧101 IU/Lかつ
ALT・AST基準値内（30 IU/L≧）の3群に分類し
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た．各群について男女別に，年齢・体型・臨床検
査値，飲酒および喫煙歴，各種服薬歴，US所見，
について比較検討した．
なお，本研究は岩手県対がん協会のプライバ

シーポリシーに準拠し，本施設の倫理委員会の承
諾を得て行った．
統計はSPSS ver. 24 for Windows（日本アイ・
ビー・エム，東京）を用い，3群間の統計学的比較は
Bonferroni法により補正した多重比較法によった．

結　果
総受診者21,730名（男性13,162名，女性8,568

名）中，男性は①群4,047名（30.8%），②群498
名（3.8%），③群332名（2.5%），女性は①群646
名（7.5%），②群153名（1.8%），③群41名（0.5%），
であった．各群の頻度はいずれも男性に高率で
あった（表1）．
男性の各群における検査値の平均値を示した

（表2）．年齢は①群が，②および③群に比し有意
（p<0.001）に若年で，BMIおよび腹囲（AC）は有
意（p<0.001）に高値かつ異常値を示した．さらに，
収縮期血圧（SBP），拡張期血圧（DBP）およびTG
も①群が②および③群に比し，有意に低値を示し

た（p<0.001， p<0.05）．γ-GTPは③群間に有意
差（p<0.001）を認め，①群が最も低値，③群が最
も高値，②群がその中間の値を示した．LDL-Cお
よびHDL-Cも③群間に有意差（p<0.001）を認め，
LDL-Cは①群が最も高値，②群が最も低値，③
群がその中間の値，HDL-Cは逆に②群が最も高
値，①群が最も低値，③群がその中間の値であっ
た．HbA1cは①群が③群に比し有意（p<0.01）に
高値，尿酸は①群が②群に比し有意（p<0.05）に
高値であった．
女性の各群における検査値の平均値を示した

（表3）．年齢は①群が，②群に比し有意（p<0.001）
に若年で，BMIも有意（p<0.001）に高値を示し
た．さらに，②群は③群に比し有意に高齢かつ
BMIが低値であった（p<0.05，p<0.01）．ACは
3群間に有意差（p<0.001）を認め，①群が最も高
値，②群が最も低値，③群がその中間の値であっ
た．γ-GTPは①②群と③群および①②群間に有
意差（p<0.001，p<0.05）を認め，③群が最も高
値，①群が最も低値であった．LDL-Cは①②群
および②③群間に有意差（p<0.001）を認め③群が
最も高値，②群が最も低値であった．HDL-Cは
①群と②および③群間に有意差を認め（p<0.001，

表1　受診者における肝機能異常のカテゴリー別頻度
①ALT≧31IU/LかつALT>AST ②AST≧31IU/LかつAST>ALT ③γ -GTP≧101IU/LかつALT・AST基準値内

男性　n=13162 4047（30.8%） 498（3.8%） 332（2.5%）
女性　n=8568 646（ 7.5%） 153（1.8%） 41（0.5%）

表2　男性における各群の年齢，体型，検査値
① ② ③

p
Average Median n Average Median n Average Median n

年齢 (yrs) 45.8 45 4047 53.9 56 498 53.3 54 332 ①vs②③：p<0.001
BMI (index) 26.2 25.7 4047 22.7 22.4 498 23.7 23.2 332 ①vs②③：p<0.001， ②vs③：p<0.01
AC (cm) 89.6 88.5 4033 81.4 81.0 497 84.4 83.5 330 p<0.001
SBP (mmHg) 127.8 126 4047 132.7 129 498 131.8 129 332 ①vs②③：p<0.001
DBP (mmHg) 78.9 78 4047 81.3 81 498 81.8 81 332 ①vs②③：p<0.001
ALT （IU/L） 52.7 43 4047 33.1 30 498 23.8 24 332 –
AST （IU/L） 32.6 29 4047 43.7 37 498 23.6 24 332 –
γ -GTP (IU/L) 81.4 57 4047 124.9 72 498 148.8 131 332 p<0.001
TG （mg/dL） 179.0 141 4047 201.6 127 498 203.7 149 332 ①vs②③：p<0.05
LDL-C （mg/dL） 131.7 130 4047 105.0 103 498 122.3 121 332 p<0.001
HDL-C （mg/dL） 53.0 51 4047 67.5 65 498 62.3 60 332 p<0.001
HbA1c （%） 5.9 5.7 1226 5.8 5.6 158 5.7 5.6 126 ①vs③：p<0.01
UA （mg/dL） 6.7 6.7 3407 6.5 6.5 450 6.7 6.7 307 ①vs②：p<0.05
①ALT≧31，ALT>AST，②AST≧31，AST>ALT，③γ -GTP≧101，ALT・AST基準値
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p<0.01），②群が最も高値，①群が最も低値であっ
た．その他の検査値では3群間に差は認められな
かった．
男性および女性の各群における，喫煙および服

薬の頻度を示した（表4）．男性における喫煙頻度
は44.2～53.7%に分布したが，①群は②および
③群に比し有意（p<0.001）に低率であった．降圧
薬の服用頻度は21.7～35.2%に分布したが，①
群は②および③群に比し有意（p<0.001）に低率で
あった．糖尿病薬の服用頻度は6.9～7.7%に分
布したが，3群間に差は認められなかった．また，
脂質異常症薬の服用頻度も12.2～14.2%に分布
したが，3群間に差は認められなかった．
女性における喫煙頻度は13.0～22.0%に分布

したが，3群間に差は認められなかった．降圧薬

の服用頻度は9.8～21.7%に分布したが，①群は
③群に比し有意（p<0.001）に高率であった．糖尿
病薬の服用頻度は2.4～7.3%に分布したが，3群
間に差は認められなかった．また，脂質異常症薬
の服用頻度も7.3～17.1%に分布したが，3群間
に差は認められなかった．
男性および女性における飲酒頻度を示した（図

1）．男性では①群の毎日の飲酒例は40%，非飲
酒例は26%であったが，②および③群はそれぞ
れ79%，75%，および4%，5%で，①群は，②
および③群に比し，毎日の飲酒者が有意に低率で
非飲酒者が有意に高率であった（p<0.001）．女性
においても同様に，①群の毎日の飲酒例は16%，
非飲酒例は49%であったが，②および③群はそ
れぞれ37%，54%，および39%，24%で，①群は，

表3　女性における各群の年齢，体型，検査値
① ② ③

p
Average Median n Average Median n Average Median n

年齢 (yrs) 49.8 51.5 646 54.5 56 153 49.6 49 41 ①vs②：p<0.001，②vs③：p<0.05
BMI (index) 25.9 25.4 646 21.6 21.3 153 24.3 23.7 41 ①vs②：p<0.001， ②vs③：p<0.01
AC (cm) 86.2 86.0 644 77.2 76.5 153 84.8 86 41 ***p<0.001
SBP (mmHg) 125.2 124 646 122.8 121 153 124.6 123 41 n.s
DBP (mmHg) 75.3 75 646 74.2 74 153 77.3 78 41 n.s
ALT （IU/L） 49.5 41 646 32.9 29 153 22.8 23 41 –
AST （IU/L） 34.0 30 646 43.8 35 153 22.9 23 41 –
γ -GTP (IU/L) 54.4 39 646 71.1 40 153 134.0 124 41 ①②vs③：p<0.001， ①vs②：p<0.05
TG （mg/dL） 119.2 105.5 646 113.8 73 153 131.1 111 41 n.s
LDL-C （mg/dL） 131.4 128 646 109.4 109 153 134.6 134.5 40 ①vs②，②vs③：p<0.001
HDL-C （mg/dL） 64.5 61 646 80.4 77 153 74.6 73 41 ①vs②：p<0.001， ①vs③：p<0.01
HbA1c （%） 5.9 5.7 220 5.7 5.6 46 5.6 5.6 11 n.s
UA （mg/dL） 5.4 5.4 525 5.3 5.1 134 5.8 5.65 38 n.s
①ALT≧31，ALT>AST，②AST≧31，AST>ALT，③γ -GTP≧101，ALT・AST基準値内

表4　男性および女性の各群における喫煙および服薬の頻度
男　性 女　性

喫煙

あり n p

喫煙

あり n p
① 44.2% 4042

① vs ②③
p<0.001

① 13.0% 646 n.s
② 48.7% 495 ② 17.1% 152
③ 53.7% 324 ③ 22.0% 41

降圧薬

あり n p

降圧薬

あり n p
① 21.7% 4041

① vs ②③
p<0.001

① 21.7% 646
① vs ③

p=0.069② 35.2% 495 ② 20.4% 152
③ 31.2% 324 ③ 9.8% 41

糖尿病薬

あり n p

糖尿病薬

あり n p
① 6.9% 4042

n.s
① 7.3% 646

n.s② 7.7% 495 ② 4.6% 152
③ 7.1% 324 ③ 2.4% 41

脂質異常症薬

あり n p

脂質異常症薬

あり n p
① 12.2% 4042

n.s
① 16.3% 646

n.s② 12.5% 495 ② 17.1% 152
③ 14.2% 324 ③ 7.3% 41

①ALT≧31，ALT>AST，②AST≧31，AST＞ALT，③γ -GTP≧101，ALT・AST基準値内
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②および③群に比し，毎日の飲酒者が有意に低率
で非飲酒者が有意に高率であった（p<0.001）．
男性の各群および肝機能基準値内例において，

USを施行できた例における所見を示した（図2）．

脂肪肝および疑い例（以下脂肪肝）は，①群68%，
②群および③群はそれぞれ35%，24%で，①群は
②および③群に比し有意（p<0.001）に高率であっ
た．また，肝機能基準値内（ALT≦30IU/L，AST

図1　男性および女性の各群における飲酒頻度

図2　男性の各群および肝機能基準値内例における腹部超音波所見

図3　女性の各群および肝機能基準値内例における腹部超音波所見
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≦30IU/L，γ-GTP≦50IU/L）例における脂肪肝
例は24%で，②および③群とほぼ同頻度であった．
同様に女性の各群および肝機能基準値内例にお
いて，USを施行できた例の所見を示した（図3）．
脂肪肝例は①群64%，②群および③群はそれぞ
れ9%，11%で，①群は②および③群に比し有意
（p<0.001）に高率であった．また，肝機能基準値
内例における脂肪肝例も10%で，②および③群
とほぼ同頻度であった．
各群におけるUS施行例のその他の所見には，
肝血管腫，胆石および胆のうポリープ，肝・腎の
う胞，などが含まれていた．脂肪肝例にもこれら
の所見を有する例が存在したが診断は脂肪肝とし
た．したがって，②および③群では相対的に「そ
の他」の所見例の頻度が増加した．各群に肝硬変
や結節性病変は認められなかった．

考　察
特定健診・特定保健指導の目的とするところは，

受診者の生活習慣の改善による心血管疾患および
代謝性疾患の発症予防とそれに伴う発がんリスク
を減少させることである．対象者は，一義的には
MetSの診断基準該当者であるが，このような例は，
MetSの診断基準には示されていない肝機能検査項
目（ALT，AST，γ-GTP）の異常を伴うことが多く，
その成因・病態を考慮したより適切な指導が求め
られる．今回は，特定健康審査質問票の項目 3）の
うち聞き取りによる客観的評価が可能であった，
飲酒・喫煙，服薬歴などを加味し，検討した．ま
た，肝機能異常を端的に理解するため，肝細胞障
害に起因するALT・AST異常を，その優劣により
①および②群に，ALT・ASTは正常ながらγ-GTP
のみが≧101IU/L（基準値50IU/L≧）の要治療レ
ベルの異常値を示す③群の，3つのカテゴリーに
分類し検討した．
受診者における肝機能の異常項目は，男女とも
①群ALT≧31かつALT>ASTが男性で30.8%，
女性で7.5%と最も頻度が高かったが，②群AST
≧31かつAST>ALTは低頻度でそれぞれ3.8%，
1.8%であった．γ-GTP≧101の単独異常例はま
れで，それぞれ2.5%，0.5%であった．

ALT優位の肝機能異常例が多数を占めたのは，
ASTに比しALTの肝への分布特異度が高いため
と考えられる．また，従来，医療機関における一
般臨床では，ALT異常は非アルコール性脂肪性肝
疾患（NAFLD）に，AST優位の肝機能異常は進行
した肝病変やアルコール性肝障害に多いことが，
報告されている 4,5）が，今回は年1回の健診受診者
における肝機能異常例の指導という視点から，医
療機関への要精査紹介例のピックアップを視野に
入れて検討した．
男性における各群の検査値，生活習慣および

US所見の検討から，①群は，内臓脂肪蓄積によ
るインスリン抵抗性を背景にしたMetSにおける
肝病変とされるNAFLDの病態を有する例が多い
と考えられた．若年であることや喫煙が低頻度で
あることがSBP，DBPの低値と関連している可
能性が考えられ，事実，降圧薬の服用頻度も②お
よび③群に比し低率であった．さらに①群におけ
るLDL-Cの高値，HDL-Cの低値，HbA1cの高
値およびUAの高値は，MetSにおける脂質代謝お
よび糖代謝の特性を反映していると考えられる．
②および③群は，主に飲酒によるγ-GTPおよび
HDL-Cの上昇とともに，喫煙と関連する降圧薬
服用頻度の増加が示唆される．さらに，②および
③群における，脂肪肝例の頻度は低率で，肝機能
基準値内例の脂肪肝例の頻度と差はなかった．し
たがって，②群は主に飲酒によるアルコール性肝
障害と考えられるが，③群は飲酒による酵素活性
上昇の結果と考えられた．
女性における肝機能障害例は男性に比し明ら

かに低率であった．男性同様①群はNAFLD，②
群はアルコール性肝障害，③群は飲酒による酵
素活性の上昇が主因と考えられが，女性におけ
るMetSは男性に比しごく少数 2）であり，①群の
成因には，他の因子の関与も推察される．各群間
のおSBPおよびDBP値に差は認められなかった
が，③群の降圧薬の服用頻度は低率傾向で病態
と関連している可能性もある．また年齢が若年で
LDL-Cが高値であったことは，③群の病態には
男性と異なる要因が関与している可能性もあると
考えられる．
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いずれにしろ，肝機能異常例では毎年のUS検
査の継続実施が重要で，特にALT>ASTでALTが
高値を持続する例は，NAFLDから非アルコール
性脂肪性肝炎（NASH）6）へ進展する例のチェック
が重要である．NASHにおいては肝硬変，肝がん
へ進行する例の存在が報告されている．
③群の多くの例が，飲酒による酵素活性の上昇

の結果と考えられたが，今後ALT・ASTの異常が
出現し，①群あるいは②群に移行する可能性もあ
り，③群においてはアルコール性肝硬変への進展
を視野に入れた，より厳格な節酒，断酒などの指
導が必要となろう．さらに，③群では，喫煙・飲酒・
との因果関係が明らかではない例の存在が経験さ
れる．このような例では，服薬の影響，サプリメ
ントの摂取の有無なども確認しておく必要がある
と考えられる．

γ-GTPは胆道系酵素とよばれる膜酵素であり，
主に肝細胞障害による逸脱機序で上昇するALT・
ASTとは異なり，その活性上昇には複合的な要因
が存在する可能性があると推察される．まれには
無症候性の原発性胆汁性胆管炎（PBC）7）や原発性
硬化性胆管炎（PSC）8）などが混在している可能性
があり，この場合は専門医療機関において精密精
査を受けることが勧められる．
一口に健診における肝機能異常といっても，
個々の病態や生活背景は様々であり，その解釈に
は，検診データのみならず，生活習慣 9），嗜好品
の有無，生活歴，既往歴，服薬歴などの十分な聞
き取りが不可欠であると考えられる．NAFLDに
おいては，特に直近の体重の変動の有無が生活習
慣指導上の重要な目安になると考えられる．我々
は，NAFLDにおいて，時系列でみたBMIの改善
およびそれに伴うアディポネクチンの増加が，イ
ンスリン抵抗性の改善に寄与する有意な因子であ
ることを示した 10）．
今回の肝機能異常例のUSでは，従来指摘され
ているAST>ALTを含め，病変の進展による，肝
硬変や結節性病変を有する例は認められなかった
が，今後MetSおよび肝機能異常の病態を良く理
解したうえで，受診者には病態推移の観察の重要
性を説明し，毎年の継続受診の指導が重要と考え

られる 11,12）．
また，今回の検討では，特定健康審査問診票に
ある，体重の増減，運動の有無，食事摂取の時間
帯や欠食の有無などについては，客観的なデータ
が集計できず検討から除外したが，今後，より実
質的な特定保健指導実施をめざすため，これらの
視点からのデータや服薬との関連を精査し，併せ
て検討する必要があると考えられる．

まとめ
肝機能異常を示す受診者においては，ALT異常

かつALT>AST例は主としてNAFLDでMetSにお
ける肝病変を，AST異常かつAST>ALT例は飲酒
によるアルコール性肝障害を，γ-GTP単独異常
例は飲酒による酵素活性の上昇の結果と考えられ
た．喫煙・飲酒の男性では循環器疾患との関連を
考慮すべきである．γ-GTP単独異常例では，自
己免疫性肝障害の混在にも留意すべきである．

利益相反
なし．
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Comparison of Clinical Backgrounds of Examinees with Various Types of Liver Dysfunction 
at Our Center: Promoting Regular Annual Examination

Kazuyoshi Ishikawa, Ritsuko Iohara, Atsuko Tsunokake, Yuki Yoshida, Mariko Kindaichi, 
Michiyo Fujidate, Atsushi Kano

Iwate Health Care Center, Iwate Cancer Society

Abstract
Objective: We conducted a detailed analysis of liver dysfunction in order to perform 
meaningful health guidance.
Methods: From among 21,730 individuals (13,162 men, 8,568 women), we extracted those 
who had liver dysfunction and classi�ed them into three groups, (1) ALT≧ 31 IU/L and 
ALT>AST, (2) AST≧ 31 IU/L and AST>ALT, (3) γ -GTP ≧ 101 IU/L and both ALT and 
AST in normal range. 
Results: Proportions of subjects in Groups (1) – (3) were 30.8, 3.8, and 2.5% for men and 
7.5, 1.8, and 0.5% for women, respectively. In group (1), drinking habit was signi�cantly less 
prevalent and fatty liver more prevalent than in group (2) and (3), suggesting that NAFLD 
is a major cause of liver dysfunction. In group (2) and (3), drinking habit was signi�cantly 
more prevalent and fatty liver less prevalent than in group (1), with prevalence of fatty liver 
similar to that in individuals with measurements in the reference ranges. �erefore, factors 
that seemed to play a major role in liver dysfunction were alcoholic liver injury in group 
(2) and enzyme induction due to alcohol intake in group (3). �ings that should also be 
considered are smoking or underlying heart disease in men in group (2) and (3), and other 
causative factors in women in group (3). In addition, it was felt that individuals of unknown 
etiology in group (3) should have further evaluation to elucidate their clinical etiology in-
cluding examination for autoimmune liver disease.
Conclusion: A good understanding of the clinical situation of liver dysfunction is required 
to promote regular annual examination. 

Keywords: liver dysfunction, ALT>AST, AST>ALT, γ -GTP
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健診二次検査受診率向上への取り組み
高橋有香　泉 並木

要　約
目的：健診後の二次検査受診率向上に対する取り組みとその結果を評価し，今後の課題について検
討すること．
対象と方法：2008年1月から2016年12月の人間ドック受診者（年平均2,265人）に対し，健診後の
二次検査受診率向上のために取り組んできた内容についてまとめ，2008年と2016年時の二次検査
受診率を比較した．
結果：2008年より当院で行った二次検査結果の調査（以下，院内二次検査調査），2009年より他施
設で行った二次検査の調査（以下，院外二次検査調査）を開始した．院内二次検査は，2011年9月ま
では紙カルテ，以降は電子カルテで結果を確認した．院外二次検査は，開始当初は，受診者に二次
検査調査票を送付して調査を行っていたが，2013年より受診者に結果報告書と一緒に紹介状を送付
し，受診した医療機関から結果が返信される方式とした．2014年，健診システム変更により二次検
査調査は効率化し，二次検査調査の結果が健診結果と連動して時系列で参照できるようになったこ
とより，受診者により有用な情報提供を行えるようになった．多角的な試みにより，2008年に比し
2016年の二次検査受診率は，生活習慣病関連項目については有意に上昇し，がん関連項目について
は従来受診率の高かった上部消化管内視鏡検査を除いて，一部有意ではないが，上昇傾向となった．
結論：二次検査受診率をさらに向上させるためには，今後いかに受診者の二次検査受診への動機付
けを行うかが課題である．

キーワード 人間ドック，二次検査受診勧奨，健診システム，二次検査調査

武蔵野赤十字病院  健診センター 連絡先：〒 180-8610東京都武蔵野市境南町 1-26-1
Tel：0422-32-3111　E-mail：y.takahashi@musashino.jrc.or.jp

緒　言
厚生労働省の「平成29年（2017）人口動態統計

（確定数）の概況」1）によれば，現在日本人の死因は，
悪性新生物が最も多く，続いて心疾患，脳血管疾
患の順に多い．悪性新生物以外の病気は慢性的に
経過する疾患で罹患率も高く，生活習慣の改善に
より予防ができる疾患でもある．
人間ドック受診者の動向をみると，人間ドック

を受けても，がんなどの生命に危険が及ぶ項目に
ついては，進んで二次検査を受けるが，自覚症状
のない生活習慣病関連項目についての受診率はよ
り低い傾向にある 2,3）．
人間ドックを意義のある健診とするためには，
がんスクリーニングを行うだけではなく，生活習
慣病も含めて経過をみていくことで，より早く変
化をとらえ，早期発見，早期対応につなげていく
ことが必要ではないかと考える．
しかし，人間ドックを受けても，二次検査を受

けずに終了してしまうケースも少なくなく，二次
検査受診勧奨後の二次検査受診が確認できない場
合のフォローアップ法の工夫等 4,5），二次検査受
診率向上に関連する報告も少なくない．いかにし
て二次検査受診率を高めるか，いかにして受診者
の二次検査受診や健康維持ための動機付けを行う
かは，当センターの課題であり，難渋していると
ころでもある．
本報告では，2008年以降の当センターの二次

検査受診率向上のための取組み，そして今後の課
題について報告する．

対象と方法
当センターは，主として日本人間ドック学会の
基本項目を満たした人間ドックと協会健保の生活
習慣病予防健診を行っており，全体の9割近くが
人間ドックである．医師の診察・結果説明，保健
指導は，人間ドックと生活習慣病予防健診と同様
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に行っている．健診人数は2008年から2016年で
は年平均2,700人（人間ドックのみは2,265人），
一日平均10.7人（人間ドック9.2人）である．結果
は日本人間ドック学会の判定基準にもとづき判定
し，健診当日結果が出る項目について，一人の医
師が受診者全員に結果を説明している．

2008年時，二次検査受診勧奨は，当日結果が
出る項目については医師が結果説明時に受診勧奨
し，当日結果が出ない項目については，結果報告
書のみであった．健診当日結果が出ず，緊急性の
ある結果については，医師が後日，直接受診者に
結果を説明し，二次検査の勧奨，外来予約を取る
ことを現在も継続している．当院で二次検査を行
う場合は，当センターから各外来予約をとる仕組
みである．受診者が他施設受診希望の場合は，そ
のつど紹介状を発行していた．

2007年以前は健診後の二次検査調査や保健指
導は行っておらず，悪性疾患が疑われた場合や，
医師が結果を知りたいという症例，かつ当院で二
次検査を受けた方について，医師が紙カルテを取
り寄せて二次検査結果を確認していた．

2008年1月より二次検査受診率の向上の取り組
みとして，まず当院で行った二次検査の調査と保
健指導を開始した．

2008年1月から2016年12月に，当センター
人間ドック受診者に行った二次検査受診率向上

の取り組みとその結果についてまとめ，2008年
と2016年の二次検査受診率をχ 2検定で検定した．
有意水準はp<0.05とした．二次検査受診率の母
数は要二次検査対象者数であり，二次検査受診者
数は，二次検査調査で受診が確認できた受診数を
二次検査受診数として集計し，二次検査受診の有
無がわからない受診数，二次検査を受けていない
ことが判明している受診数はあわせて，二次検査
未受診として扱った．二次検査調査では，二次検
査受診の有無と結果，転帰の確認を行った．
本研究は，武蔵野赤十字病院臨床研究倫理審査

委員会の承認を得て行った．なお，健診受診者には，
健診受診前に，問診票と一緒に「個人が特定できな
い形で統計や学会，調査に使用することがある．」
ことを明記した文書を送付し，健診受診をもって
インフォームドコンセントを得たものとしている．

結　果
図1に2008年から2016年までの当センターの二
次検査受診率向上のための取り組みの変遷を示す．
取り組み内容を二次検査調査（当院で行った二

次検査調査；以下，院内二次検査調査，他施設で
行った二次検査調査；以下，院外二次検査調査），
健診システムの変更，受診者への取り組みに分類
し，それぞれ問題点・課題，取り組み，改善点に
ついて表1に示す．

図1　2008年から2016年にかけての二次検査受診率向上への取り組み
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表1-1　二次検査受診率向上のための取り組み：二次検査調査
年度 問題点・課題 取り組み 改善点

院
内
二
次
検
査
調
査

2008年 当院で二次検査を行った受診者を把握する
こと

外来予約簿を作成 
当センターから外来予約をとった際，
予約を取った日 /受診者氏名 /ID，外来予約
日 /予約科 /受診理由，予約をとった担当
者を記録

当センターでの二次検査受診者が把握できる
ようになった

当院で行った二次検査調査を行う方法を
確立すること

・二次検査調査データベースの作成
当センターから外来予約をとった際，
健診システムから抽出した受診者情報，
検査結果をもとにエクセルで毎月作成

院内での二次検査の調査を開始した

・外来予約簿をもとに，健診3ヵ月後に院内で
の二次検査結果を調査

・調査結果を二次検査調査データベースに入力
検査項目ごとに受診の有無，結果，診断名，
転帰を入力

2011年10月 紙カルテでの二次検査調査の労力，二次検査
受診追跡困難

紙カルテから電子カルテに移行 カルテ結果確認，二次検査受診追跡の労力が
減った

院
外
二
次
検
査
調
査

2009年 院外で行った二次検査調査を行う方法を確立
すること

・健診3ヵ月後，当院で二次検査の受診が確認
できなかった受診者に，受診勧奨文と，二次
検査受診調査票，返信用封筒を送付
二次検査受診調査票：受診の有無（有，無），
転帰（異常なし，経過観察，定期検査，要
通院・治療）に○をつける回答選択式

院外での二次検査の調査を開始した

・返信された二次検査調査票の結果を，二次検
査受診調査データベースに入力

2013年 ・二次検査受診調査に対する受診者からの返信
率が低い

・受診者に，結果報告書と一緒に紹介状，返信
用封筒を送付

・二次検査受診率が上昇傾向になった

・受診者の検査結果内容の把握が不十分なこと
が少なくない

・医療機関からの返信結果を二次検査調査デー
タベースに入力

・医療機関から受診結果が返信され，正しい検
査結果が把握できる

↓
・健診3ヵ月後，院内外で二次検査受診が確認
できない受診者に受診勧奨文と受診調査票，
返信用封筒を送付

・調査票結果を二次検査調査データベースに入力

表1-2　二次検査受診率向上のための取り組み：健診システムの変更
年度 問題点・課題 取り組み 改善点

2014年

a：二次検査受診結果を健診システム内に簡便に
入力でき，健診システムで管理できること

a～eが可能となるようにカスタマイズ ・二次検査調査に関わる作業が効率化，簡略化
し，事務主体で次検査調査ができる

b：健診システムからデータ（健診結果や二次
検査調査結果等）が簡便に抽出できること

c：検査項目毎に紹介状が簡便に出力できるこ
と

d：二次検査結果が健診結果と連動して時系列
で随時参照できること

・健診システムの画面で健診結果と二次検査結
果が連動して参照できる

e：保健指導歴や，前回の二次検査結果が，受
診者が受診した時に把握できること

・健診の際に医師や保健師が使用する帳票に，前
回の二次検査履歴や保健指導歴が表示される

表1-3　二次検査受診率向上のための取り組み：受診者への取り組み
年度 問題点・課題 取り組み 改善点

医師の
結果説明の
工夫

2012年

①二次検査受診の動機付けのため，受診者の
結果についての理解を深めること

① -1）電子カルテを生かし，内視鏡や超音波等
の画像結果を以前と比較してみせるな
ど，受診者が理解しやすいように，視覚
的に説明

① -1）受診者が検査結果を視覚的に理解しやす
くなった

2014年 ① -2）新健診システムで以前の二次検査履歴や
保健指導歴を参考にして結果説明

① -2）受診者により有用な情報提供ができる

保健指導 2008年

②受診者の健康に関する行動変容へのアプ
ローチ，保健指導がない

② -1）保健指導の開始
2009年 保健師，栄養士による保健指導対象の拡大，工夫

栄養士による栄養指導：糖尿病や腎機能低
下等，より病態を意識した詳しい指導を受
けたい方向けの指導
保健師による保健指導：受診者の健康に関
する意識の改善，アプローチを含めた保健
指導
禁煙指導：初回指導例，喫煙継続例，禁煙
成功の行動パターンに分けて対応，指導

・受診者の健康に関する意識の改善や行動変容
への介入・保健指導率の上昇

2014年 ② -2）健診システムの変更により以前の保健指
導歴が把握できる
睡眠時無呼吸症候群の検査
経鼻内視鏡
土日に診療を行っている医療機関等

② -2）保健指導の対応に必要な受診者の情報を
事後指導に生かすことができる

他施設
受診先
案内

2008年 ③当センターで他の医療機関のご案内ができ
ない（以前は医療連携室にご案内して受診先
を検索していた）

地域別，専門・分野別の医療機関リストを作
成し，受診者の要望にあわせて当センターか
ら検索してご案内できるようにした

受診者の利便性が高まり，他施設との連携に
つながった
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図2　健診システムの二次検査結果入力画面と入力項目詳細

二次検査調査（表1-1）
院内二次検査調査

2008年以前は，当センターから二次検査目的
で当院外来の予約をとった記録を当センターには
残していなかったため，二次検査のために外来予
約した方の把握ができなかった．そこで，外来予
約簿を作成し，これをもとに院内で二次検査を受
けた受診者を把握し，紙カルテを取り寄せて院内
で行った二次検査調査を開始した．
院外二次検査調査

2009年から受診者に二次検査受診調査票を送
付し，院外で行った二次検査受診調査を開始した．
2013年院外二次検査調査法を変更し，受診者の
結果報告書に紹介状を同封し，受診した医療機関
から二次検査結果が返信される方式とした．
健診システムの変更
表1-2のように2014年に健診システムを変更

するまで，カルテ結果確認や，二次検査結果の入
力，紹介状の作成等，二次検査調査に関わる作業
は，医師が一人で行っていた．表1のようにカス
タマイズした新健診システムを導入以降，二次検
査調査は効率化し，かつ二次検査結果が把握しや
すくなった（図2，図3）．

受診者への取り組みについて
表1-3に示すように，電子カルテと新健診シス

テムを利用して，医師は受診者の健診結果の理解
がより深まるよう考慮して結果説明を行った．

2007年以前，受診者の健康に関する意識付け
や行動変容に対するアプローチは行っていなかっ
た．2008年から保健指導を始めたが，まだ件数
は少なく，指導件数の集計も行っていなかった．
2009年から指導内容を受診者の病態や健康に対
する意識をふまえて栄養士とともに保健指導，栄
養指導対象を拡大し，指導件数も徐々に増えて
いった．
二次検査受診率と保健指導率の経年的変化（表2）
生活習慣関連項目である高血圧，耐糖能異常は，

受診者に受診調査票を送付して二次検査調査を
始めた2009年から若干受診率が上昇したかにみ
えたが，その後低迷し，安定した二次検査受診率
上昇にはつながらなかった．結果報告書と一緒に
他施設への紹介状を送付し始めた2013年頃より
徐々に生活習慣関連項目の二次検査受診率は上昇
傾向となり，2008年に比して2016年時の二次検
査受診率は有意に上昇した．
がん関連項目は，2008年から比較的二次検査
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図3健診システム履歴管理入力画面と結果説明時の帳票
左）二次検査履歴参照画面：履歴管理欄に二次検査結果が入力されると，受診者の検査結果と二次検査結果が連動
して，項目ごとの二次検査結果が時系列で参照できる．

右）健診結果説明時の帳票

表2　二次検査受診率と保健指導率の経年的変化
2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2008年と2016年の

二次検査受診率の比較

が
ん
関
連
項
目

胃透視

人間ドック受診者数 1138 1237 1257 1151 1110 1192 1165 1204 1173
要二次検査対象者数 92 63 77 56 61 72 103 62 73
二次検査受診者数 46 24 30 21 31 37 66 44 48
二次検査受診率 50.0% 38.1% 39.0% 37.5% 50.8% 51.4% 64.1% 71.0% 65.8% +15.8% p=0.30

上部
内視鏡

人間ドック受診者数 651 746 855 965 952 926 923 994 982
要二次検査対象者数 23 31 26 35 32 37 62 44 42
二次検査受診者数 20 11 13 22 27 28 44 32 35
二次検査受診率 87.0% 35.5% 50.0% 62.9% 84.4% 75.7% 71.0% 72.7% 83.3% -3.7% p=0.84

便潜血

人間ドック受診者数 1802 2109 2109 2169 2182 2264 2112 2346 2324
要二次検査対象者数 104 122 139 127 132 138 134 125 134
二次検査受診者数 47 57 77 47 94 96 99 105 113
二次検査受診率 45.2% 46.7% 55.4% 37.0% 71.2% 69.6% 73.9% 84.0% 84.3% +35.4% p=0.015

腹部
超音波

人間ドック受診者数 1917 2206 2386 2227 2285 2281 2252 2365 2349
要二次検査対象者数 102 109 79 108 128 121 128 158 127
二次検査受診者数 56 61 67 84 73 75 94 137 90
二次検査受診率 54.9% 56.0% 84.8% 77.8% 57.0% 62.0% 73.4% 86.7% 70.9% +16.0% p=0.31

胸部
レントゲン

人間ドック受診者数 1919 2194 2217 2252 2368 2249 2250 2338 2326
要二次検査対象者数 298 319 231 155 142 213 250 189 149
二次検査受診者数 119 108 120 59 91 135 154 138 102
二次検査受診率 39.9% 33.9% 51.9% 38.1% 64.1% 63.4% 61.6% 73.0% 68.5% +28.6% p=0.05

生
活
習
慣
病
関
連
項
目

高血圧

人間ドック受診者数 1921 2206 2386 2282 2285 2283 2252 2365 2350
要二次検査対象者数 32 36 31 37 24 33 38 44 51
二次検査受診者数 1 7 9 1 1 3 14 11 18
二次検査受診率 3.1% 18.5% 29.0% 2.7% 4.2% 9.1% 36.8% 25.0% 35.3% +32.2% p<0.01

耐糖能
異常

人間ドック受診者数 1921 2206 2386 2282 2285 2283 2252 2365 2350
要二次検査対象者数 81 109 96 132 81 97 81 80 70
二次検査受診者数 3 17 14 4 4 5 37 45 38
二次検査受診率 3.7% 15.6% 14.6% 3.0% 4.9% 5.2% 45.7% 56.3% 54.3% +50.6% p<0.01

脂質異常

人間ドック受診者数 1921 2206 2386 2282 2285 2283 2252 2365 2350
要二次検査対象者数 171 164 135 147 132 184 135 96 85
二次検査受診者数 5 5 4 6 2 26 57 36 44
二次検査受診率 2.9% 3.0% 3.0% 4.1% 1.5% 14.1% 42.2% 37.5% 51.8% +48.9% p<0.01

2009年と2016年の
保健指導率の比較

*保健指導
全体受診者数 2374 2995 2989 2765 2740 2702 2617 2685 2664
保健指導実施者数 633 914 1179 1084 1010 1032 1142 1408
保健指導率 21.1% 30.6% 42.6% 39.6% 37.4% 39.4% 42.5% 52.9% +31.8% p<0.01

* 保健指導については，人間ドック以外の生活習慣病予防検診を含めた全体数で集計．2008年は集計をとっていなかったため，保健指導のみ2009年と2016年の比較
χ 2検定：有意水準p<0.05
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受診率は高い項目もあったが，項目や年度によっ
て受診率のバラつきがみられた．これは，二次検
査調査が紙カルテの時期は，紙カルテでの追跡困
難や，マンパワーの問題もあり，院内での二次検
査調査が十分に行えていなかったことが要因の一
つとしてあげられる．がん関連項目で，2008年
と2016年の比較で有意に二次検査受診率が高く
なったのは便潜血のみであったが，2008年時の受
診率が高い上部消化管内視鏡検査を除いては，胃
透視が50.0%から65.8%，腹部超音波が54.9%
から70.9%，胸部レントゲンが39.9%から68.5%
と二次検査受診率は全体に上昇傾向となった．
保健指導率は2009年21.1%から2016年52.9%

に上昇した．保健指導率は，人間ドック以外の健
診も合わせて集計しているため，人間ドック受診
者に対する真の保健指導率ではない．しかし，当
センターでは全受診者の9割近くが人間ドックで
あり，その他の健診も人間ドックと同様に保健指
導を行っているため，人間ドックの保健指導率は
上昇していると考えられた．

考　察
二次検査調査
院内二次検査調査

2011年10月から，紙カルテから電子カルテに
移行し，2011年時より，2012年にかけて，院内で
二次検査を行うことができるがん関連項目は，二
次検査受診率が上昇傾向となった．これは，二次
検査を受診した受診者数の安定した上昇ではなく，
電子カルテの導入により二次検査調査にかかる労
力，非効率性が改善したことが，実質的には受診
者の二次検査受診の有無の把握率が上昇し，数字
上の受診率が上昇傾向となった可能性がある．
院外二次検査調査
他施設で二次検査を施行した場合の調査とし

て，受診者に二次検査調査票を送付して二次検
査結果の調査を試みたが，受診者が二次検査結
果について理解できず，検査結果についての認識
が誤っていることも少なくなかった 6）とも報告さ
れている．2013年から受診した医療機関から検
査結果を返信して頂く方法に変更後，受診結果が

正確に把握できるようになり，この頃から二次検
査受診率が上昇し始めた．受診者自身が，二次検
査結果を返信する必要がないため，受診者の負担
が減ったことも，受診率上昇の要因となったとい
えよう．また，紹介状作成以前は「受診して何て
言っていいかわからない」，「かかりつけ医に対し
て，治療内容と違う項目で検査してくれとは言え
ない」等の声も少なくなかったが，高橋ら 7）の報告
のように，紹介状が受診の動機付けとなったこと
も受診率上昇の要因といえよう．
健診システムの変更
二次検査調査をするためには，調査結果をどの

ような形で入力，保管するか，何らかの二次検査
調査法とデータ管理システムを必要とする．当セ
ンターでは2014年まで二次検査調査に関する作業
にかなりの労力を要していた．健診システムの変
更に際し，当センター独自にカスタマイズした健
診システムを導入し，二次検査調査法が効率化し，
健診システムで図2のように，項目ごとに簡便に
二次検査結果を入力し，管理することができるよ
うになった．
受診者に対する取り組み
医師の検査結果説明の工夫
健診後のいかなる二次検査受診勧奨を行って

も，二次検査受診行動につながらない受診者の対
応には苦慮してきた．健診結果報告書や紹介状に
よる異常の通知，医師の結果説明が受診行動の促
進因子となった 8）と報告もあるように，検査結果や
二次検査受診の必要性をよりよく受診者が理解で
きることが，受診者の二次検査受診の動機付けと
もなる．書面のみの通知より，健診当日の医師か
らの直接説明の方が，二次検査受診率が高い 9）こ
とや，医師の面接・紹介状あり，医師の面接・紹
介状なし，面接なしでは，医師の面接・紹介状あ
りが最も二次検査受診率は高い 10）と報告されてお
り，これは当センターで紹介状を作成し始めてか
らの二次検査受診率の上昇と同様の結果である．
当センターでは，電子カルテ導入以降，医師は
受診者の理解がより深まるように，健診結果を視
覚的に説明するように努めた．医師の結果説明，
視覚に訴えた検査結果説明は，受診者の理解を深
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めることにつながり，二次検査受診率向上のため
には，重要である 11）．
新健診システムで，以前の二次検査受診歴や保
健指導歴を，健診当日の医師の結果説明時に図3
のように一目で把握できるようになったことは，
受診者の行動パターンや特性をとらえる情報源と
なり，放置している要二次検査項目があれば，医
師が受診者にとってより重要な点を強調して説
明，二次検査受診勧奨を行うことに有用であった．
また，健診当日の健診結果で何等か異常を認めた
場合，新健診システムで，以前の二次検査結果を
参照できるようになったことは，すでに精査済み
であれば経過観察でよい等，結果説明時の結果判
定の判断材料としても有用であった．二次検査履
歴が参照できなくても，健診時の問診で受診者か
ら聴取すればよいことかもしれないが，受診者か
らの情報を収集するには時間がかかり，かつ受診
者が二次検査結果を正しく理解していない場合も
少なくないため，結果説明時の二次検査歴の参照
は効率的かつ有用であった．
一方，他施設における二次検査調査の過程で，
受診者は二次検査をどこで受けても，当センター
でその結果を把握していてほしいと感じており，
健診時，結果説明医が二次検査の結果を把握して
いないことが不信感にもつながることがわかった．
新健診システムでは，二次検査履歴が受診者の結
果と連動して随時参照できるようになったことで，
健診医と受診者の信頼関係が深まり，受診者から
当センターへの信頼感や安心感が生まれた感があ
る．また，二次検査で受診した医療機関との連携
もでき，健診後の経過も追跡しやすくなった．
保健指導
受診率が低い生活習慣関連項目については，受
診者の行動変容を促すための保健指導が必須と考
え，保健指導対象を増やしていった．健診後に受
診しない理由は「自分で生活改善できれば受診の
必要はない」，「体調が悪くない」等，様々であり，
受診者ごとに健康に関する関心度も異なる 12）．二
次検査受診歴や保健指導歴，結果説明時の受診者
の反応から，保健指導等の介入を嫌がりそうな場
合は，保健指導を押し付けるのではなく，要点を

絞って短時間で済ませ，生活習慣病に関するパン
フレットを渡すなど，受診者にあわせた保健指導
等のアプローチがしやすくなった．
二次検査受診率の変化
健診システム変更による二次検査調査の効率化

と，院外二次検査調査として紹介状の作成，電子
カルテと新健診システムの機能を利用した健診結
果説明の工夫，保健指導率の上昇が相まって二次
検査受診率は上昇傾向となった．
がん関連項目は，2008年から比較的二次検査
受診率は高い項目もあったが，2012年頃まで内
視鏡等，受診率の変動の大きい項目もみられた．
これは，紙カルテの時期は，紙カルテでの追跡困
難や，マンパワーの問題もあり，院内での二次検
査調査が十分に行えていなかったことが要因の一
つの可能性があり，電子カルテ移行後は，二次検
査受診率の変動は小さくなった．
しかし，胃透視や胸部レントゲンの二次検査受
診率はまだ決して高くない．これは，腹部超音波
検査や上部消化管内視鏡検査は，専門医や専門技
師によって施行され，最終結果ではないにしても，
異常所見はすぐに把握できる項目であるが，胃透
視や胸部レントゲンは，よほど緊急を要する，あ
るいは早めの治療を要するような明らかな所見で
はない限り，結果説明時に以前との比較読影やダ
ブルチェックなしに，結果説明医師が受診者に直
接積極的に受診勧奨をするだけの根拠を持って受
診勧奨をすることはできていない．そのため，胃
透視と胸部レントゲンに関しては結果報告書での
受診勧奨であることが多く，実際に結果説明時に
画像を受診者に見せながら納得させるような説明
ができておらず，受診者に二次検査の必要性が伝
わらないことが受診者の二次検査受診行動につな
がらない要因の一つになっているといえよう．健
診3ヵ月後に，二次検査未受診の場合は，書面で
二次検査受診勧奨を行っているが，それでも二次
検査受診率の上昇につながらないのは，一年後の
健診時の問診票の記載より，当センターは7割以
上がリピーターであるせいか，自覚症状がなかっ
たから一年後に受診すればいいと思っている人が
少なくないこと，3ヵ月後の受診勧奨は，二次検査
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受診の動機付けとしては弱い可能性があることな
どが考えられる．
今後の課題
さらなる二次検査受診率向上のためには，二次
検査勧奨の徹底と，受診者の二次検査受診の動機
付けが重要と考える．受診者の動機付けのために，
医師はさらに結果説明の充実に努めるべきである
が，ここで問題になるのは，健診結果を受診者の
事後に生かすことに対する医師の意識レベルの差
や，経験や専門性の違いによる結果説明内容の不
統一である．結果報告書では統一した結果でも，
健診当日に異なる医師が統一した説明をするのは
困難である．また，医師が健診当日，受診者に対
して二次検査が必要な項目に関して十分理解でき
るまで説明をするには時間不足な場合がある．
当センターにおいて，さらに二次検査受診率を
向上させるためには，他施設でもその有用性が認
められているように 8,13,14），医師間だけではなく，
保健師も医学的な知識や受診者についての情報を
共有し，竹内 13），濱野園 8），花井 14）らが実践して
いるように，結果説明の補足，二次検査受診勧奨
に介入することが望ましいと考える．しかし，保
健師の面談も，知識や経験に左右される面もふま
え，今後保健師のマンパワーだけではなく，医学
的な知識を備えるための教育も必要である．そし
て施設として統一した指針のもとに，医師・保健
師間で情報を共有し，医療チームで受診者に有用
な情報提供をしていくことが必要であり，今後そ
のような体制を目指したい．
また，その他健診結果説明時にダブルチェック

や比較読影が済んでおらず，健診当日に積極的な
受診勧奨ができていない胃透視や，胸部レントゲ
ンについては，健診結果説明時までにダブルチェッ
クや比較読影を終了させることは困難であるため，
いかにして健診後に受診者の二次検査受診の動機
付けとなるような二次検査受診勧奨を行えるかが
課題である．そして健診側として，より受診者に
寄り添い，受診者の二次検査に対する不安や理解
不足を解消し，二次検査が必要な受診者が，二次
検査を受けるために何ができるのか，と問いかけ
ながら改善できるところは改善し，受診者のニー

ズに答えていくことが必要であると考える．
本報告の限界について
本報告では，当センターにおける二次検査受診

率への取り組みと，受診率の変遷について述べた
が，二次検査受診率は，異なる施設で同じ方法で
受診勧奨や，受診率調査を行っても，同様の結果
は得られない．二次検査受診率向上のためには，
受診率把握率と受診率両方を上昇させなければな
らない．受診把握率は，同じ受診調査法を用いて
も，受診調査に関わるマンパワーや，追跡のきめ
細やかによって得られる結果は異なる．また，受
診率向上には，受診者が実際に二次検査受診行動
を起こすことが必要であり，そのためには，受診
者の健康に対する意識，二次検査受診への必要性
の理解が不可欠である．健診側としては，受診者
に健診結果をより良く理解して頂き，二次検査受
診勧奨に努めることが必要であるが，説明の仕方
やその補足の仕方によって受診者の理解度は異な
る．また，二次検査受診の利便性，例えば予約の
取りやすさや，二次検査医療機関の地理的条件，
受診先への紹介状の有無，その他受診者自身の忙
しさ等，二次検査受診行動には受診者側の要因も
関わる．二次検査受診率には，多様な因子が影響
しており，二次検査受診率向上のためには，多角
的な努力が必要である反面，どんな工夫を行った
としても，必ず二次検査未受診者と，二次検査受
診が把握できない二次検査受診未把握例が存在す
る．本報告では二次検査受診率は向上しており，
真の二次検査受診率，二次検査受診率把握率が
ともに向上した結果であろうと考えられるが，正
確な二次検査受診率の把握は困難であるという点
は，本論文の限界である．

結　語
多角的な試みで2008年と比較して2016年二次
検査受診率は上昇傾向となった．
さらに二次検査受診率を上昇させるためには，受
診者の二次検査受診行動への動機付けがより必要
である．そのためには，今後医療者チームで受診者
への有用な情報提供ができる体制を目指したい．
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E�orts to Raise Rates of Having Follow-up Examinations After Health Check-ups

Yuka Takahashi, Namiki Izumi

Department of Medical Health Checkup Center, Musashino Red Cross Hospital

Abstract
Objective: To evaluate the results of repetitive e�orts to raise rates of having follow-up ex-
aminations a�er health check-ups, and clarify the issues to work on.
Methods: �e subjects were examinees who underwent health check-ups at our hospital 
from January 2008 to November 2016 (average 2,265 per year). During the period, we im-
proved methods of encouraging people to undergo follow-up examinations. We evaluated 
the change in consultation rates between 2008 and 2016. 
Results: We started our investigation on follow-up examinations at our hospital in 2008, 
and at another hospital in 2009. �e investigation was conducted by sending a question-
naire to examinees. In 2013, we changed the system for receiving follow-up examination 
results; obtaining them from the hospital of consultation, not from the examinee as before. 
In 2014, we changed to an automated health check-up system that enabled us to make a 
time-series database of the results of follow-up examinations, which streamlined the pro-
cess of the investigation. Consultation rates for life style-related disease follow-up examina-
tions rose signi�cantly between 2008 and 2016 due to these e�orts. An increasing trend for 
cancer-related examination consultation rates was observed, except for upper endoscopy.
Conclusion: In order to further raise consultation rates for follow-up examinations in the 
future, it will be necessary to continue �nding ways of motivating examinees to take them. 

Keywords: health check-ups, encouragement to have follow-up examinations, referral, in-
vestigation of consultation rates
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40～50歳代女性受診者における 
睡眠の確保に影響を及ぼす要因と課題
足利一美 1）　齋藤敏子 1）　一関智子 1）　村田雅彦 1）　宮下正弘 2）

要　約
目的：日本人は世界で2番目に睡眠時間が短く，約3割は6時間未満で特に女性が短い．そのなかで
も一番短いといわれている40～50歳代女性受診者を対象に，睡眠の確保に影響を及ぼす要因を明
らかにし，保健指導に活用する．
方法：問診時に，独自に作成した調査用紙を用いて聞き取り調査を実施．また，問診票より情報収
集した．
結果：27名全員が有職者で，教職員20名，市町村・都道府県職員5名，電話会社員1名，イラスト
レーター1名であった．労働時間は平均11時間7分，睡眠時間は平均6時間15分であった．睡眠の
満足度については「満足していない」が55.6%，「どちらともいえない」が14.8%，「満足」が29.6%で
あった．中途覚醒は51.9%， 睡眠で休養が十分とれていない割合は59.3%，睡眠時間は充分でない
割合は66.7%であった．帰宅時間は全員18時以降であった．帰宅後就寝するまでの行動の平均時間
は，受診者の96.3%が家事で84分，51.9%が仕事で38分，55.6%が娯楽で49分であった．睡眠の
確保の対策をしない理由については，「習慣になっている」，「睡眠を重要視していない」などがあった．
結論：食事や運動指導と同じように睡眠に関しても個別的，具体的な指導を行っていくためには，
生活背景全体をアセスメントしていく必要がある．そして，睡眠不足がもたらす心身への影響を理
解してもらい，睡眠の重要性を伝えていく必要があると考える．今後，リーフレットなどを作成し
て具体的な睡眠の保健指導を行うことができるよう取り組んでいきたい．

キーワード 睡眠，40～50歳代女性，保健指導

1）秋田赤十字病院  健康増進センター 
2）介護老人保健施設  山盛苑

連絡先：〒 010-1495秋田県秋田市上北手猿田字苗代沢 222番地 1
Tel：018-829-5220　E-mail：dock4@akita-med.jrc.or.jp

はじめに
日本人の睡眠時間は年々短くなっており，世界
で2番目に睡眠時間が短い国民として知られてい
る 1）．日本人の約3割は睡眠時間が6時間未満で，
特に女性の平均睡眠時間が短いのが特徴である 2）．
なかでも40～50歳代女性が最も短く，6時間55分
となっている 3）．当センター人間ドック受診者の
事前調査において，40～50歳代の女性受診者の平
均睡眠時間は2010年では6時間32分，2015年で
は6時間29分と短くなっており，2015年30歳代
の6時間40分，60歳代の7時間4分に比べても短
い．特に働き盛りの年代は仕事や家庭を優先にし，
自分のことは後まわしにして睡眠を削る傾向があ
る．睡眠不足と感じていても睡眠を確保する行動
まで至らない現状がある．睡眠不足などの睡眠問
題は，肥満や生活習慣病，うつ病など精神疾患の

リスクを高くすると知られている 4）．そのため，受
診者に対して睡眠をとる重要性を喚起するととも
に睡眠の保健指導への取り組みが重要である．
そこで，睡眠時間が一番短いといわれている40
～50歳代女性受診者を対象に，睡眠の確保に影
響を及ぼす要因を明らかにし，その結果をもとに
今後の睡眠の保健指導に活用したいと考え，本研
究に取り組んだ．

対　象
平成28年12月8日から平成29年1月25日に，

当センター二日ドックを受診した211名のなかか
ら40～50歳代の女性受診者57名を抽出し，同意
が得られた27名を対象とした．なお，文章による
研究使用用途の説明と同意の署名を得ており，秋
田赤十字病院倫理委員会の承認のもとに実施した．
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方　法
問診時に同意書を用いて趣旨を説明し同意を得

られた受診者に，今回独自に作成した調査用紙を

用いて聞き取り調査を実施した（図1）．特定健診
問診票の「睡眠で休養が十分とれていますか」の項
目に加え，2008年より使用している当センター

図1　睡眠に関する調査用紙

図2　当センター問診票1
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問診票を用いて帰宅時刻，夕食時刻，就寝時刻，
起床時刻，途中覚醒回数，食習慣，生活リズムを
調査した（図2）．看護記録も参考にして情報収集
し，単純集計した．

結　果
家族構成は，夫や子供や親と暮らしているのが

25名で，単身が2名であった．職業は，会社員・
正職員のうち教職員20名，市町村・都道府県職
員5名，電話会社員1名，自営業のイラストレー
ター1名であり，全員が有職者であった．労働時

間は全体で平均11時間7分であった．睡眠関連の
疾患として，睡眠時無呼吸症候群が1名，自律神
経失調症が2名いた．
睡眠の満足度について，「満足していない」が

55.6%，「どちらともいえない」が14.8%，「満足」
が29.6%であった（図3）．睡眠に満足していない
理由として，「時間が足りない」，「もっと寝たい」，
「途中で起きる」，「早く目が覚める」，「目覚めが
悪い」，「眠りが浅い」，「夢見が悪い」，「日中も眠い」
などと回答があった（表1）．「睡眠で休養が十分
取れていますか．」の項目で，｢いいえ｣と答えた者

図3　睡眠に関する聞き取り調査結果

表1　睡眠満足度の割合とその理由
時間 質

満足
29.6%

・睡眠時間は確保できている．
・短時間でも満足している．
・土日寝だめをしている．
・家事，育児の負担が少なく通勤距離が短いので精神的負担が少
なく帰ってから時間の余裕がある．
・7～8時間睡眠を確保している．

☆仕事で疲れてすぐ寝てしまう．
・途中で起きることなく足りている．
・眠れる．

満足していない
55.6%

☆通勤に1時間かかり夕食後2時間空けてから寝ると遅くなる．
☆仕事，家事，子育てなどやらなければいけないことが沢山あり
早く寝ることができない．

☆寝る前や早く起きて朝に仕事をすることもあり時間が足りない．
☆持ち帰る仕事が多く，睡眠時間が確保できない．
☆もう少し寝たいが7時半に職場につくように5時には起きない
といけない．

・睡眠が分断される．5時間連続して寝たい．
・もう少し長く寝たい．（2名）
・6～7時間はほしいが足りない．

☆仕事をしながら机で寝てしまい気づくと朝．
☆仕事のことを考えて目が覚める．
☆仕事の夢をみて目が覚める．
・質が良くない．途中で起きる．
・トイレに起きた後うつらうつらしか眠れない．
・変則勤務の子供が夜中も起きており気ぜわしい．
・睡眠時無呼吸でCPAP使用中．
・寝ていても疲れがとれない．
・いびきや無呼吸があるのかぐっすり眠れていない．
・気になることや物事で目が覚める．
・起きた時に疲れており気持ちよく起きられない．
・寝起きが良くなく眠りが浅い．

どちらともいえない
14.8%

・もっと寝たいが生活の準備があるのでその時間に起きざるを得
ない．

・時間がもう少しあればよいが家事をしてから寝る．
☆は仕事に関連する内容
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は59.3%であった．睡眠時間は｢6時間未満｣と答
えた者が48.1%，｢6時間以上7時間未満｣25.9%，
｢7時間以上｣25.9%であった．｢睡眠時間が充分
でない｣と答えた者は66.7%であった（図3）．睡
眠時間が不充分である原因について，「仕事で帰
るのが遅くなる」，「7時半に職場に着くために5
時には起きなければならない」，「4時に起きて仕
事をしてから出勤することもある」などと回答が
あった（表2）．｢中途覚醒1回以上｣と答えた者が
51.9%であった．｢入眠時間31分以上｣と答えた
者が3.7%であった（図3）．なお，睡眠関連の疾
患がある3名全員が睡眠の満足について「満足し
ていない」，2名が｢中途覚醒あり｣であったが，理
由は「持ち帰りの仕事が多く睡眠時間が確保でき
ない」，「鼻がつまっていてCPAPをつけていても
3時間くらいではずしてしまう」，「仕事が終わる

のが遅く通勤に1時間かかる」，「帰宅後仕事や子
供の勉強の世話で寝るのが遅くなる」などの回答
があり，疾患との明らかな関連はみられなかった．
帰宅時間は対象者27名全員が18時以降と回答

し，21時以降は14.8%であった（図4）．帰宅して
から就寝するまでの行動について，96.3%の者が
家事（炊事や洗濯など）を行い，平均時間は84分
であった．51.9%の者が持ち帰りの仕事で平均時
間38分，55.6%の者が娯楽（テレビやパソコンや
趣味など）で平均時間49分であった．それ以外の
行動では，子供の送迎や親の世話などが18.5%
で平均時間53分，うたた寝するが11.1%で平均
時間70分であった（表3）．
「睡眠の確保の工夫をしない」と答えた者が10
名（37.0%）おり，工夫しない理由については，「や
ることが多い」，「夕食後寝てしまい睡眠が分断さ

表2　睡眠時間が充分でない理由
時間 質

☆帰宅時間が遅い．通勤１時間かかるので家に着くのが遅くなる．　
（20時）（3名 )
☆仕事でうまく線引きができない．帰るのが遅くなる．22時に終わる．
☆仕事があるときは帰ってからもやる．（2名）
☆持ち帰りの仕事や家事などやることがある．
☆朝７時半に職場に着くためには5時に起きなければならない．
☆仕事があれば朝4時に起きてする．
☆もう30分寝たいが７時に出勤して仕事をしている．
・寝る時間がもう少し早ければいい．
・短いと感じる．自分の時間で趣味につかっているので夜更しする．
・時間は確保できているが年齢とともに1～2回トイレに起きる．
・睡眠が足りていない．
・中学生の子供の受験勉強に付き合うようになってから（ここ3～4か
月）遅くなった．
・インターネットで毎日ではないがやり始めるとずっとやってしまう．

☆仕事のことを考えると眠れなくなる．
☆仕事後帰宅が21時で夕食後眠くて仮眠してしまう．家と義母の家
の往復．仕事など気になることがあれば考えてしまうので眠れな
くなる．
☆残業や休日出勤，仕事の負担が大きい．家のことなど多忙．まとまっ
た休みもなかなかとれない．体調を優先できる現状にない．

・寝ても寝ても眠い．
・5時間では疲れがとれていないと感じる．
・眠りの質がよくない．（寝返りをする）
・鼻がつまっている．CPAPをつけても途中ではずしてしまう．最大
でも3時間，3時間つけていれば寝た感じがある．
・夫が起きると目が覚める．冬は除雪が気になり目覚める

☆は仕事に関連する内容

図4　帰宅時間

表3　帰宅してから就寝するまでの行動の時間
割合 平均時間

家事 96.3% 84分

仕事 51.9% 38分

娯楽 55.6% 49分

子供や親の世話 18.5% 53分

うたた寝 11.1% 70分
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れる」，「習慣になっている」，「睡眠を重要視して
いない」などの回答があった（表4）．

考　察
今回の研究では対象者が27名と少なく，職種

にも偏りがあったが，睡眠の満足度で，｢満足し
ていない｣が55.6%であったことから，半数以上
が睡眠に満足していないということが明らかに
なった．その理由としては，「時間が足りない」，
「もっと寝たい」などの時間が短いことによること
と，「途中で起きる」，「早く目が覚める」，「目覚
めが悪い」，「眠りが浅い」，「夢見が悪い」，「日
中も眠い」などの質が良くないことが挙げられる．
平均睡眠時間は6時間15分で全国平均が6時間
55分（2011年）と比較しても短く，6時間未満が
48.1%いた．睡眠時間が充分であるかの項目にお
いて，｢いいえ｣の割合は全体の66.7%を占めてお
り，また51.9%の受診者に中途覚醒がみられ，睡
眠の量と質ともに満足していない原因があること
がわかった．
労働時間が11時間以上と長く，また，帰宅後

も51.9%の受診者が平均38分仕事をしており，
仕事に関わる時間が長いことが挙げられる．仕事
量が多く残業せざるを得ない状態であり，「仕事
が終わらず帰るのが遅くなる」との声が多く聞か
れるように，帰宅時間が19時以降になる受診者
が77.7%おり，そのうち21時以降になる受診者
は14.8%いた．このことは，女性の社会進出に伴
い地位も向上し社会的責任も重くなり，仕事量が
多くなっているためと考える．また，「7時半に職
場に着くために5時には起きなくてはならない」，
「4時に起きて仕事をしてから出勤することもあ

る」との声から，就業時間が早いことに伴って起
床時間も早い．また，他の要因として，帰宅後も
家事が平均84分，その他子供や家族の世話など
に要する時間が60分までであり，総務省統計局
の平成23年社会生活基本調査の家事の平均時間
でも40～50歳代女性204.75分，40～50歳代男
性13.75分とあり 3），依然として家事や子育てな
どは女性が担っており，生活においてやらなけれ
ばならないことが多くあるため，就寝時間や起床
時間に影響して必然的に睡眠時間が短くなる状況
になっている可能性がある．
睡眠満足度の理由のなかで，「仕事のことを考

えて目が覚める」，「仕事の夢をみて目が覚める」
などの中途覚醒があることや，睡眠時間が充分で
ない理由のなかで，「仕事のことを考えると眠れ
なくなる」，「仕事後帰宅が21時で夕食後眠くて
仮眠してしまう」など，仕事が睡眠に影響したと
回答した受診者が13名で48.1%おり，睡眠の質
においても仕事の影響が大きく関わっていること
が窺える．また，寝つくまでの時間は96.3%の受
診者が｢30分以内｣と答えており，疲れてすぐ眠っ
てしまうという声が多く聞かれた．このことから，
寝つきがよいというよりは，帰宅後から寝るまで
の短い時間を家事や仕事などぎりぎりまでやりく
りしており，40～50歳代という体力的な面もあ
り，疲労感からすぐ寝てしまうのではないかと推
察される．また，帰宅してから就寝するまでの行
動の時間においても，｢うたた寝する｣と答えた受
診者が11.1%おり，そのすべてが睡眠に満足して
いない受診者であった．「疲れて一旦横になった
ら寝てしまう」，「風呂で寝てしまう」などの言動
が聞かれることから，慢性的な睡眠不足で体力が

表4　睡眠の確保の工夫をしない理由
・趣味でいろいろ時間を使いたい．
・今は仕方がない．いずれ落ち着くかと思っている．
・やることが多い．仕事のしめきりがある．時間の使い方がへたなのかも．
・夕食後寝てしまい，睡眠が分断される．
・習慣になっている．（たまに早く帰ってもいつも通りの時間になる．）
・仕事が多いので対策できない．
・時間は７時間確保できている．
・睡眠を重要視していない．
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持たなくなりうたた寝してしまうという状況に陥
り，睡眠が分断され悪循環になっている．これら
から，労働時間が長く，帰宅後も持ち帰った仕事
をするなど，生活の仕事の占める割合が多いこと
で負担になり，そのストレスが睡眠の質に影響し
ているのではないかと考える．
睡眠で休養が十分とれているかの項目で｢いい

え｣の割合は全体で59.3%，睡眠時間は充分であ
るかの項目で｢いいえ｣の割合は全体で66.7%と
あるように，睡眠の量と質が十分でないと受診者
自身も自覚しているにも関わらず，睡眠が確保で
きない現状となっている．通勤や入浴，食事など，
最低限必要な生活時間は固定されているため，労
働時間が長いと必然的に睡眠時間が十分確保でき
なくなる．それに加え女性は家事や子育てなども
あり，さらに睡眠時間が短くなっていることが明
らかになった．
当センター二日ドックを受診する40～50歳代

の女性は仕事を持ち，社会面・家庭面でも様々な
役割を担っている受診者が多い傾向がある．健康
づくりのための睡眠指針2014 5）では，「睡眠不足
は，疲労や心身の健康リスクを上げるだけでなく，
作業能率を低下させ，生産性の低下，事故やヒュー
マンエラーの危険性を高める可能性がある」，「個
人レベルでの工夫だけでなく，職場の特性や様態
に合わせた勤務スケジュールの設計など，労働者
の適切な睡眠時間確保のための，職場ぐるみの取
組も大切である」と述べているように，睡眠不足
の要因は，個々の問題だけでなく仕事環境を大き
く含む社会問題でもあると思われる．個々の問題
としては，睡眠の確保のために工夫しない理由と
して，「早く寝られる日があっても遅く寝るのが
習慣になっている」，「寝る時間が遅くなっても趣
味に時間を使いたい」，「睡眠は重要視していない」
など睡眠を優先していない受診者が11.1%おり，
睡眠を重要視していないことも睡眠の確保への行
動につながらない一つと考えられる．睡眠不足な
ど睡眠の問題は，肥満などの生活習慣病やうつな
どの心の健康問題，事故にもつながることが明ら
かになってきている．国民の健康増進を目的とし
た国の取り組みでは，「21世紀における国民健康

づくり運動（健康日本21）」として栄養・運動・禁
煙・節酒と並び，睡眠も生活習慣病やがんを予防
するための重要な生活習慣の一つとして取り上げ
ている．限られた生活時間のなかで充分な睡眠を
得るためには，受診者自身が自身の健康問題とし
て睡眠が大きく関わっていることを理解し，生活
の大半を占める仕事の調整を図りながら意識的に
睡眠の確保への行動につなげていくことが大事で
ある．保健指導において，食事指導や運動指導と
同じように，睡眠に関しても個別的また具体的な
指導を行っていくためには，睡眠の背景として生
活背景全体をアセスメントしていく必要がある．
そして，睡眠不足がもたらす心身への影響を知識
として理解してもらい，睡眠の重要性を伝えてい
く必要があると考える．今後，リーフレットなど
を作成して具体的な睡眠の保健指導を行うことが
できるよう取り組んでいきたい．
今後，さらに調査対象を広げて検討する必要が

あり，これからの課題としたい．

結　論
本研究においては，40～50歳代女性受診者に

おける睡眠の確保に影響を及ぼす要因として，労
働時間の長さが大きく関係していることがわかっ
た．40～50歳代女性受診者は，就労後家庭にお
いても，持ち帰った仕事や，家事，子育てなど担っ
ていることが多く， 睡眠時間に影響を及ぼしてい
る可能性がある．睡眠の確保の工夫をしていない
理由として，睡眠を重要視していないこともある
と示唆された．睡眠の問題が心身にもたらす影響
を受診者に知識として伝えることで，睡眠の重要
性を理解してもらい，睡眠の確保につながるよう
睡眠指導を行っていく必要がある．

利益相反
本論文に関して申告すべき利益相反はない．
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Factors A�ecting Sleep Time in Female Examinees in Their 40s and 50s and Issues to Address
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Abstract
Objective: Japanese have the 2nd shortest sleep time in the world, around 30% sleep for less 
than 6 hours and sleep time is particularly short for women. Female health check-up exam-
inees in their 40s and 50s have been found to sleep for the shortest time. In this group, we 
identi�ed factors a�ecting sleep time for use in health guidance. 
Methods: During medical interviews, we asked examinees questions using a questionnaire 
sheet we created ourselves. We also collected information from medical interview forms.
Results: All of the 27 subjects were in employment; consisting of 20 teaching sta�, 5 people 
working for local governments, 1 telephone company employee, and 1 illustrator. �e mean 
working time was 11 hours 7 minutes and the mean sleep time 6 hours 15 minutes. Regard-
ing sleep satisfaction, 55.6% were not satis�ed, 14.8% couldn’t say and 29.6% were satis�ed. 
Subjects waking up during the night accounted for 51.9%, those feeling insu�ciently rested 
by sleep 59.3% and those feeling their sleep was insu�cient for 66.7%. �e time for going 
home from work was 6 pm or later for all subjects. Regarding activities from the time of 
arriving home to going to bed, 96.3% spent 84 minutes on housework, 51.9% spent 38 min-
utes on work and 55.6% spent 49 minutes on leisure activities. Among reasons for not mak-
ing e�orts to get enough sleep were “I’m used to sleeping not very much” and “I don’t place 
importance on sleep”. 
Conclusion: In order to provide speci�c, individual guidance on sleep in the same was as 
for diet and exercise, an overall assessment of lifestyles is required. Also, we should inform 
people about the importance of sleep and have them understand the mental and physical 
e�ects of lack of sleep. In the future, we will make lea�ets and other materials that enable us 
to provide speci�c health guidance on sleep. 

Keywords: sleep, women in their 40s and 50s, health guidance
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壮・中年者勤労者におけるロコモティブシンドロームの実態
－精神的健康度も含めた検討－

脇本敏裕 1,2）　斎藤辰哉 1,2）　門利知美 1,2）　井上雅子 1）　松村友里 1） 
山中義之 1,3）　藤本壮八 1,3）　高尾俊弘 1-3）

要　約
目的：壮・中年者におけるロコモティブシンドローム（ロコモ）の実態を明らかにし，その予防のた
めの要因を明らかにすることを目的とした．
方法：壮・中年の勤労者のうち，当センターで健康診断を受診した93名（平均年齢50 ± 9歳，男性
31名，女性62名）を対象とした．健康診断受診時にロコモ度テストおよび握力測定を実施した．健
康診断・問診結果，ロコモ度テスト結果について多変量解析を行い，壮・中年者においてロコモに
影響を与える要因を検討した．
結果：ロコモ度テストの結果，27名がロコモと判定され，ロコモへの該当率は29.0%であった．
ロコモ度1への該当者は19名（男性4名，女性15名）であり，ロコモ度2への該当者は8名（男性3
名，女性5名）であった．ロコモ該当者27名のうち20名がロコモ25により判定された．ロコモ該
当の有無を目的変数としたロジスティック回帰分析の結果，精神的健康度の指標であるWHO-5
得点が独立した要因として採択された（オッズ比：0.866，オッズ比95%信頼区間 : 0 .767-0.979，
p<0.05）．またWHO-5を目的変数とした重回帰分析の結果，「睡眠で十分休養がとれているか」（偏
回帰係数：0.504，t値：5.009，p<0.001），と「運動習慣があるか」（偏回帰係数：0.294，T値：2.985，
p=0.004）がそれぞれWHO-5得点と関連していた（調整済みR2＝0.313，p<0.001）．
結論：本研究では壮・中年の勤労者においてロコモ該当者が約27.6%存在し，ロコモへの該当と精
神的健康状態が関連することが明らかとなった．

キーワード 壮・中年勤労者，ロコモティブシンドローム，精神的健康度

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

連絡先：〒 701-0192岡山県倉敷市松島 577
Tel：086-462-1111　E-mail：wakimoto@med.kawasaki-m.ac.jp

はじめに
ロコモティブシンドローム（以下，ロコモ）とは，

2007年に日本整形外科学会が提唱した概念で，
運動器の障害により移動機能の低下した状態を表
し，症状が進行すると要介護のリスクが高い状態
である 1）．下肢筋力や平衡性の低下はロコモのリ
スクファクターであるが，下肢筋力および平衡性
は加齢に伴う低下が顕著な体力要素である 2,3）．機
能低下を早期に把握し，予防措置を講じることが
求められるが，ロコモに関する調査・研究では高
齢者を対象とする場合が多い 4,5）．一方で本田ら
は20～64歳の地域住民を対象としてロコモ度テ
ストをし，44%の対象者がロコモと判定された
ことを報告している 6）．また，Seichiらはロコモ
のスクリーニングを全国規模で行い，40歳代で

4.6%，50歳代で7.8%，60歳代で12.0%がそれ
ぞれロコモに罹患している可能性があることを報
告している 7）．このように，壮年者，中年者を対
象にロコモについて調査した研究が散見され，壮・
中年者においてもロコモに該当する者が一定割合
存在すると考えられるが，その詳細は明らかとさ
れていない．
本研究では，健康診断を受診した勤労者である
壮年者（25～44歳），中年者（45～65歳）を対象と
してロコモ度テスト，握力測定を実施し，健康診
断結果，問診結果を分析した．また，当センター
では心拍変動測定，血清コルチゾール測定などを
組み合わせたストレスチェックに注力している．
本研究においてもロコモへの精神健康度の影響を
検討するため，日本語版WHO-5質問紙を用いて
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測定し，中・壮年者におけるロコモの実態および
ロコモと健康診断結果および精神健康度との関連
を検討することを目的とした．

対　象
当センターで健康診断を受診し，ロコモ度テス

ト，握力測定の実施，および健康診断結果，問診
情報の提供に同意した93名を対象とした．対象
者は学校法人に勤務する，壮年および中年の勤労
者とし，平均年齢50±9歳，男性31名，女性62
名であった．研究は2016年11月から2017年3月
の間に実施した．すべての対象者に対し書面およ
び口頭で研究内容を説明し，同意書により同意が
得られた者を研究の対象とした．対象者の概要を
表1に示した．

方　法
問診情報，体重，BMI，体脂肪率（BF-220：タニタ，
東京），腹囲，血圧，血液データを評価項目とし，
ロコモ度テスト，握力測定結果との関連性を検討
した．ロコモ度テストおよび握力測定は健康診断
当日に実施した．ロコモ度テストは日本整形外科
学会が提唱する方法を用いて実施した 1）．ロコモ
度テストの内容は，立ち上がりテスト，2ステッ
プテスト，ロコモ25（ロコモに関する問診）とした．
立ち上がりテストは先行文献を参考に順序尺度化
のうえで分析した（0：両脚40cmができない，1：
両脚40cm，2：両脚30cm，3：両脚20cm，4：
両脚10cm，5：片脚40cm，6：片脚30cm，7：
片脚20cm，8：片脚10cm）8）．以下のいずれかの
基準を満たした場合「ロコモ度1」と判定した：立

ち上がりテストで40cmの高さから片足で立ち上
がることができない，2ステップテストの値が1.3
未満，ロコモ25の得点が7点以上．以下のいずれ
かの基準を満たした場合「ロコモ度2」と判定した：
立ち上がりテストで20cmの高さから両足で立ち
上がることができない，2ステップテストの値が
1.1未満，ロコモ25の得点が16点以上．握力測
定は文部科学省新体力テスト実施マニュアル 9）に
記載の測定方法に則り測定を実施した．握力の測
定にはデジタル握力計（T.K.K.5401：竹井機器工
業，新潟）を使用した．ロコモへの精神健康度の
影響を検討するため，日本語版WHO-5質問紙を
用いて測定した．
統計解析には以下の方法を用いた．ロコモ該当

者と非該当者のロコモ度テスト，各検査結果，握
力の比較にはMann-WhitneyのU検定を使用し
た．変数間の相関関係の分析にはスピアマンの順
位相関係数を使用した．ロコモ該当者と非該当者
の問診結果の比較にはχ 2検定を使用した．ロコモ
該当の有無に影響を与える要因の分析には年齢，
性別，BMI，特定健康診査問診項目，WHO-5得
点を説明変数，ロコモへの該当の有無を目的変数
とした，ステップワイズ法によるロジスティック
回帰分析を使用した．ロコモ度テスト，各検査結
果，握力の多重解析にはステップワイズ法による
重回帰分析を使用した．さらに，WHO-5得点を
目的変数として生活習慣との関連を検討した．
統計処理にはSPSS 23.0 for Windows（日本ア

イ・ビー・エム，東京）を使用し，有意水準は危
険率5%とした．
本研究は，川崎医科大学・川崎医科大学附属病

表1　対象者の概要とロコモティブシンドローム該当者・非該当者の内訳

全体 ロコモティブ
シンドローム非該当

ロコモティブシンドローム該当者
ロコモ度1該当 ロコモ度2該当

93名 69名 19名 8名
男性 31名 25名 4名 3名
女性 62名 44名 15名 5名
年齢 50 ± 9歳 49.8 ± 8.6歳 51.5 ± 8.7歳 51.5 ± 9.0歳
身長 161.3 ± 7.8cm 161.1 ± 7.6cm 160.6 ± 8.2cm 160.3 ± 9.3cm
体重 59.5 ± 10.6kg 59.6 ± 10.3kg 60.5 ± 11.3kg 57.0 ± 11.5kg
BMI 22.8 ± 3.0 22.8 ± 2.9 23.4 ± 3.5 22.0 ± 2.8

平均値±標準偏差
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院倫理委員会（承認番：2394），および川崎医療
福祉大学倫理委員会の承認を得て行った（承認番
号：15-090）．

結　果
ロコモ度テストの結果，27名がロコモと判定さ
れ，ロコモへの該当率は29.0%であった．ロコモ
度1への該当者は19名（男性4名，女性15名：52
±9歳）であり，立ち上がりテストによる該当者が
4名，2ステップテストによる該当者が2名，ロコ
モ25による該当者が11名，立ち上がりテストと
2ステップテストの両テストでロコモ度1に該当
した者が1名，2ステップテストとロコモ25の両
テストでロコモ度1に該当した者が1名であった．
ロコモ度2への該当者は8名（男性3名，女性5名：
52±9歳）で，全員がロコモ25によりロコモ度2と
判定され，そのうち立ち上がりテストおよび2ス
テップテストでそれぞれ1名がロコモ度1に該当
した．ロコモ非該当者は69名（50±9歳，男性5名，
女性64名）であった．

ロコモ該当群，非該当群のロコモ度テスト，
各検査結果を表2に示した．数値は平均値±標
準偏差で示した．ロコモ25得点（ロコモ非該当
者 : 2.4±2.0点 vs. ロコモ該当者 : 10.7±7.4点，
p<0.001）および，精神的健康度の指標である
WHO-5得点（ロコモ非該当者14.0±3.6 vs. ロコ
モ該当者：11.5±4.9，p<0.05）においてロコモ
非該当者とロコモ該当者間で有意な差が認めら
れ，ロコモ非該当者において結果が良好であった．
ロコモ該当群，非該当群の問診結果を表3に示

した．「1回30分以上の軽く汗をかく運動を週2
日以上かつ1年以上実施」（ロコモ非該当者：運動
習慣あり15名（23%）・運動習慣なし51名（77%），
ロコモ該当者：運動習慣あり1名（4%）・運動習慣
なし26名（96%），p<0.05）．「睡眠で休養が十分
とれている」（ロコモ非該当者：休養が十分取れて
いる32名（48%）・休養が十分取れていない34名
（52%），ロコモ該当者 : 休養が十分取れている8
名（30%）・休養が十分取れていない19名（70%），
p<0.05）に有意な差が認められた．

表2　健康診断結果2群（ロコモティブシンドローム該当・非該当）の比較

評価項目
ロコモティブシンドローム

p値
非該当者 該当者

立ち上がりテスト 5.8（1.1） 5.2（1.2） 0.510
2ステップ値（cm） 1.52（0.11） 1.46（0.14） 0.066
ロコモ25得点（点） 2.4（2.0） 10.7（7.4） 0.000***
握力（kg） 31.1（8.4） 29.6（7.8） 0.520
受診時年齢（歳） 49.8（8.6） 51.5（8.6） 0.441
身長（cm） 161.2（7.7） 160.5（8.4） 0.767
体重（kg） 59.3（10.3） 59.4（11.3） 0.902
体脂肪率（%） 24.5（6.0） 27.0（7.9） 0.290
BMI 22.8（2.9） 23.0（3.3） 0.922
腹囲（cm） 80.9（8.3） 82.1（89.0） 0.694
収縮期血圧（mmHg） 121.5（14.9） 124.3（20.9） 0.949
拡張期血圧（mmHg） 77.4（11.5） 78.1（15.0） 0.929
AST（mg/dL） 21.3（5.6） 23.3（8.2） 0.220
ALT（mg/dL） 19.0（10.1） 20.5（13.0） 0.336
γ -GTP（mg/dL） 26.0（18.1） 40.4（48.3） 0.806
血糖値（mg/dL） 97.0（17.9） 93.7（9.3） 0.433
HbA1c（%） 5.7（0.5） 5.6（0.3） 0.507
中性脂肪（mg/dL） 81.9（52.6） 84.9（43.2） 0.600
Total-Cho（mg/dL） 199.5（31.0） 202.6（31.9） 0.611
HDL-Cho（mg/dL） 63.2（15.2） 64.3（12.6） 0.770
LDL-Cho（mg/dL） 116.3（26.9） 118.2（25.9） 0.660
WHO-5 14.0（3.6） 11.5（4.9） 0.045*
デスクワーク時間 5.2（3.7） 4.7（4.1） 0.586
立ち仕事時間 3.4（3.0） 3.5（3.4） 0.870
労働時間（時間） 8.4（1.6） 7.8（1.8） 0.183
平均値（標準偏差），*：p<0.05，***：p<0.001
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ロコモへの該当の有無を目的変数としたロジス
ティック回帰分析の結果を表4に示した．その結
果WHO-5得点が年齢等で補正しても有意に関連
していた（オッズ比：0.866，オッズ比95%信頼
区間：0.767–0.979，p<0.05）．
ロコモ25を目的変数としたステップワイズ法に

よる重回帰分析においてもWHO-5得点がロコモ

25に有意に影響を与える要因として抽出された（偏
回帰係数：0.416，t値：-3.826，p<0.001）（表5）．
また，ロコモ25を痛みに関する項目（3問），身
体活動に関する項目（18問），健康感に関する
項目（4問）に分け，それぞれの項目の合計点と
WHO-5の得点の相関関係を分析した結果，健康
感（r=-0.546，p<0.001）とWHO-5との間に有意

表3　問診結果2群（ロコモティブシンドローム該当・非該当）の比較

問診項目 解答内容
ロコモティブシンドローム

p値
（χ 2検定）非該当者 該当者

人数 割合 人数 割合
性別 男性 24 36% 7 26% 0.236

女性 42 64% 20 74%
20歳からの体重変化 あり 18 27% 12 44% 0.117
（10kg以上） なし 48 73% 15 56%
運動習慣の有無 あり 15 23% 1 4% 0.023*
（30分以上、週2回、1年以上継続） なし 51 77% 26 96%

1日1時間以上の身体活動 あり 28 42% 16 59% 0.542
なし 38 58% 11 41%

歩く速度が速い はい 35 53% 9 33% 0.067
いいえ 31 47% 18 67%

1年で体重が± 3kg以上あった はい 14 21% 2 7% 0.236
いいえ 52 79% 25 93%

食べる速さ 速い 28 42% 10 37% 0.730
ふつう 31 47% 15 56%
遅い 7 11% 2 7%

就寝前の2時間以内に夕食をとる はい 18 27% 6 22% 0.467
（週3回以上） いいえ 48 73% 21 78%
夕食後に間食をとる はい 21 32% 5 19% 0.219
（週3回以上） いいえ 45 68% 22 81%
朝食欠食 はい 8 12% 1 4% 0.428
（週3回以上） いいえ 58 88% 26 96%
飲酒頻度 毎日 13 20% 6 22% 0.877

時々 21 32% 9 33%
ほとんど飲まない 32 48% 12 45%

飲酒量 1合未満 53 80% 17 63% 0.297
1～2合未満 9 14% 4 15%
2～3合未満 3 5% 4 15%
3合以上 1 2% 2 7%

喫煙 あり 16 24% 5 19% 0.414
なし 50 76% 22 81%

睡眠で休養が十分である はい 32 48% 8 30% 0.006**
いいえ 34 52% 19 70%

生活習慣の改善 意思なし 8 12% 9 33% 0.016*
意志あり（6ヵ月以内） 28 42% 11 41%
意志あり（近いうち） 12 18% 7 26%
取組済み（6ヵ月未満） 6 9% 0 0%
取組済み 12 18% 0 0%

保健指導の希望 あり 35 53% 15 56% 0.477
なし 31 47% 12 44%

*：p<0.05，**：p<0.01

表4　ロコモティブシンドロームへの該当の有無に影響を与える要因（ロジスティック回帰分析）（n=93）
従属変数 独立変数 オッズ比 95%信頼区間（下限–上限） p値

WHO-5得点 ロコモティブシンドロームへの該当の有無 0.866 0.767–0.979 0.021

ステップワイズ法（変数増加法）により実施．年齢，性別を調整因子とした．
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な相関関係が認められた（表6）．
WHO-5得点を目的変数としたステップワイズ

法による重回帰分析の結果を表5に示した．問
診項目の「1回30分以上の軽く汗をかく運動を週
2日以上かつ1年以上実施」（偏回帰係数：0.294，
t値：2.985，p<0.01）と「睡眠で休養が十分と
れている」（偏回帰係数：0.506，t値：5.119，
p<0.001）がそれぞれWHO-5に有意に影響を与
える項目として抽出された（調整済みR2＝0.313，
p<0.001）（表7）．

考　察
壮・中年の勤労者を対象にロコモ度テストを実

施した結果，ロコモへの該当率は29.0%であっ
た．ロコモ該当者のうち20名がロコモ25でロ
コモに該当した．ロコモ該当者では精神的健康
度の指標であるWHO-5が低値を示した．また，
WHO-5と運動習慣の有無や，睡眠により休養が
十分とれているかどうかが関与していることが示
唆された．
本研究でロコモに該当した対象者27名中20名

はロコモ25によりロコモに該当した．特に，ロ
コモ度2と判定された対象者は全員がロコモ25に

より判定された．大学生を対象とした山本らの研
究では，ロコモ該当率は12.2%で，ロコモ該当
者は全員ロコモ25による該当であったことを報
告している 6）．一方で，森下らの報告では，65歳
以上の高齢者に対してロコモ度テストを実施し，
55.3%がロコモに該当し，立ち上がりテストの該
当率52.8%，2ステップテストの該当率55.9%，
ロコモ25の該当率35.8%であり，ロコモ25によ
る該当が少ない 11）．本研究の対象であった壮・中
年の勤労者では，筋力や平衡性といった身体機能
が低下する以前に，身体の痛みや身体活動の困難
さ，健康感の低下を感じる者が一定数存在すると
いえる．
本研究では，ロコモの関連因子として精神的健
康度の指標であるWHO-5得点が抽出された．ま
た，WHO-5得点はロコモ25に影響を与える要因
としても抽出された．海老原らは，中高齢者のロ
コモ群では運動器の障害に起因する痛みなどの身
体的要因により，「移動の程度」や「普段の生活」な
どの生活機能に問題があると感じ，このことが主
観的健康感や，健康関連QOLの低下を引き起こ
す可能性を指摘している 12）．一方で，本研究では，
立ち上がりテストや2ステップテスト，握力といっ

表5　ロコモ25得点に影響を与える要因（重回帰分析）（n=93）
従属変数 独立変数 偏回帰係数 p値 決定係数（R2）

WHO-5得点 ロコモ25得点 0.416 <0.001 0.161

ステップワイズ法（変数増加法）により実施．年齢，性別を調整因子とした．

表6 WHO-5得点に影響を与える要因（スピアマンの順位相関係数）（n=93）
ロコモ25下位尺度 相関係数 p値

痛み -0.110 0.295

身体活動 -0.194 0.062

健康感 -0.546 <0.001

表7　WHO-5得点に影響を与える要因（重回帰分析）（n=93）
従属変数 独立変数 偏回帰係数 p値 決定係数（R2）

1回30分以上の軽く汗をかく運動を週2日以上かつ1年以上実施 WHO-5得点 0.294 <0.001
0.313

睡眠で休養が十分とれている WHO-5得点 0.506 0.004

ステップワイズ法により実施．年齢，性別を調整因子とした．
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た身体機能面の指標にロコモ該当者と非該当者で
差はみられていない．また，WHO-5得点はロコ
モ25の下位尺度のうち，痛みや身体活動の困難
さに関する項目とは相関関係が認められず，健康
感のみと有意な相関関係が認められた．本研究の
データから，精神的健康状態とロコモの関係を詳
細に検討することは難しいが，本研究の対象者で
は，ロコモと精神的健康状態が，身体機能面の低
下と独立して関連している可能性が示唆される．

WHO-5得点に有意に影響を与える要因とし
て，問診項目のなかから「1回30分以上の軽く汗
をかく運動を週2日以上かつ1年以上実施」と「睡
眠で休養が十分とれている」が抽出された．精神
的健康状態と睡眠や運動習慣が関連することは先
行研究においても報告されており 13,14），本研究に
おいても同様の傾向であると考えられる．
通常，ロコモの予防・改善のための介入は筋力

トレーニングやバランスエクササイズ，ストレッ
チングといった運動器の機能面に対するアプロー
チが推奨される 15）．一方で，近年では，運動器の
慢性疼痛に心理社会的な要因が関連していること
や 16），心理行動学的アプローチが亜急性または慢
性腰痛の患者に対し効果がある治療法として腰痛
診療ガイドラインに記載されている 17）．これらの
知見や，本研究の結果から，中・壮年の勤労者で
はロコモ予防・改善の手段として，休養指導や運
動療法を中心として，心理社会的なアプローチを
選択肢に加える必要性が示唆された．
本研究の限界と今後の展望
本研究の対象者は93名と少なく，医療従事者

を含む学校法人に勤務する勤労者であり，対象者
の選択時にバイアスが生じている可能性が否定で
きない．今後，対象者数を増やし，偏りの少ない
集団から対象者を選択することが必要であろう．
また本研究で使用した精神的健康度の指標である
WHO-5は感度・特異度の高い精神的健康度の簡
易的な指標であるが，さらに，多角的にメンタル
ヘルスを検討するために他の指標を用いた検討が
今後必要と思われる．
本研究は，壮・中年者におけるロコモの実態を
横断的に検討し，精神的健康状態とロコモ該当の

有無が関連することが明らかとなった．今後，壮・
中年者を対象とし，縦断的な観察や介入を行うこ
とで，精神的健康状態がロコモに及ぼす影響や，
精神的健康状態の改善がロコモを改善しうるか否
かについて詳細に検討を行う必要がある．

結　語
壮・中年の勤労者においてロコモ該当者が一定

数存在し，ロコモ該当の有無と精神的健康状態が
関連することが明らかとなった．

利益相反
開示すべき利益相反関係にある企業・団体はない．
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Situation of Locomotive Syndrome in Japanese Young and Middle-aged Workers: 
Analysis Including Mental Health Status

Toshihiro Wakimoto1,2), Tatsuya Saito1,2), Tomomi Monri1,2), Masako Inoue1), Yuri Matsumura1), 
Yoshiyuki Yamanaka1,3), Souhati Fujimoto1,3), Toshihiro Takao1-3)

1) Health Check-up Center, Kawasaki Medical School Hospital
2) Department of Health and Sports Science, University of Kawasaki Medical Welfare 
3) Department of Health Care Medicine, Kawasaki Medical School

Abstract
Objective: �e aim of this study was to analyze locomotive syndrome and health check-up 
data including that on emotional well-being in young and middle-aged workers and deter-
mine factors for preventing locomotive syndrome. 
Methods: Ninety-three young and middle-aged workers who underwent a health check-
up participated in this study. �e subjects performed locomotive syndrome assessment and 
grip strength tests. We conducted multivariate analysis on medical interview, anthropomet-
ric, blood test and locomotive syndrome assessment results. 
Results: Twenty-seven subjects (27.6%) were diagnosed as locomotive syndrome. Nineteen 
subjects (4 men and 15 women) had mild locomotive syndrome and 8 subjects (3 men and 
5 women) had severe locomotive syndrome. Twenty of the 27 subjects were diagnosed as 
locomotive syndrome on the basis of the Locomo 25 questionnaire. A WHO-5 score was 
significantly associated with locomotive syndrome. In addition, “sleeping enough” and 
“habitual physical exercise” were signi�cantly associated with a WHO-5 score (R2=0.313, 
p<0.001). 
Conclusions: In the present study on young and middle-aged workers, 27.6% of the sub-
jects were diagnosed as locomotive syndrome, and mental health status was signi�cantly 
associated with locomotive syndrome.

Keywords: young and middle-aged workers, locomotive syndrome, mental health status
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症例報告 人間ドック 33：609-613，2018

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　小山美緒　髙田優子　津戸直樹　藤沼澄夫

要　約
今回，我々は，便潜血検査陽性で発見された腸管嚢胞状気腫症の1症例を経験した．
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．糖尿病に対してア

カルボースが処方されていた．軟便が続くため，便潜血検査を施行したところ陽性であった．全大
腸内視鏡検査が施行され，S状結腸に平滑な粘膜下腫瘍が多発し，表面は一部発赤し薄い血餅が付
着する部分も認められた．同病変は，CT colonographyで腸管壁に沿った気腫として描出され，腸
管嚢胞状気腫症と診断された．症状が軽微で血糖コントロールも良好なため，アカルボースは継続
し，慎重に経過観察された．しかし，軟便が続いたためアカルボースを中止し，1ヵ月後に大腸内
視鏡検査を再検したところ同病変は著明に改善しており，本症例は，アカルボースを主因とする続
発性と考えられた．
腸管嚢胞状気腫症は，粘膜下もしくは漿膜下のガス貯留を主体とする疾患で，便潜血陽性の原因
になりうるが大腸がん合併例の報告もあり，注意が必要である．また，漿膜下嚢胞の破綻により腹
腔内遊離ガス像を呈すことがあるが，慢性型では手術を要する頻度は低い．画像検査で腹腔内遊離
ガス像を認めた場合，有機溶剤使用歴，治療中の疾患，内服薬に関する問診，症状や腹部所見を参
考に冷静な対応が必要である．腸管嚢胞状気腫症は，健診医療従事者が是非知っておくべき疾患と
考え報告する．

キーワード 腸管嚢胞状気腫症，便潜血検査陽性，腹腔内遊離ガス，問診

医療法人北斗会  宇都宮東病院健診センター 連絡先：〒 321-0901栃木県宇都宮市平出町 368-8
Tel：028-683-5771　E-mail：ugajin@hokutokai.or.jp

はじめに
腸管嚢胞状気腫症（pneumatosis cystoides intestinalis：

以下，PCI）は，粘膜下もしくは漿膜下のガス貯留
を主体とする比較的稀な疾患である．漿膜下の嚢
胞が破綻すると腹腔内遊離ガス像を呈するが，大
部分の症例は保存的対応が可能である．今回，我々
は，便潜血検査陽性で発見されたPCIの1例を経
験した．大腸がん検診に携わる医療従事者も，是
非心得ておくべき疾患と考え，考察を加えて報告
する．なお，対象者のインフォームド・コンセン
トは得られている．

症　例
82歳，女性
主訴：軟便
既往歴：なし
家族歴：特記すべきことなし
生活歴：喫煙歴・飲酒歴なし

職業歴：有機溶剤の使用歴なし
現病歴：1990年から高血圧で，1993年から2型
糖尿病，狭心症で，1994年から気管支喘息で外
来通院中であった．2006年からアカルボース100 
mgが処方され，2009年からは300 mgへ増量さ
れた．気管支喘息は内服（ステロイド剤は処方さ
れていない），吸入治療を受けていたが，時々，
軽度の発作を起こしていた．2016年11月，軟便
が出現．乳酸菌製剤の内服治療を行うも軟便が続
くため，便潜血検査が施行され陽性であった．身
体所見に異常を認めず．血液，尿検査では，空腹
時血糖145 mg/dL，HgA1c 6.9%以外は異常なし．
経過：2017年5月に大腸内視鏡検査が施行され，
S状結腸にブドウの房状の平滑でやや透明感のあ
る粘膜下腫瘍を多数認めた．表面は一部発赤し，
薄い血餅が付着する部分もみられた（図1）．CT 
colonography（CTC）の肺野条件表示では，同病変
は腸管壁に沿った多発性の嚢胞として描出され，
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内部の吸収値は空気と同様でありPCIと診断され
た（図2a）．また，CTC仮想注腸画像で，病変は
S状結腸に存在することが確認された（図2b）．症

状が軽度で血糖コントロールも良好なため，アカ
ルボースは300 mgで継続しながら慎重に経過観
察されていた．しかし，軟便が続くため，2018

図1　大腸内視鏡像（2017年5月）
S状結腸にブドウの房状のやや透明感のある平滑な粘膜下腫瘍が多発し，一部発赤を認め，薄い血餅が付着する部分もみられる．

図2　CT colonography（2017年5月）
a．肺野条件表示：腸管壁に沿って多発する嚢胞を認め，内部の吸収値は空気と同様であり，PCIと診断できる．
b．仮想注腸画像：嚢胞性病変はS状結腸に分布している．
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年4月にアカルボースは中止され，同年5月に大
腸内視鏡検査が施行され，PCI病変は著明に改善
していることが確認された（図3）．軟便も改善し，
現在も外来通院中である．

考　察
PCIは腸管の粘膜下や漿膜下に気腫を生じる比
較的まれな疾患であり，特発性と続発性とに分け
られる．後者には，腸閉塞，炎症性腸疾患などの

図3　大腸内視鏡像（2018年5月）
気腫性病変は著明に改善し，病変が消褪した部分は白色瘢痕様粘膜に変化している．

表1　検診の便潜血検査陽性で発見された腸管嚢胞状気腫症の本邦報告10症例

No. 年齢
性別 症状 部位 併存疾患 α-GI内服 有機溶剤

曝露 治療法 報告者 文献 備考

1 56歳
男性 無 S 無 無 トリクロロ

エチレン 高圧酸素療法 吉村直樹 千葉医学
1994;70:257-260

治療で
改善傾向

2 48歳
女性 無 C, A, T 気管支拡張症 無 無 経過観察 古川浩一 日消がん検診誌

2000;38:700-703

3 73歳
男性 無 A, T 糖尿病，高血圧，

狭心症 無 無 大腸がんに対する
右半結腸切除術 猪熊哲朗 日消誌

2000;99:956-961
胃・大腸がん
合併

4 63歳
女性 無 A びまん性

汎細気管支炎 無 無 経過観察 片山利生 Prog Dig Endosc
2006;68:152-153

5 72歳
男性 無 C, A, T 潜在的拘束性

換気障害 無 無 経過観察 村嶋英学 日大腸検会誌
2007;24:113-117 未再検無症状

6 44歳
男性 無 A 無 無 無 経過観察 松本貴弘 日消がん検診誌

2008;46:754-758
4年後再検
ほぼ消失

7 57歳
女性 無 C, A, T 無 無 無 経過観察 大上慧子 川崎病医ジャーナル

2009;4:58-62
1年後再検
改善傾向

8 41歳
男性 無 C, A 脂質異常症

脂肪肝 無 無 経鼻酸素吸入 新津宏明 臨外
2013;68:997-1002 治療で消失

9 53歳
女性 無 A 無 無 無 経過観察 山口俊介 日大腸検会誌

2015;32:42-46

10 40歳代
女性 便秘 S S状結腸過長症，

盲腸がん 無 無 腹腔鏡補助下
腸切除術 小川聡一朗 京都第二赤十字病医誌

2016;37:44-49
PCI再発なく
便秘も改善

C：盲腸，A：上行結腸，T：横行結腸，D：下行結腸，S：S状結腸
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腸疾患によるもの，α-GI，ステロイド，有機溶剤
などによる薬剤性，気管支喘息などの閉塞性肺疾
患によるもの，膠原病によるもの，臓器移植による
ものなどがある．今回の症例では，アカルボース
が処方されており，同薬剤中止後に著明に改善し
ていることから，その副作用である可能性が高い．
一方，気管支喘息は，経過中は吸入薬のみでコン
トロールされ，病状の変動も軽度であったことから，
α-GIに比べてPCIとの関連性は低いと考えられる．

α-GIは，腸管で二糖類を分解するα-グルコシ
ダーゼを阻害し，糖質の消化吸収を遅延させる．
α-GIにより吸収されなかった糖質が発酵してガ
スを産生し，腸管内圧が上昇，粘膜が損傷し，ガ
スが腸管壁内に侵入することによりPCIを惹起す
ると考えられている 1）．アカルボースによるPCI
の頻度は0.1%未満とされている 2）．α-GIにより
PCIを来した36報告例の多くは保存的に治療さ
れ，7例では診査手術が施行されたが，全例，腸
切除を行うことなく軽快している 3）．糖尿病患者
の増加に伴い，同薬剤の処方例が増えることが
予想され，副作用にPCIがあることは知っておく          
べきである．

PCIは，臨床像から慢性型と劇症型とに分類さ
れる．前者が大部分を占め，嘔吐，腹部膨満，腹痛，
便秘，下痢など症状も非特異的で，無症状の場合
もある 4）．今回の症例のように，便潜血陽性で大
腸内視鏡検査が施行され，偶然発見された症例も
ある．表1は，検診の便潜血検査陽性で発見され
た本邦からのPCI 10報告例である．そのなかで手
術を要したのは，大腸がんを合併していた症例3
と症例10のみで，残りは酸素療法や経過観察など
の保存的治療が可能であった．慢性型の大部分は
保存的治療で改善するが，漿膜下嚢胞の破綻から
腹腔内遊離ガス像を呈することがあり，消化管穿
孔と誤認されて開腹手術が施行された例もある 5）．
腹腔内遊離ガス像は必ずしも消化管穿孔に特異的
な所見ではなく，鑑別診断としてPCIがある．有
機溶剤の使用歴，治療中の疾患，内服中の薬剤に
関する問診，症状，腹部所見，炎症反応などを参
考に冷静に対応する必要がある．一方，劇症型は
腸管壊死の合併症などでみられ，致命的であるた

め迅速な処置が必要である 6）． 
古川らは，PCI病変の発赤部分からの生検で病

理組織学的に高度の鬱血所見を認め，便潜血陽性
の原因と判断している 7）．今回の症例でも病変の
一部に発赤を認め，さらに，薄い血餅が付着して
いる箇所がみられ，他に出血源がみられなかった
ことからPCIが便潜血陽性の原因と考えられる．
しかし，大腸がん合併例の報告もあり，便潜血検
査陽性で大腸内視鏡検査を施行し，出血源になり
そうなPCI病変を発見しても，全大腸検査を施行
してがんの有無を確認することが重要である．

PCIは，CTCの肺野条件表示で腸管壁に多発す
る気腫性嚢胞として鮮明に描出され，CTCはPCI
の診断に必須ではないが，きわめて有益な検査で
ある．さらに，大腸の三次元的診断であるCTC
の仮想注腸画像は，大腸の全体像を立体的に認識
しやすいため，病変の位置情報の把握に優れる 8）．
大腸内視鏡検査時に病変を生検して，嚢胞内部の
気体が放出され，虚脱するとPCIの診断が確定す
るが，すべての症例で観察されるとは限らない．
今回の症例も，大腸内視鏡検査で病変は軟らかい
粘膜下腫瘍として描出されたが，生検しても病変
は破綻せず，CTCの肺野条件で気腫性嚢胞とし
て描出され，診断確定につながった．

結　語
今回，我々は，便潜血検査陽性を契機に発見さ

れた腸管嚢胞状気腫症の1例を経験した．便潜血
陽性の一因になるが大腸がん合併例の報告もあり
注意が必要であること，腹腔内遊離ガス像を呈す
る場合があるが大部分の症例は保存的治療が可能
であることなど，健診医療従事者も知っておくべ
き疾患であると考える． 

本論文の要旨は，第59回日本人間ドック学会
学術大会（2018年，新潟）にて報告した．

利益相反
本論文の利益相反はない．
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Pneumatosis Cystoides Intestinalis Identi�ed as a Result of Positive Fecal Occult Blood Test

Takuhiro Ugajin, Mio Koyama, Yuko Takada, Naoki Tsudo, Sumio Fujinuma

Medical Check-up Center, Utsunomiya Higashi Hospital

Abstract
  An 82-year-old woman had regularly seen a doctor for treatment of diabetes mellitus, 
bronchial asthma, hypertension and angina pectoris. Acarbose had been prescribed for her 
diabetes mellitus. Since February 2016, loose stools had continued and she underwent a 
fecal occult blood test, which was positive. Total colonoscopy was performed, and multiple 
smooth submucosal tumors were detected in the sigmoid colon, which were partially red-
dish, and had attached clots. �ese lesions appeared as multiple emphysematous cysts along 
the colon wall on CT colonography and pneumatosis cystoides intestinalis was diagnosed. 
As symptoms were mild and blood glucose control was good, administration of acarbose 
was continued carefully. As the loose stools continued, they were probably due to acarbose, 
which was stopped. One month later, colonoscopy revealed improvement in the cystoid le-
sions of the sigmoid colon and therefore the pneumatosis cystoides intestinalis in this case 
was thought to be an adverse e�ect of acarbose. 
  Pneumatosis cystoides intestinalis appears as submucosal or subserosal emphysematous 
cysts, which sometimes result in a positive fecal occult blood test. As cases of pneumatosis 
cystoides intestinalis occurring as a complication of colon cancer have been reported, care 
is needed. Rupture of subserosal cysts results in intraperitoneal free air, but rarely requires 
surgery. When intraperitoneal free air is detected in an imaging study, a calm response in 
view of organic solvent usage history, present illness, medication taken, symptoms and ab-
dominal examination �ndings should be made. Medical sta� engaged in general checkups 
need to keep pneumatosis cystoides intestinalis in mind.

Keywords: pneumatosis cystoides intestinalis, positive fecal occult blood test, intraperito-
neal free air, medical interview
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公益社団法人日本人間ドック学会の 2014年度集積データ解析（その 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

－ 2017年度人間ドック健診の有用性に関する大規模研究委員会分担研究－

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

緒　言
日本人間ドック学会は，2014年度より人間ドッ
ク受診者の実測値を収集する体制を整え，検査項
目毎の男女別・10歳刻みの年齢別のデータ分布を
公表した 1-3）．加えて，人間ドック受診者と特定
健康診査受診者のデータ比較も報告した 1）．
日本人間ドック学会では，検査値別に重症度に
応じてA～D判定区分を設定し，C・D区分が有
所見に該当する．
一方，労働安全衛生法に基づく職域定期健康診

断の結果，具体的には臓器別での受診者数と有所
見者数が，企業毎に労働基準監督署を通して国に
報告されている 4）．しかし，その判定基準は公表
されておらず，報告者側に一任されている．
人間ドック受診者には，就労者が多く含まれる
可能性を考えると，労働基準監督署に収集された
職域定期健康診断の有所見率と比較することは意
義ある調査と考える．

目　的
人間ドックデータから算出した有所見（C・D判
定）率について，職域定期健康診断の有所見率と
比較し，1）日本人間ドック学会の判定区分での有
所見区分すなわちC・D判定の該当率と，職域定
期健康診断での有所見の該当率には差異があるの
か，2）両群の比較により人間ドック受診者の特性
を明らかにすることを目的とした．

方　法
労働安全衛生法では，常時使用する労働者に対

して，1年以内ごとに最低1回，定期的に健康診

断を行うように規定されている．加えて，常時50
人以上労働者を使用する事業場では，「定期健康
診断結果報告書」を所轄労働基準監督署に提出し
なければならない．報告書には，各健康診断項目
別に受診者数と有所見数を記入され，これら情報
から全体および各健康診断項目別の有所見率を算
出している 5）．有所見率は年次ごとに報告される
が，性年齢階級別の値は発表されていない．そこ
で，本研究では，総務省統計局から報告されてい
る2014年度の「年齢階級別就業者数」6）を基準集団
として直接法により性年齢調整有所見率を算出し
て比較するものとした．
全国の人間ドック施設から収集した2014年度

の実測値データについて，既報の手順に基づき
データクリーニング 1）を行ったのち，25～64歳の
者を抽出し，男女別に25～34歳，35～44歳，45
～54歳，55～64歳に分類した．血圧（収縮期血圧，
拡張期血圧），貧血（血色素），肝機能（AST，ALT，
γ-GTP），脂質（HDLコレステロール，LDLコレ
ステロール，中性脂肪），血糖の5項目について，
日本人間ドック学会から発表された2014年度の
判定区分（表1）に基づきC区分（要再検査，要経過
観察）とD区分（要精査，要治療）を“有所見”と定
義して，各項目に属する検査値判定でもっとも悪
いものを採用し，性年齢階級別の有所見率を計算
した．
性年齢調整有所見率の算出方法（表2）は直接法

により，総務省統計局から報告されている2014
年度の「年齢階級別就業者数」に，人間ドックデー
タから計算した性年齢階級別の有所見率を掛けあ
わせ，計算された推定有所見数の合計を全就業者
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数で除した．血圧を例にみると，職域定期健康診
断の有所見率15.1%に対し，人間ドックデータの
性年齢調整有所見率は11.5%と計算された．
本研究の解析はSPSS Statistics ver.24（日本ア

イ・ビー・エム，東京）を用いて行った．本研究は，
東京慈恵会医科大学倫理委員会にて（受付番号27-
302（8187）ならびに日本人間ドック学会倫理委員
会にて（承認番号0006）で承認された．

結　果
血圧，貧血，肝機能，脂質，血糖の5項目につ

いて，人間ドックデータの性年齢調整有所見率と
職域定期健康診断の有所見率を比較した（表3）．
血圧に顕著な差を認め，人間ドックデータの方が
低かった．血糖，脂質は人間ドックデータがやや
低値，肝機能は人間ドックデータがやや高値，貧
血はほぼ同等であった．

考　察
本委員会では，全国の人間ドック施設から

2014年に施行された実測データを収集し解析を
行った．人間ドックで実施される基本検査項目の

表1　2014年度日本人間ドック学会判定区分

項目 検査項目 単位
判定区分

A B C D
異常なし 軽度異常 再検査・生活改善 要精査・要治療

血圧
収縮期血圧 mmHg –129 130–139 140–159 160–
拡張期血圧 mmHg –84 85–89 90–99 100–

脂質
HDLコレステロール mg/dL 40– 30–39 –29，110–
LDLコレステロール mg/dL –119 120–139 140–179 180–
中性脂肪 mg/dL 30–149 150–199 200–399 –29，400–

血糖 空腹時血糖 mg/dL –99 100–109 110–125 126–

貧血
血色素（男性） g/dL 13.1– 12.1–13.0 –12.0
血色素（女性） g/dL 12.1– 11.1–12.0 –11.0

注）複数項目から成り立っている項目は最も悪い判定区分を採用した．

表2　性年齢調整有所見率の算出過程（血圧を例とした場合）
男性 受診人数 有所見率 就業者数 推定有所見者数

25～34歳 36218 6.1% 654万人 40.09万人
35~44歳 215198 11.0% 879万人 96.88万人
45~54歳 265288 19.0% 763万人 145.0万人
55~64歳 215964 23.9% 680万人 162.5万人
計 732668 2976万人 444.5万人
女性 受診人数 有所見率 就業者数 推定有所見者数

25~34歳 25441 1.4% 504万人 6.90万人
35~44歳 134163 3.8% 644万人 24.57万人
45~54歳 142591 9.0% 602万人 54.57万人
55~64歳 94058 14.1% 478万人 67.52万人
計 396253 2228万人 153.3万人

男女計 5204万人 597.8万人
性・年齢調整有所見率　597.8万人 /5204万人=11.5%

表3　人間ドックデータの性年齢調整有所見率と職域定期健康診断の有所見率の比較（2014年度）
血圧 貧血 肝機能 脂質 血糖

人間ドックデータ
性年齢調整有所見率
［95％信頼区間］

11.5%
［11.2–11.8］

7.1%
［6.8–7.4］

15.2%
［14.8–15.6］

32.0%
［31.4–32.6］

9.5%
［9.2–9.8］

職域定期健康診断
有所見率 15.1% 7.4% 14.6% 32.7% 10.4%
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解析と特定健康診査との比較 1,2），特定健康診査
の質問票の分析 3）に引き続き，本研究では，職域
定期健康診断との比較を行った．それぞれの集計
データは，対象者や判定基準などが異なることか
ら（表4），厳密な比較は難しいが，人間ドックデー
タは血圧を除いて公的データと大きな違いを認め
なかった．すなわち日本人間ドック学会の判定区
分での有所見区分すなわちC・D区分の判定基準
と，職域定期健康診断での有所見選定基準に大き
な差異はないと考えられた．
職域定期健康診断の有所見率と比較したとこ

ろ，血圧にのみ顕著な差を認め，他の項目はそれ
ほど変わらない値であった．このことは，国が保
有する特定健康診査とのデータ比較でもみられた
特徴である 1）．この理由として，人間ドックでは，
来院から，着替え，医療面接などの時間的経過を
経て，静かな環境で精神的緊張が緩和された状況
下で血圧の測定を行うため，一般的な健診に比べ
低く，本来の血圧値を得られている可能性が大き
いと考えられた．なお，脂質，血糖が定期健康診
断で高値であったのは，食後採血の症例が含まれ
ている影響がありうる．

結　語
全国の人間ドック施設から収集された2014年

度のデータを用いて，職域の健康診断の有所見率
と比較した．その結果，日本人間ドック学会の判
定区分での有所見区分すなわちC・D区分の判定
基準と，職域定期健康診断での有所見選定基準に
大きな差異はないと推測された．また，人間ドッ
クデータは血圧を除いて公的データと大きな違い
を認めなかった．

利益相反
本報告において，日本人間ドック学会の開示基
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埼玉県 医療法人財団健隆会 戸田中央 総合健康管理センター，社会福祉法人恩賜財団済生会支部埼玉県済生会川口健診センター，埼玉
メディカルセンター，秩父病院 健診センター，医療法人 大宮シティクリニック，医療法人社団 紘智会 籠原病院 

千葉県 亀田総合病院附属幕張クリニック，医療法人社団普照会 井上記念病院，医療法人社団 協友会 人間ドッククリニック柏（現：柏
厚生総合病院），成田赤十字病院，千葉ロイヤルクリニック，医療法人 成春会 花輪クリニック

東京都

医療法人社団 同友会 品川クリニック，医療法人社団 潤康会 芝パーククリニック，公立昭和病院 予防健診センター，武蔵野赤
十字病院 健診センター，医療法人財団 立川中央病院 附属健康クリニック，新宿健診プラザ，公益財団法人三越厚生事業団 三越
総合健診センター，社会医療法人財団仁医会 牧田総合病院 健診センター，社会福祉法人 三井記念病院総合健診センター，日本
赤十字社医療センター，株式会社東芝 東芝病院総合健診センター，進興クリニック，国家公務員共済組合連合会 虎の門病院付
属健康管理センター・画像診断センター，医療法人社団 進興会 立川北口健診館，医療法人財団 慈生会 野村病院予防医学センター，
池袋ロイヤルクリニック，新宿ロイヤル診療所，新赤坂クリニック，公益財団法人愛世会 愛誠病院，医療法人社団 敬昭会 芙蓉
診療所 成人病医学センター，オリエンタルクリニック 上野健診センター，東京慈恵会医科大学附属病院 新橋健診センター，医
療法人社団 成山会 楠樹記念クリニック，医療法人社団アルコ会 アルコクリニック，公益財団法人愛世会 愛誠病院 上野クリニッ
ク，新宿追分クリニック，学校法人 東海大学 東海大学医学部付属八王子病院，医療法人財団明理会 イムス八重洲クリニック，
永沢クリニック，医療法人社団 こころとからだの元氣プラザ，医療法人社団 同友会 春日クリニック第二，医療法人社団卓秀会 
池袋藤久ビルクリニック，3Sメディカルクリニック，東京新宿メディカルセンター，オーバルコートクリニック

神奈川県

公益財団法人 神奈川県予防医学協会 中央診療所，財団法人 神奈川県警友会 けいゆう病院，医療法人社団こうかん会 日本鋼管
病院，衣笠病院，医療法人社団 亮正会 高津中央クリニック，医療法人社団 藤順会 藤沢総合健診センター，医療法人社団 相和
会 横浜総合健診センター，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，医療法人社団 相和会 相模原総合健診
センター，神奈川県厚生農業協同組合連合会 保健福祉センター JA健康管理センターあつぎ，船員保険健康管理センター，公益
社団法人地域医療振興協会 横須賀市立市民病院，医療法人社団 相和会 みなとみらいメディカルスクエア，社会医療法人ジャパ
ンメディカルアライアンス 海老名総合病院附属海老名メディカルサポートセンター（内）ヘルスサポートセンター，藤沢市保健
医療センター診療所，横浜北幸クリニック，東海大学医学部付属病院健診センター

新潟県 社団法人 新潟県健康管理協会，公益財団法人 新潟県保健衛生センター 成人病検診センター，財団法人 上村病院
富山県 富山赤十字病院 健診センター，財団法人 北陸予防医学協会 高岡総合健診センター
石川県 医療法人社団博友会 金沢西病院
福井県 福井県済生会病院，福井赤十字病院 健診センター，福井県立病院 

長野県 医療法人 丸山会 丸子中央総合病院，医療法人仁雄会 穂高病院，丸の内病院，長野市民病院，諏訪中央病院

岐阜県 東濃厚生病院 健康管理センター，朝日大学歯学部附属村上記念病院 総合健診センター，社団医療法人かなめ会 山内ホスピタル，
医療法人 岐陽会 サンライズクリニック，ぎふ綜合健診センター

静岡県 社会福祉法人 聖隷福祉事業団 聖隷健康診断センター，聖隷予防検診センター，財団法人 芙蓉協会 聖隷沼津第一クリニック 聖
隷沼津健康診断センター，東日本電信電話株式会社 NTT東日本 伊豆病院健診センター，国際医療福祉大学熱海病院

愛知県
オリエンタルクリニック，愛知県厚生農業協同組合連合会 江南厚生病院 健康管理センター，医療法人 名古屋東栄クリニック，
中日新聞社健康保険組合 中日病院健診センター，中野胃腸病院，医療法人社団喜峰会 東海記念病院 健康管理センター，三河安
城クリニック，医療法人大医会 日進おりど病院 予防医学推進・研究センター，岡崎市医師会，豊田厚生病院，豊田地域医療センター

三重県 三重県厚生農業協同組合連合会 鈴鹿中央総合病院 健診センター オリーブ，松阪中央総合病院エポック，医療法人 富田浜病院 
健康増進センター，済生会松阪総合病院 健診センターあさひ，鈴鹿回生病院

滋賀県 KKCウェルネス栗東健診クリニック，市立長浜病院 健診センター，KKCウェルネスひこね健診クリニック
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データ提供協力機関　つづき

京都府 財団法人 京都予防医学センター，医療法人 財団 康生会 武田病院健診センター宇治武田病院，三菱京都病院，京都鞍馬口医療セ
ンター，医療法人 知音会 御池クリニック

大阪府

財団法人 日本生命済生会 総合健診クリニック ニッセイ予防医学センター，社会医療法人きつこう会 多根クリニック，大阪府済
生会吹田病院，府中クリニック，社会医療法人 大道会 帝国ホテルクリニック，社会医療法人愛仁会 愛仁会総合健康センター，カー
ム尼崎健診プラザ，一般財団法人 関西労働保健協会 千里LC健診センター，一般財団法人 関西労働保健協会 アクティ健診セン
ター，高槻赤十字病院，健康保険組合連合会 大阪中央病院，KKCウエルネスなんば健診クリニック，相談診療所 大阪総合健診
センター，医療法人一翠会 一翠会千里中央健診センター，小松病院，KKCウエルネス新大阪健診クリニック

兵庫県
特定医療法人 誠仁会 大久保病院 健康管理センター，公益財団法人 加古川総合保健センター，社会保険神戸中央病院附属 ハー
バーランド健康管理クリニック，財団法人近畿健康管理センター KKCウエルネス神戸健診クリニック，朝日ビル中院クリニッ
ク

奈良県 医療法人 松本快生会 西奈良中央病院，グランソール奈良
島根県 医療法人社団創健会 松江記念病院

岡山県
社会医療法人 緑壮会 金田病院，一般財団法人 淳風会 健康管理センター，倉敷成人病健診センター，財団法人 倉敷中央病院 総
合保健管理センター，一般財団法人 淳風会 倉敷第一病院 健康管理センター，医療法人社団井口会 総合病院 落合病院，岡山済
生会昭和町健康管理センター

広島県
国家公務員共済組合連合会 吉島病院，長崎病院成人病予防センター，国家公務員共済組合連合会 呉共済病院，医療法人社団 朋
仁会 広島中央健診所，医療法人広島健康会 アルパーク検診クリニック，グランドタワーメディカルコート ライフケアクリニッ
ク，公立みつぎ総合病院，中電病院

山口県 社団法人 山口総合健診センター

香川県 オリーブ高松メディカルクリニック，財団法人 三宅医学研究所 セントラルパーククリニック，医療法人 財団博仁会 キナシ大林
病院

愛媛県 松山赤十字病院 健康管理センター，愛媛県総合保健協会 附属診療所
高知県 高知赤十字病院，高知検診クリニック

福岡県 福岡赤十字病院 健康管理疾病予防センター，北九州小倉病院，医療法人 天神会 新古賀クリニック，医療法人親愛ステーション
クリニック

長崎県 特定医療法人三佼会 宮崎総合健診センター，医療法人白十字会 佐世保中央病院

熊本県 社会福祉法人恩賜財団 済生会熊本病院 予防医療センター，日本赤十字社 熊本健康管理センター，医療法人潤心会 熊本セントラ
ル病院

大分県 大分県厚生連 健康管理センター，社会医療法人財団 天心堂 健診・健康増進センター，医療法人畏敬会 府内健診センター，大分
東部病院

鹿児島県 鹿児島県厚生農協連 健康管理センター
沖縄県 ちばなクリニック 健康管理センター
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平成30年度 第3回日本人間ドック学会理事会議事録

1．日　時 平成 30年 8月 29日（水）15：00～ 17：45
2．会　場 ANAクラウンプラザホテル新潟　3階「飛翔（中）」
3．出席者 日本人間ドック学会　理事長　篠原幸人
  第 59回日本人間ドック学会学術大会長　加藤公則
  （副理事長）相澤孝夫，伊藤千賀子，和田高士
  （理　　事）新　智文，足立雅樹，荒瀬康司，石坂裕子，井上和彦，岩男　泰，鏑木淳一，
   櫻井健一，杉森裕樹，髙谷典秀，田中幸子，津下一代，土屋　敦，中川高志，
   中村正和，丹羽利充，野村幸史，那須　繁，福井敏樹，桝田　出，三原修一，
   武藤繁貴，村田雅彦
  （監　　事）大井利夫，折津政江
  （　 他　　）中田　彬，稲垣典子，山口和英，他事務局　　　　　　　　　　　　計 33名

篠原幸人理事長が開会挨拶を行い，引き続き加藤公則第59回学術大会長が歓迎の挨拶を行った．
篠原幸人理事長より，この理事会は理事総数30名中，出席者数は28名であり過半数を超えており定
款第45条により適法に成立していることが宣言された．
議事進行を行うにあたり，議長は定款44条により篠原幸人理事長が行うこと，議事録署名人について
は本日出席している相澤孝夫，伊藤千賀子，和田高士3人の副理事長及び大井利夫，折津政江2人の監
事となることが報告された．

（報告事項）
1.第59回日本人間ドック学会学術大会理事長講演・会員集会
篠原幸人理事長より，8月30日，大会長講演に続き理事長講演を行う旨，更に31日には学術大会会員
集会のプログラム内容（事業・収支予算等）の説明がなされた．
引き続き，中村正和，津下一代，加藤公則各理事と和田高士副理事長が会員集会で報告する委員会報
告概要の説明を行った．
また，来年度より定款で定めた会員集会は，会員ファーストの会になるように，理事 /社員以外の5,500

名以上のA/B/C会員が多数参加できるように，大会運営，プログラム構成に配慮することが話し合われ，
改善に対して意見の一致をみた．
2.第60回日本人間ドック学会学術大会開催概要
井上和彦第60回学術大会長（2019年7月25日～26日，岡山県岡山市にて開催）が，開催テーマ「Beside 

You－働く世代の健康増進をめざして－」と題して大会を実施する旨，挨拶された．
3.日本医学会加盟申請等
篠原幸人理事長より以下の説明がなされた．

・ 6月19日，赤坂カンファレンスセンターにて，日本医学会・日本医学会連合の門脇孝副会長，森正樹
副会長による加盟に関するヒヤリングが行われた．

・ 出席者は本学会からは篠原幸人理事長と山門 實前副理事長，日本総合健診医学会からは福武勝幸理事
長，西崎泰弘副理事長であった．

・ 両学会から日本医学会の加盟申請が出ており，両学会の活動がどのように違うのか，それぞれ学会事
業内容等の説明を行った．
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（各理事の意見等）
・ 予防医学を担う臨床系学会として，専門医制度を獲得する事や，他学会に日本人間ドック学会を学会
として正式に認知して戴くためには，日本医学会への加盟は，大切な第一歩であると考える．

・ 両学会の事業内容等に大きな違いはなく，ゆるやかな連合体を作る，或いは思い切って完全に合併す
ることは，学会の活動を更に発展させていくためにも不可欠な事である．　　

・ 日本医学会加盟問題は，日本総合健診医学会と意見が一致しなければ先に進めない．また加盟するこ
とは両学会の一般会員にとっても望ましい事である．

（結論として）
両学会の理事長がまず話し合って，どのようにしていくべきか，打開策を検討する．

4.日本人間ドック学会ニュースレター（JSND）
土屋敦理事より創刊号が発行された旨，また今回は新体制の御報告を中心に編集し，学術大会に参加
された施設会員の先生方や非会員を含めた一般の方達にも広く頒布する予定であると説明がなされた．
5.各種委員会開催報告等（5月～8月）  
篠原幸人理事長他，各担当委員長より開催した委員会報告等がなされた．

1）第2回　基本問題検討委員会 
各種委員会の報告と重複するため，後で読んで戴く．

2）第1回　編集委員会
第59回学術大会会員集会にて2017年度優秀論文の表彰式を行い，副賞として5万円を授与する．
○和文優秀論文賞
「胃がんリスク評価ABC分類のA群における上部消化管内視鏡所見とHelicobacter pylori感染の状態の
検討」遠藤日登美　他（三豊総合病院 健康管理センター・内科）
○英文優秀論文賞
「Hyperuricemia augments Incident Hypertension in a Healthy Japanese Male Population with No 
In�uence from Proteinuria or Creatinine Clearance: Results from Nagoya Health  Check Study （NHC 
Study）」Hiroka Suzuki et al.（Kokusai Central Clinic ; Dai-Nagoya-Building Central Clinic） 

3）第3回，第4回，第5回人間ドック健診施設機能評価委員会
・人間ドック健診機能評価認定施設（3回分をまとめて）
①地方独立行政法人 新小山市民病院 予防医学センター（栃木県）【新規】
②社会医療法人社団更生会 村上記念病院 健診センター（愛媛県）【新規】
③医療法人社団東山会 調布東山病院（東京都）【新規】
④学校法人 埼玉医科大学 埼玉医科大学病院健康管理センター（埼玉県）【新規】
⑤一般財団法人 宮城県成人病予防協会 附属仙台循環器病センター（宮城県）【新規】
⑥医療法人メディカル春日会 革嶋クリニック（大阪府）【新規】
⑦学校法人 東海大学 東海大学医学部付属病院 健診センター（神奈川県）【更新】
⑧公益財団法人 岩手県予防医学協会 県南センター（岩手県）【更新】
⑨一般社団法人 上越医師会 上越地域総合健康管理センター（新潟県）【更新】
⑩一般財団法人船員保険会 船員保険 北海道健康管理センター（北海道）【更新】
⑪医療法人社団以心会 中野胃腸病院 健診センターなかの（愛知県）【更新】
⑫国家公務員共済組合連合会 吉島病院（広島県）【更新】
⑬独立行政法人 地域医療機能推進機構 京都鞍馬口医療センター（京都府）【更新】
⑭社会医療法人 青雲会 青雲会病院（鹿児島県）【更新】
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⑮一般財団法人 三友堂病院 健康管理センター（山形県）【更新】
⑯医療法人財団 康生会 武田病院健診センター（京都府）【更新】
⑰医療法人大医会 日進おりど病院 予防医学推進・研究センター（愛知県）【更新】
⑱出雲市立総合医療センター（島根県）【更新】
⑲保健福祉センターJ A 健康管理センターさがみはら（神奈川県）【更新】
⑳医療法人財団 慈生会 野村病院予防医学センター（東京都）【更新】
㉑医療法人社団 相和会 横浜総合健診センター（神奈川県）【更新】
㉒医療法人社団 亮正会 高津中央クリニック（神奈川県）【更新】

・健保連指定施設
①日本赤十字社 京都第二赤十字病院
②学校法人 東海大学 東海大学医学部付属病院 健診センター
他に第59回学術大会にて，2017年度認定施設表彰を6施設に行う旨，報告がなされた．
4）人間ドック健診専門医制度　第2回，第3回試験問題作成小委員会 /第1回認定小合同委員会 
・ 2018年度人間ドック健診専門医認定試験の実施

2018年10月21日（日）に品川フロントビルにて実施する．受験該当者は本学会108名，日本総合健
診医学会39名の計147名となった．

5）第1回学術委員会　喫煙対策小委員会
第59回学術大会会員集会にアンケート調査結果を報告する．

6）第1回　学術委員会　低線量CT肺がん検診推進小委員会
人間ドック健診認定医 /専門医研修会にてアンケート調査結果を含めて「人間ドック健診における低線
量CT検診の重要性」の講演を行う．
7）第49回人間ドック健診情報管理指導士ブラッシュアップ研修会

6月30日，秋葉原UDX GALLERYにて214名の参加者であった．
8）国際モダンホスピタルショウ2018　カンファレンス

7月13日，東京ビッグサイト会議棟6階にて130名の参加者であった．

（議決承認事項）
1. 第1号議案　各種委員会体制（案）　担当理事，委員長，副委員長，委員の委嘱の件
篠原幸人理事長より以下のとおり説明がなされ，理事会は，別段の異議無く，満場一致で承認可決した．

・ 19の各種委員会は委員長，副委員長および委員の若返りを図り，そのメンバーに加えて各委員会に担
当理事を任命した．

・ 委員長と副委員長は，全ての理事に割り当て，委員会運営に携わって戴く体制とした．また，特定の
理事だけに偏らないように最大8委員会までと委員会参加に制限を行った．

・ 今後必要と考えられる委員会は，その事業等に応じて起ち上げる．
2. 第2号議案　NPO法人日本人間ドック健診協会との事務委託契約等
篠原幸人理事長と那須繁理事（日本人間ドック健診協会理事長を兼務）より以下のとおり説明がなさ
れ，理事会は，今回の契約に対しては別段の異議無く，満場一致で承認可決した．
・ 本学会とNPO法人日本人間ドック健診協会は事務委託および建物等使用賃貸借契約を新たな金額（事
務委託月額13万円，賃貸借月額6万円）にて締結する．

・ 契約期間は2017年4月から2019年3月末までとする．
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3 . 第3号議案　会員の入退会
事務局より会員の入退会について8月17日現在，A会員5,754人（男性は3,975人，女性は1,779人），

B会員424人（男性は168人，女性は256人），C会員1,689施設，賛助会員は31機関，合計7,898会員
となった旨，報告がなされた．
理事会は，別段の異議無く，満場一致で承認可決した．

4. その他の承認事項（協力，後援等）
篠原幸人理事長より以下のとおり説明がなされ，理事会は，別段の異議無く，満場一致で承認可決した．
① 「健康強調月間」の実施に伴う協力名義使用承認方の依頼（健保連）
② 人間ドック施設における前立腺がん検診の実態調査への協力（前立腺研究財団）
③ 「受動喫煙対策における加熱式タバコの使用規制に関する緊急声明」への連名（禁煙対策学術ネット
ワークから東京都知事宛に提出）

④ 「第8回受けてよかった人間ドック体験記コンクール」への後援（日本人間ドック健診協会）
⑤ 「第15回これからの健診事業を考える会」への後援（日本人間ドック健診協会）
⑥ 「九州地区情報交換会」への後援（日本人間ドック健診協会）
⑦ 「保険者交流会」への後援（日本人間ドック健診協会）
⑧ 平成30年度「糖をはかる日」啓発イベントに関する後援（糖尿病治療研究会）
⑨ 「忍者ハットリくん」を起用した心不全啓発ポスターの封入依頼（日本循環器学会）
⑩ 「第44回健康セミナー」への後援（三越厚生事業団）
⑪ 「医療と介護の総合展（メディカルジャパン東京・大阪）」への後援（リードエグジビションジャパン（株））
5. その他
1）「健保組合担当者に対するアンケート調査結果」（日本人間ドック健診協会提供）参考資料
篠原幸人理事長より，保険者つまり人間ドックを利用されている受診者が人間ドック健診施設をどの
ような基準で選び，またお考えになっているかのアンケート調査であると報告がなされ，那須 繁理事が
調査結果内容の詳細を説明した．
2）理事よりの意見等
・ 社会医学系を目指している若い医師がドック学会か総合健診医学会か，どちらの学会に入るべきか悩
んでいる現状もある，競いあうのではなく，将来を見据え合併を早急に行って欲しい．

・ 日本専門医機構の体制が代わり，混沌となっている．本学会の会員医師は内科，外科，小児科等幅広
い基本領域専門医をお持ちの方が多く，簡単にどの基本領域のサブというわけにもいかない．横断的
なサブ領域専門医が認められ始めた例もあり，あきらめてはいけない希望はある．

・ 臨床系の専門医を取得した後に，社会医学系の専門医と云う位置づけもある，本学会の専門医をそち
らの公衆衛生関連学会と連携してはどうか．

・ 今年度の委員会活動体制がようやく整った事でもあり，理事長が方針を出されて学会運営が円滑に進
み出した段階であると理解している．今後，理事の定年制をどうするのか，解決すべき重要な問題と
して早急に結論を出してほしい．

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

議事の経過並びに決議の内容を明確にするため本議事録を作成し，議長並びに議事録署名人がこれに
て記名押印する．



平成 30 年 12 月 14 日 

公益社団法人日本人間ドック学会 

会員各位 

公益社団法人日本人間ドック学会 

健診判定・指導マニュアル作成委員会 委員長 

和田 高士 

       

判定区分の一部変更について 
判定区分（2018 年 4 月 1 日改定）につきまして、％1 秒量のＣ・Ｄ区分を一部変更いたします。以

下の下線部の通りとなりますので、学会誌 33 巻 4 号 81（625）ページは、以下に読み替えてご覧くだ

さい。 

本件につきご了知の上、周知方ご高配のほどよろしくお願い申し上げます。 

 

学会誌 33 巻 4 号 81(625)ページ 

（変更前） 

項         目 Ａ異常なし Ｂ軽度異常
Ｃ要経過観察 

(生活改善・再検査） 

Ｄ要医療 

D1 要治療・D2 要精検

*１ 

        

呼吸機能 

(ｽﾊﾟｲﾛﾒﾄﾘｰ) 

小数点１ケタ

表記に変更 

*２ 

1 秒率(%) 70.0 以上     69.9 以下 

％1秒量 

(予測 1 秒量に対

する％） 

80.0 以上 

(1 秒率 70.0％以上) 
   

80.0 以上 

（1秒率 69.9％以下） 
79.9 以下 

％肺活量(%) 80.0 以上     79.9 以下 

 

（変更後） 

項         目 Ａ異常なし Ｂ軽度異常
Ｃ要経過観察 

(生活改善・再検査） 

Ｄ要医療 

D1 要治療・D2 要精検

*１ 

        

呼吸機能 

(ｽﾊﾟｲﾛﾒﾄﾘｰ) 

小数点１ケタ

表記に変更 

*２ 

1 秒率(%) 70.0 以上     69.9 以下 

％1秒量 

(予測 1 秒量に対

する％） 

80.0 以上 

(1 秒率 70.0％以上) 
  

79.9 以下 

（1 秒率 70.0％以上） 

または 

80.0 以上 

（1秒率 69.9％以下） 

79.9 以下 

（1 秒率 69.9％以下）

％肺活量(%) 80.0 以上     79.9 以下 

 
変更理由：「％1 秒量低下あるいは 1 秒率 70%未満」区分は，COPD に関する呼吸機能判定区分 C「肺疾

患の疑い，専門医受診での再検査」に該当しますが，人間ドック受診者では 11%も存在し肥満

の影響もあることから（和田高士：総合健診 2017；44：683-686），日本人間ドック学会の C
区分での対応でよいと判断した。 
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2018年度　一日ドック基本検査項目表
区分 検　査　項　目 備　　　　　考

基
　
本
　
検
　
査
　
項
　
目

身
体
計
測

身　　　　　長
体　　　　　重
肥　　満　　度

BMI
腹　　　　　囲

生
　
　
理

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

Ⅹ
線
・
超
音
波

胸　部　Ⅹ　線 　2方向
上部消化管Ⅹ線 　食道・胃・十二指腸。4ツ切等8枚以上　＊1

腹  部  超  音  波 　検査対象臓器は肝臓（脾臓を含む）・胆のう・膵臓・腎臓・腹部大動脈とする。但し、膵臓検出でき
　ない時はその旨記載すること。

生

化

学

総  　蛋　  白
ア ル ブ ミ ン
クレアチニン

eGFR
尿　　　　酸

総コレステロール
HDLコレステロール
LDLコレステロール

Non-HDLコレステロール
中　性　脂　肪
総 ビ リ ル ビ ン

AST（GOT）
ALT（GPT）

γ -GT（γ -GTP）
ALP

血糖（空腹時）
HbAlc

血
液
学

赤　　血　　球
白　　血　　球
血　　色　　素
ヘマトクリット

MCV
MCH

MCHC
血　小　板　数

血
清
学

CRP 　定量法
血液型（ABO　Rh） 　本人の申し出により省略可

HBs抗原 　本人の申し出により省略可

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

便 潜　　　　血 　免疫法で実施（2日法）

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

医　師　診　察 　胸部聴診、頸部・腹部触診など。　＊2

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

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

オ
プ
シ
ョ
ン
検
査
項
目

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

PSA
HCV抗体 　＊4

＊1　Ⅹ線検査を基本とする。本人及び保険者から内視鏡検査の申し出があった場合は、オプション項目に掲げる金額を加算し実施する。
＊2　診察・説明・指導は、施設の実状を踏まえた効率的な運用を認める。なお、原則として医師による診察と結果説明は別々に行うこと。
＊3　内視鏡検査を行う際は、別途、十分な説明のもとに本人から文書同意を取得すること。原則、鎮痛薬・鎮静薬は使用しない。
＊4　厚労省の肝炎総合対策に基づき、未実施の場合は実施を推奨する。
<補足>梅毒検査は、本契約における基本検査項目およびオプション検査項目には含まれないが、受診者本人の申し出により実施することは妨げない。
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2018年度　二日ドック基本検査項目表
区分 検　査　項　目 備　　　　　考

基
　
本
　
検
　
査
　
項
　
目

身
体
計
測

身　　　　　長
体　　　　　重
肥　　満　　度

B M I
腹　　　　　囲

生
　
　
理

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

Ⅹ
線
・
超
音
波

胸　部　Ⅹ　線 　2方向
上部消化管Ⅹ線 　食道・胃・十二指腸。4ツ切等8枚以上　＊1

腹  部  超  音  波 　検査対象臓器は肝臓（脾臓を含む）・胆のう・膵臓・腎臓・腹部大動脈とする。但し、膵臓検出でき
　ない時はその旨記載すること。

生

化

学

総  　蛋　  白
ア ル ブ ミ ン
クレアチニン

eGFR
尿　　　　酸

総コレステロール
HDLコレステロール
LDLコレステロール

Non-HDLコレステロール
中　性　脂　肪
総 ビ リ ル ビ ン

AST（GOT）
ALT（GPT）

γ -GT（γ -GTP）
ALP

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

血
液
学

赤　　血　　球
白　　血　　球
血　　色　　素
ヘマトクリット

MCV
MCH

MCHC
血　小　板　数

血
清
学

CRP 　定量法
血液型（ABO　Rh） 　本人の申し出により省略可

HBs抗原 　本人の申し出により省略可

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

便 潜　　　　血 　免疫法で実施（2日法）

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

医　師　診　察 　胸部聴診、頸部・腹部触診など。　＊2

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

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

オ
プ
シ
ョ
ン
検
査
項
目

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

PSA
HCV抗体 　＊4

＊1　Ⅹ線検査を基本とする。本人及び保険者から内視鏡検査の申し出があった場合は、オプション項目に掲げる金額を加算し実施する。
＊2　診察・説明・指導は、施設の実状を踏まえた効率的な運用を認める。なお、原則として医師による診察と結果説明は別々に行うこと。
＊3　内視鏡検査を行う際は、別途、十分な説明のもとに本人から文書同意を取得すること。原則、鎮痛薬・鎮静薬は使用しない。
＊4　厚労省の肝炎総合対策に基づき、未実施の場合は実施を推奨する。
<補足>梅毒検査は、本契約における基本検査項目およびオプション検査項目には含まれないが、受診者本人の申し出により実施することは妨げない。
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判定区分（2018年4月1日改定）

項　　　　　　　　　目 A異常なし B軽度異常 C要経過観察
（生活改善・再検査）

D要医療
D1要治療・
D2要精検　＊1

E治療中
＊7

体格指数（BMI）　　 kg/m2 18.5–24.9 18.4以下、25.0以上

腹　囲 cm
男性 84.9以下 85.0以上

女性 89.9以下 90.0以上

血　圧
（2回測定 :平均値） mmHg

収縮期 129以下 130–139 140–159 160以上

拡張期 84以下 85–89 90–99 100以上

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

視力（裸眼、矯正両方の場合は矯正で判定）
（悪い側で判定） 1.0以上 0.7–0.9 0.6以下

聴力 dB
1000Hz 30以下 35 40以上

4000Hz 30以下 35 40以上

呼吸機能
（スパイロメトリー）
小数点1ケタ表記に変更
＊2

1秒率（%） 70.0以上 69.9以下
%1秒量（予測1
秒量に対する%）

80.0以上
（1秒率70.0%以上）

80.0以上
（1秒率69.9%以下） 79.9以下

%肺活量（%） 80.0以上 79.9以下

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

アルブミン g/dL 3.9以上 3.7–3.8 3.6以下

クレアチニン
（eGFRを優先して判定）
（小数点2ケタ表記に変更）

mg/dL
男性 1.00以下 1.01–1.09 1.10–1.29 1.30以上

女性 0.70以下 0.71–0.79 0.80–0.99 1.00以上

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

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

HDLコレステロール mg/dL 40以上 35–39 34以下

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

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

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

AST（GOT） U/L 30以下 31–35 36–50 51以上

ALT（GPT） U/L 30以下 31–40 41–50 51以上

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

FPG（血漿）
空腹時血糖 mg/dL FPG：99以下

かつ
HbA1c：5.5以下

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

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

FPG：126以上
かつ

HbA1c：6.5以上HbA1c（NGSP） %　＊4

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

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

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

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

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

梅毒反応 陰性 陽性

HBs抗原 陰性 陽性

HCV抗体 陰性 陽性
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判定区分（2018年4月1日改定）　つづき

項　　　　　　　　　目 A異常なし B軽度異常 C要経過観察
（生活改善・再検査）

D要医療
D1要治療・
D2要精検　＊1

E治療中
＊7

尿蛋白 （－） （±） （＋）　＊5 （2＋）以上 

尿潜血 （－） （±） （＋）　＊5 （2＋）以上

尿糖 （－） （±）以上

便潜血　2日法 1日目・2日目 （－） いずれか（＋）

子宮頚部細胞診　 ベセスダ分類 NILM
不適正標本＝判定不能
（すみやかに再検査）・

ASC-US　＊6

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

Other malig

項　目 検査方法
総たんぱく Biuret法
アルブミン＊ BCG法、BCP改良法
総コレステロール 酵素法
LDLコレステロール　 直接法（非沈殿法 :可視吸光光度法、紫外吸光光度法）
HDLコレステロール　 直接法（非沈殿法 :可視吸光光度法、紫外吸光光度法）
中性脂肪 酵素比色法、グリセロール消去（可視吸光光度法、紫外吸光光度法）
クレアチニン　 酵素法
尿酸 ウリカーゼPOD法
AST（GOT） JSCC標準化対応法
ALT（GPT） JSCC標準化対応法
γ -GT（γ -GTP） JSCC標準化対応法
空腹時血糖 酵素法、電極法
HbA1c ラテックス凝集比濁法、HPLC法、酵素法
梅毒反応 梅毒脂質抗原使用法
CRP　 ラテックス凝集免疫比濁法、免疫比濁法、免疫比朧法
＊ アルブミンのBCG 法とBCP 改良法の差異は下記を参照
 http://www.jslm.org/others/news/20131225albumin.pdf
＊＊ 胸部X線、上部消化管エックス線、上部消化管内視鏡、腹部超音波、心電図、眼底の画像健診判定マニュアルについては、日本人間ドック学会ホームペー

ジを参照

＊1 値の高低、所見によってのD1要治療、D2要精検のいずれを採用するかは任意とする
＊2 呼吸機能検査は検者、被験者の良好の関係が数値を微妙に変えるので注意する
 また、1秒率、%1秒量の組み合わせで閉塞性障害の重症度を判定する
 1秒率が70%未満かつ%1秒量80%以上が軽症、79%以下が中等症以上と判定する
 1秒率、%肺活量の組み合わせで閉塞性、拘束性、混合性換気障害と判定する
＊3 血糖・脂質に影響を与えるために空腹時採血を前提としている
＊4 空腹時血糖、HbA1c（NGSP）併合判定C区分の1）2）と判定した場合はOGTTを推奨する
 3）4）と判定した場合は、生活改善指導等を実施後その結果を短期間で再評価することが望ましい
＊5 尿蛋白が（+）かつ尿潜血が（+）である場合は、尿蛋白をD判定とする
＊6 採取器具は綿棒ではなくブラシ、へら、サイトピック等を使用し、可能であれば液状化検体法（LBC）にて検体を保存する
 不適性標本はすみやかに再検査、ASC-USはHPV-DNA検査あるいは6か月後再検査とする
＊7 治療中の場合はE判定とする
＊＊ 眼圧の基準範囲は9～20mmHgであるが、緑内障の7割がこの範囲内にあるので、判定区分を設定していない
＊＊ 総ビリルビンについては中等度までは、上昇に比例して死亡率の減少、動脈硬化予防となるので判定区分を設定していない
＊＊  ALPについては、年齢、性、血液型、測定法等によって基準範囲が大きく異なる為、判定区分を設定していない
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日本人間ドック学会学術大会（および前身の）開催記録

通算
回数 名　　　称 会　　　期

年　月　日
主 催 者
学 会 長

所　　属
（職　　名） 会　場（開催地）

1 短期人間ドック医療担当者講習会 34. 8.22－23 橋本　寛敏 聖路加国際病院長 聖路加国際病院 東 京
2 短期人間ドック医療担当者講習会 35. 8.13 〃 日本病院協会会長 聖路加国際病院 東 京
3 短期人間ドック医療担当者講習
会・研究会

36. 9.29－30 〃 〃 都道府県会館 東 京

4 短期人間ドック医療担当者講習
会・研究会

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

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

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

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

ホール
東 京

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

健康管理学教室教授
電気ホール 福 岡

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

育科学センター教授
名古屋市中小企業振興会館 名古屋

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

日本青年館 東 京

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

ター所長
ニュースカイホテル 熊 本

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

広島国際会議場 広 島
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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

59 30. 8.30－31 加藤　公則 新潟県労働衛生医学協会，
新潟大学  教授

朱鷺メッセ，
ホテル日航新潟

新潟
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日本人間ドック学会誌　「人間ドック」投稿規定（オンライン用）
1．投稿内容
投稿の内容は人間ドックおよびその領域に関連する原著，症例報告，短報，総説，Letters to the 

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

なければなりません．すなわち，論文の内容が疫学研究あるいは臨床研究の場合は，その研究計画が自
施設の倫理委員会あるいは日本人間ドック学会倫理委員会の承認を得ていること，ならびに対象者のイ
ンフォームド・コンセントが得られていることが必要です．また，そのことを本文中に記載してください．
症例報告の場合は，受診者のプライバシーに十分配慮し，インフォームド・コンセントを得た上で投稿
してください．
2．投稿資格
投稿者は本学会正会員，施設会員，および名誉会員とします．編集委員会が特に認めたものは，この
限りではありません．
3．投稿様式
投稿原稿は，和文は全角，英数字は半角で，Microso� Word他のオンラインシステムにアップロード
可能なファイル形式で作成してください．
　アップロード可能なファイル形式：doc（docx），xls（xlsx），ppt（pptx），jpg，ti�，gif，ai，eps，psd
また，ファイル名は，必ず，半角英数字で入力し，拡張子をつけてください．
　ファイル名の例：honbun.doc.，zu1.jpg.，hyou1.xls.等
ご使用になったMicroso� O�ceのバージョンを，「カバーレター」（アップロードする際の頭書きを記

載する部分）に記載してください．
論文の長さは題名，和文・英文要約，図，表，文献を含み，原著刷り上がり6頁（12,000字）以内，症
例報告・短報4頁（8,000字）以内，総説8頁（16,000字）以内，Letters to the Editor半頁（1,200字）以内を
原則とします．
用語は日本医学会編「日本医学会医学用語辞典英和・和英」（日本医学会医学用語辞典WEB版：http://

jams.med.or.jp/dic/mdic.html），日本内科学会編「内科学用語集」により，略語については巻末の「日本人間
ドック学会誌 略語一覧」を使用すること．掲載略語以外は，初出時に正式用語を使い，（　）に略語を示す．
外国語は固有名詞，文頭にきた語句のみ，最初の1字を大文字とします．
度量衡の単位はSI単位を原則とします．（例）kg，g，mg/dL，L，mL，m，cm，℃など，数値には3

桁ごとに（, ）を入れます．（例）1,234,567,890
図，表は計10点以内とします．図，表はA4サイズ以下で作成し，1枚につき原稿400字分とします．

図，表の挿入位置は，本文中の該当箇所に（表1）の様に入れてください．画像ファイルは，本文とは別ファ
イルにて作成して，アップロードしてください．原稿の末尾に，図，表の標題および説明を番号順にま
とめて記載してください．
統計解析にソフトを使用した場合は，ソフト名等を記載してください．（例）統計解析ソフトはSPSS 

ver17 for Windowsを用いた．
4．投稿論文の書き方
（a）論文記載の順序，形式
（1） タイトル頁：題名，著者名，所属機関，所在地および筆頭著者の職種，氏名，連絡先（Tel，Fax，

E-mail），別刷りの希望部数を書いてください．なお，題名，著者名，所属機関には英文を併記し
てください．
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（2） 2頁目：和文要約（600字以内）を目的：，方法：，結果：，結論：の順に書いてください．キーワー
ドを4個以内で併記してください．

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

用チェックリストがありますのでチェックしてください．投稿規定に従っていないものは受理せず返却
しますので投稿規定に従って書き直しをして再提出してください．受理した原稿の採否および掲載順序
は編集委員会が決定いたします．査読終了後の再投稿は，3カ月以内とします．それ以後は新規論文と
して扱います．
6．原稿の校正
校正は初校のみを著者校正としますが，校正に際しては原則として文章の書き換え，図，表の変更は

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



人間ドック　Vol.33  No.4  2018年 87 ( 631 )

ださい．なお，有料分は20部から10部単位で受け付け，1部100円（税別）をいただきます．
8．掲載料
刷り上がり原著6頁，症例報告・短報4頁，総説8頁，Letters to the Editor半頁までの費用は当学会の
負担とします．それ以上の頁の費用については，1頁ごとの超過掲載料10,000円を著者の実費負担とし
ていただきます．
また，図，表のトレースが必要だった場合や，カラー印刷を希望される場合の費用も著者の実費負担
となりますので留意してください．
9．著作権
論文の内容については，論文の筆頭者が著作者の人格権を代表し，実質的な責任を負います．
また，論文が受理され，本誌に掲載された論文の版権は当学会に委譲されますので，著作権委譲に関
する用紙（投稿承諾書）に著者全員の署名をし，投稿時にオンラインシステムにアップロードするか，ま
たは郵送にて提出して下さい．投稿承諾書は綴り込みのもの（コピー可）を使用するか，本学会ホームペー
ジからダウンロードして使用して下さい（手順：学会ホームページ→学会誌→投稿規定→投稿承諾書）．
なお，本誌に掲載された論文は当学会ホームページに掲載いたします．

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

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

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

　（問い合わせ先）
　　〒151-0051　東京都渋谷区千駄ヶ谷5-8-10　外苑マンション605
　　　　　　　　株式会社サイエンティスト社内　日本人間ドック学会誌「人間ドック」編集部
　　　　　　　　電話：03-3354-2004　FAX：03-3354-2017
　　　　　　　　E-mail：sadoku@scientist-press.com

附記1：図，表などの引用について
　「人間ドック」への投稿に際して，図，表などの引用について注意してください．
1） 引用に際して原著者などの許諾が必要な場合
下記の諸条件をすべて充たす場合には，著作権法上原著者，出版社，学会などの許諾がなくても引用
可能です．
・ 既に公表されている著作物であること．
・ 引用する図，表などの量が客観的に正当な範囲（引用者の良心に従う）であること．
・ 図，表などの引用に際して，原型のままの掲載が不可欠であること．なお，改変して引用する場合
には許諾が必要となります．

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

附記2：参考とすべき倫理指針等
1） 「臨床検査を終了した検体の業務，教育，研究のための使用について－日本臨床検査医学会の見解－」
 （日本臨床検査医学会　臨病理 2010；58：101-103.）
2） 「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」（平成13年3月29日文部科学省・厚生労働省・経
済産業省告示第1号　平成16年12月28日全部改正・平成17年6月29日一部改正，平成26年11月
25日一部改正，平成29年2月28日一部改正）

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

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

5） 「ヒト遺伝情報に関する国際宣言」（UNESCO　October 16，2003）
6） 「ファーマコゲノミクス検査の運用指針」（平成21年3月24日　日本臨床検査医学会，日本人類遺伝
学会，日本臨床検査標準化協議会　平成21年11月2日改定，平成24年7月21日改正）

7） 「医療における遺伝学的検査・診断に関するガイドライン」（平成23年2月　日本医学会）
8） 「厚生労働科学研究における利益相反（Con�ict of Interest：COI）の管理に関する指針」（平成20年3
月31日厚生労働省施行通知）

9） 臨床研究の利益相反（COI）に関する共通指針（平成22年4月12日：内科系関連10学会）
10） 「人を対象とする医学系研究に関する倫理指針」（平成26年12月22日：文部科学省・厚生労働省　平
成29年2月28日一部改正）

11） 「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」（平成29年4月14日：
厚生労働省 個人情報保護委員会）

［改訂日：平成29年8月23日］



人間ドック　Vol.33  No.4  2018年 89 ( 633 )

日本人間ドック学会誌　「人間ドック」投稿規定（郵送用）
1．投稿内容
投稿の内容は人間ドックおよびその領域に関連する原著，症例報告，短報，総説，Letters to the 

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

なければなりません．すなわち，論文の内容が疫学研究あるいは臨床研究の場合は，その研究計画が自
施設の倫理委員会あるいは日本人間ドック学会倫理委員会の承認を得ていること，ならびに対象者のイ
ンフォームド・コンセントが得られていることが必要です．また，そのことを本文中に記載してください．
症例報告の場合は，受診者のプライバシーに十分配慮し，インフォームド・コンセントを得た上で投稿
してください．
2．投稿資格
投稿者は本学会正会員，施設会員，および名誉会員とします．編集委員会が特に認めたものは，この
限りではありません．
3．投稿様式
投稿原稿はワードプロセッサーを使用し，本文はA4判用紙にMS明朝体，12ポイント，和文は全角，英・
数字は半角で，40字×20行の横書きとし，CD-ROMでの提出を原則とします．またプリントアウトし
た原稿を2部添付してください．なお，CD-ROMには使用したOS （WindowsまたはMacintosh），使用
ソフトウェア名とそのバージョン番号を明記してください．
論文の長さは題名，和文・英文要約，図，表，写真，文献を含み，原著刷り上がり6頁（12,000字）以
内，症例報告・短報4頁（8,000字）以内，総説8頁（16,000字）以内，Letters to the Editor半頁（1,200字）
以内を原則とします．
用語は日本医学会編「日本医学会医学用語辞典英和・和英」（日本医学会医学用語辞典WEB版：http://

jams.med.or.jp/dic/mdic.html），日本内科学会編「内科学用語集」により，略語については巻末の「日本人間
ドック学会誌 略語一覧」を使用すること．掲載略語以外は，初出時に正式用語を使い，（　）に略語を示す．
外国語は固有名詞，文頭にきた語句のみ，最初の１字を大文字とします．
度量衡の単位はSI単位を原則とします．（例）kg，g，mg/dL，L，mL，m，cm，℃など，数値には3
桁ごとに（，）を入れます．（例）1,234,567,890
図，表は計10点以内とします．図，表，写真は1枚につき，原稿400字分とします．図，表，写真は，
写真製版のためそのまま利用できる「汚れのない明瞭な原画」を添付してください．なお，サイズは編集
の都合により適宜変更する場合があります．図，表はA4判の別紙に，写真はA4判の台紙に貼り，写真
は台紙の裏に筆頭著者名，写真番号と天地を明記し，それぞれにまとめて原稿の末尾に添付してくださ
い．また挿入の場所を原稿の欄外に明記してください．あるいはデータを保存し，OS名やバージョン
番号を明記したCD-ROMでお送りください．さらに，図，表，写真の表題および説明を別紙に和文で
番号順にまとめて原稿の末尾に添付してください．
統計解析にソフトを使用した場合は，ソフト名等を記載してください．（例）統計解析ソフトはSPSS 

ver17 for Windowsを用いた．
4．投稿論文の書き方
（a）論文記載の順序，形式
（1） タイトル頁：題名，著者名，所属機関，所在地および筆頭著者の職種，氏名，連絡先（Tel，Faxあ

ればE-mail），別刷りの希望部数を書いてください．なお，題名，著者名，所属機関には英文を併
記してください．
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（2） 2頁目：和文要約（600字以内）を目的：，方法：，結果：，結論：の順に書いてください．キーワー
ドを4個以内で併記してください．

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

（c）投稿原稿の部数
投稿原稿は2部，CD-ROMは1部提出してください．

5．原稿の採択
受け付ける原稿は投稿規定に従ったものとします．投稿規定に従っているかは，投稿用チェックリス

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

変更は認められません．
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7．別刷り
別刷りを希望する場合は投稿時に申し込んでください．
30部までは無料ですので，「100部希望：30部（無料）＋70部」のようにタイトルページに明記してく
ださい．なお，有料分は20部から10部単位で受け付け，1部100円（税別）をいただきます．
8．掲載料
刷り上がり原著6頁，症例報告・短報4頁，総説8頁，Letters to the Editor半頁までの費用は当学会の
負担とします．それ以上の頁の費用については，1頁ごとの超過掲載料10,000円を著者の実費負担とし
ていただきます．
また，図，表のトレーシング，カラー写真の印刷の費用も著者の実費負担となりますので留意してく
ださい．
9．著作権
論文の内容については，論文の筆頭者が著作者の人格権を代表し，実質的な責任を負います．
また，論文が受理され，本誌に掲載された論文の版権は当学会に委譲されますので，著作権委譲に関
する用紙（投稿承諾書）に著者全員の署名をし，投稿時に郵送にて提出して下さい．投稿承諾書は綴り込
みのもの（コピー可）を使用するか，本学会ホームページからダウンロードして使用して下さい（手順：
学会ホームページ→学会誌→投稿規定→投稿承諾書）．
なお，本誌に掲載された論文は当学会ホームページに掲載いたします．．

10．利益相反
利益相反がある場合には開示が必要ですので，投稿時に利益相反（COI）自己申告書を提出して下さい．

利益相反（COI）自己申告書は綴り込みのもの（コピー可）を使用するか，本学会ホームページからダウン
ロードして使用して下さい（手順：学会ホームページ→学会誌→投稿規定→利益相反（COI）自己申告書）．
11．発行月
本誌の発行は年5回（6月，8月，9月，12月，3月）とし，8月号は日本人間ドック学会学術大会抄録集

とします．
12．原稿送付先
原稿は次の宛先へ郵便書留，Expackもしくは宅配便でお送りください．
　　　〒151-0051　東京都渋谷区千駄ヶ谷5-8-10　外苑マンション605
　　　　　　　　　株式会社サイエンティスト社内日本人間ドック学会誌「人間ドック」編集部
　　　　　　　　　電話：03-3354-2004　FAX：03-3354-2017
　　　　　　　　　E-mail：sadoku@scientist-press.com

附記1：投稿用チェックリストについて
　「人間ドック」への投稿に際して，論文作成上の不備のために査読審査が円滑に進まないことがありま
す．査読審査を円滑に，かつ迅速に進めるための投稿用チェックリストが作成されています．著者は
チェックリストの各項目をチェックし，それぞれの□に確認の∨印を記して，投稿論文が投稿規定に合
致していることを確認してください．確認後にチェックリストに署名をして，投稿原稿とともに郵送し
てください．全チェック項目に∨印のない原稿は受理されません．
　なお，投稿用チェックリストは，「人間ドック」に添付されていますので，それを使用してください．
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附記2：図・表などの引用について
　「人間ドック」への投稿に際して，図・表などの引用について注意してください．
1） 引用に際して原著者などの許諾が必要な場合
下記の諸条件をすべて充たす場合には，著作権法上原著者，出版社，学会などの許諾がなくても引用
可能です．
・ 既に公表されている著作物であること．
・引用する図・表などの量が客観的に正当な範囲（引用者の良心に従う）であること．
・図・表などの引用に際して，原型のままの掲載が不可欠であること．なお，改変して引用する場合
には許諾が必要となります．

・原著者の名誉を毀損したり，原著者の意図に反した利用法をしないこと．
・出典を明示すること

2） 引用に際して原著者などの許諾が必要は場合
上記の条件を一項目でも充たさない場合には，著作権法上の引用の範囲を逸脱することになり，「人
間ドック」投稿前に，原著者，出版社，学会などの著作権保有者からの許諾を取得する必要があります．
なおこの際には，著作権使用料の支払いが発生することがあります．

附記3：参考とすべき倫理指針等
1） 「臨床検査を終了した検体の業務，教育，研究のための使用について－日本臨床検査医学会の見解－」
 （日本臨床検査医学会　臨病理 2010；58：101-103.）
2） 「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」（平成13年3月29日文部科学省・厚生労働省・経
済産業省告示第1号　平成16年12月28日全部改正・平成17年6月29日一部改正，平成26年11月
25日一部改正，平成29年2月28日一部改正）

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

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

5） 「ヒト遺伝情報に関する国際宣言」（UNESCO　October 16，2003）
6） 「ファーマコゲノミクス検査の運用指針」（平成21年3月24日　日本臨床検査医学会，日本人類遺伝
学会，日本臨床検査標準化協議会　平成21年11月2日改定，平成24年7月21日改正）

7） 「医療における遺伝学的検査・診断に関するガイドライン」（平成23年2月　日本医学会）
8） 「厚生労働科学研究における利益相反（Con�ict of Interest：COI）の管理に関する指針」（平成20年3
月31日厚生労働省施行通知）

9） 臨床研究の利益相反（COI）に関する共通指針（平成22年4月12日：内科系関連10学会）
10） 「人を対象とする医学系研究に関する倫理指針」（平成26年12月22日：文部科学省・厚生労働省　平
成29年2月28日一部改正）

11） 「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」（平成29年4月14日：
厚生労働省 個人情報保護委員会）

［改訂日：平成29年8月23日］
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「人間ドック」投稿用チェックリスト

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

論文作製について

□ 論文構成が，投稿規定のとおり，タイトル頁（表紙），和文要約，英文要約，本文，

 文献，図表の題名・説明の順になっているか

□ タイトル頁（表紙）を1ページ目とした，ページを入れたか

□ 本文と図表は別ファイルに保存したか

タイトル頁（表紙）に次の項目を記載したか

□ 和文の題名，著者名，所属施設名，所属地

□ 英文の題名，著者名，所属施設名

□ 筆頭著者の氏名，職種，連絡先，メールアドレス

□ 別冊希望部数

□ 共著者の氏名，所属施設名，施設住所

和文要約（2ページ目）

□ 600字以内で，目的：，方法：，成績：，結論：にわけて，それぞれ記載したか

□ 和文キーワード（4個以内）をつけたか

英文要約（3ページ目）

□ ダブルスペース，250words 以内で，Objective：，Methods：，Results：，Conclusions：
にわけてそれぞれ記載したか

□ 内容は和文要約と一致しているか

□ 英文キーワード（4個以内）をつけたか

□ 英文要約の作製を学会に依頼する場合には，その旨を記載したか

本文（4ページ目以後）

□ 本文の構成は，緒言（はじめに），対象，方法，結果（成績），考察（案），結語（まとめ）， 
利益相反（Con�ict of Interest），（謝辞），文献の順に整っているか

□ Ｉ，1，1）などの箇条書きにしていないか
 　　注：原著論文では，本文の内容を箇条書きにしない
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□ 論文内容，ことに方法に関して，倫理的考慮を要する場合には，方法にその倫理問題につい
ての配慮を記載したか

□ 略語は，本文の初出の時に正式用語を使い，（ ）に略語を示したか

□ HbA1cはNGSP値で表記されているか

文　献

□ 記載方法に誤りはないか

□ 引用雑誌名の略号は医学中央雑誌，Index Medicusに従い，正しいか

□ 文献番号は，本文で引用した順序になっているか

図・表，写真

□ 図・表は計10点以内としたか

□ 図の説明文（表題）は，図の順に別紙に記載したか

□ 表に縦線を使用していないか
 　　注：表には縦線は使用しない

□ 図・表の挿入希望箇所を，本文の欄外に記載したか

□ 写真の裏面に，筆頭著者名，写真番号，天地を記載したか

投稿直前のチェック

□ 投稿原稿は2部あるか

□ CD-ROM 1部を同封したか

□ 責任者に投稿の最終チェックを受けたか

□ 投稿承諾書を同封したか

□ 利益相反がある場合，利益相反（COI）自己申告書を同封したか

全チェック項目に∨印のある事を確認しました．

　　　年　　　月　　　日，　　著者署名

職　　種

キ
リ
ト
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線
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投稿承諾書
日本人間ドック学会　殿

論文題名：

上記論文は，  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    所属の

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

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

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

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

筆頭著者署名 （Ａ　　　　）

共著者署名 （Ａ　　　　） 共著者署名 （Ａ　　　　）

共著者署名 （Ａ　　　　） 共著者署名 （Ａ　　　　）

共著者署名 （Ａ　　　　） 共著者署名 （Ａ　　　　）

共著者署名 （Ａ　　　　） 共著者署名 （Ａ　　　　）

共著者署名 （Ａ　　　　） 共著者署名 （Ａ　　　　）

共著者署名 （Ａ　　　　） 共著者署名 （Ａ　　　　）

年　　月　　日　提出
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線
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日本人間ドック学会  御中

利益相反（COI）自己申告書

論文題名：

筆頭著者および共同著者の，投稿時から遡って過去3年以内の発表内容に関係する企業・組織また
は団体との利益相反について下記に申告してください．

項　目 該当の状況 有であれば，著者名：企業名などの記載

①報酬額　
1つの企業・団体から年間 100 万円以上

有 ・ 無

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

有 ・ 無

③特許権使用料　
1つにつき年間 100万円以上

有 ・ 無

④講演料　
1つの企業・団体から年間合計 50万円以上

有 ・ 無

⑤原稿料　
1つの企業・団体から年間合計 50万円以上

有 ・ 無

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

有 ・ 無

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

有 ・ 無

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

有 ・ 無

⑨旅費，贈答品などの受領
1つの企業・団体から年間 5万円以上

有 ・ 無

著者名（署名）：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
年　　月　　日　提出
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（様式3）
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INSTRUCTIONS TO AUTHORS
Ningen Dock International

Official Journal of Japan Society of Ningen Dock

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

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

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

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

�e title, abstract, text, acknowledgments, references, tables, and �gure legends should begin on separate 
sheets, with pages numbered, and be typed double-spaced using the 12-point font size in MS-Word.

Files for submission should be prepared in English in a Microso� Word or other �le format that may be 
uploaded to the online system. 

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

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

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

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

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

Types of articles
Original articles: An original article should not exceed 4,000 words, and should be arranged as follows: 
Abstract, Objective, Methods, Results, Discussion, (Conclusion), and (Acknowledgments).
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Case reports: A case report should not exceed 3,000 words, and be arranged as follows: Abstract (which 
should be a brief summary of the content without headings), Introduction, Case report, and Discussion.
Review articles: Review articles should not exceed 5,000 words. Review articles are usually by invitation. 
However, articles submitted without an invitation may also be considered by the Editorial Board.

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

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

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

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

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

Page proofs
�e corresponding author will receive PDF proofs, the author should correct only typesetting errors. A�er 
correcting, page proofs must be returned promptly.

Reprints
�irty reprints of each paper are free, and additional reprints are available at charge in lots of 10, but for 
a minimum order of 50 . Reprints should be ordered on submission of the manuscript as follows: For 
example, “I order 100 reprints: 30 (free) + 70.”

The Editorial Board considers only manuscripts prepared according to the Instructions to Authors, 
and makes decisions regarding the acceptance of manuscripts as well as the order of printing them. All 
published manuscripts become the permanent property of Japan Society of Ningen Dock, and may not be 
published elsewhere without written permission from the Society.
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Check list for submission of papers to Ningen Dock International
Official Journal of Japan Society of Ningen Dock

Categories of manuscript:

  □ Original article (not more than 4,000 words)

  □ Case report (not more than 3,000 words)

  □ Review article (not more than 5,000 words)

Typing:

  □ Manuscript on A4 paper with wide margins

  □ Type double space using 12-point

Title page:

  □ Title of paper

  □ Full names of authors and a�liations without title of MD, PhD, etc

  □ Full name and address of a corresponding author including fax number, telephone number 
and e-mail address.

  □ Running title not more than 50 characters.

Abstract:

  □ Not more than 250 words.

  □ Arranged in the order of Background, Methods, Results, and Conclusion.

  □ Up to four key words.

Text of paper:

  □ Manuscript is arranged in the order of Objective, Methods, Results,  Discussion, (Conclusion), 
(Acknowledgments), and References.

  □ Measurements are expressed in SI units.

  □ Abbreviations are spelled out at �rst usage.

References:

  □ References are numbered consecutively in order of appearance in the text and cited in the text 
using superscript numbers.

  □ Format is consistent with examples in Instructions for Authors.
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Tables:

  □ Each table is given a number and a brief informative title, and appears on separate page.

  □ All abbreviations used are explained in footnotes.

Figures:

  □ Figure legends are appended to the text on a separate page.

  □ �e top of the �gure, the �rst author's name, and the �gure number are indicated lightly in 
so� pencil on the back of the four �gures.

Submission:

  □ Check list, agreement, cover letter, manuscript (title page, abstract, text, acknowledgments,  
and references), �gure legends, tables, �gures and/or photos prepared in due form.

  □ One set of the original manuscript and three sets of the copies (with original photos, if any)  
are submitted.

  □ All pages are numbered.

Date:

Name (print) 　　　　　　　　　　　　　　　Signature
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O�cial Journal of Japan Society of Ningen Dock's Agreement

1. �e authors undersigned hereby a�rm that the manuscript entitled :

is original and does not infringe any copyright, and that it has not been published in whole or in part 
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日本人間ドック学会誌 略語一覧
略語 正式名（英） 正式名（和）

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

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

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

　日本人間ドック学会刊行の「人間ドック」の複写に係る著作権管理を，一般社団法人学術
著作権協会に委任いたしました．
　したがいまして，今後，「人間ドック」の複写については無断複写ができないこととなり，
「人間ドック」の複写に際しては下記の団体からの許諾が必要となります．
　ここに，“著作権管理委託についての通知”をいたします．

記

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

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

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

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

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

　　公 益 社 団 法 人
日本人間ドック学会
理事長　篠原　幸人
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編集後記

年の瀬を迎え，皆様いかがお過ごしでしょうか．
今月は，平成最後の年末となります．
30年前，当時の官房長官であった小渕恵三元総理

がボードを掲げ「新しい年号は“平
へいせい

成”であります」と，
テレビで放送されたのが，つい先日のような気がし
ます．来年5月には，皇太子が新天皇となり元号も
変わります．

2020年には東京オリンピック，2025年には大阪
万博が行われます．また2025年には団塊の世代が後
期高齢者の仲間入りをします．高齢者が若者と手を
携えて明るい社会を築くことを願っています．
人間ドック第33巻第4号の巻頭言は，本学会副理
事長の和田高士先生による聴力検査の重要性と認知
症リスクに対するご提言です．これからの高齢化社
会では，認知症が問題となりますが，認知症発生リ
スクのなかで占める割合が最も高かった項目は，中
年期の聴力悪化とのことです．したがって，これを
早期に発見するには，従来の定性的評価ではなく，
定量的評価が必要であると述べられています．総説
は，清水正雄先生らによる健診分野の画像診断にお
ける放射線被ばくの現状と今後についての解説です．
現在，人間ドック健診においてX線画像診断は欠か
すことのできない項目となっています．しかし，日
本は世界的にみて医療被ばくの多いことが知られて
おり，特に健康確認を目的とする健診分野では，そ
の低減が必須と思われます．本編では放射線検査
ごとの被ばく線量と実行線量が示されており，放射
線の健康影響についても触れられています．さらに
放射線被ばくの低減について具体的な方法も示され
ています．皆様の施設におかれましても，これらを
参考に放射線被ばくの低減をぜひ行っていただきた

いと思います．特別寄稿として，本誌の編集委員長
である荒瀬康司先生が，論文投稿に際しての統計学
的記述の留意点についてまとめられています．内容
は，統計リテラシー，研究デザイン，データの表現
法，要約統計量，推計，仮説検定，検定法の選択，
リスク比とオッズ比，多変量解析，生存分析等にお
ける注意点と多岐にわたります．一読しただけでは
難解なため，論文作成にあたっては本稿を精読され，
投稿の際の参考にしていただければと思います．ま
た荒瀬先生には，統計学についての解説を解りやす
く書かれたものをシリーズとしてご発表いただけれ
ば，学会誌のレベルアップに寄与するものと考えま
す．原著論文は5編で，胃X線検査によるヘリコバ
クター・ピロリ感染判定システムの考案を行った論
文，肝機能異常を示す受診者をパターン別に分類し，
その臨床背景を検討した論文，健診後の二次検査受
診率向上に対する取り組みと評価および今後の課題
について検討した論文，睡眠時間の最も短い40～50
歳代女性を対象に，睡眠の確保に影響を及ぼす要因
を検討した論文，壮・中年におけるロコモティブシ
ンドロームの実態を分析した論文と様々な分野から
投稿されています．症例報告では，便潜血検査陽性
で発見された腸管嚢胞状気腫症が報告されています．
また，和田高士先生より日本人間ドック学会の

2014年度集積データ解析（その4）として，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を解析され，両者の有所見
選定基準に大きな差異はないと推測されています．
まもなく新しい年を迎えます．日本人間ドック学
会誌も，さらなる飛躍の年となりますよう，皆様か
らの投稿をお待ちしております．

（笹森　斉）
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