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2019年3月28日

人間ドックにおける喫煙に関する標準的問診の一部改訂と解説

日本人間ドック学会　　　　
学術委員会　喫煙対策委員会

委員長　中村正和

　「人間ドックにおける喫煙に関する標準的問診」については，会員施設における禁煙活動の推進を目的に，
2012年2月20日付けの会告として本学会学会誌「人間ドック」（第26巻第5号，2012年）において提言いたしま
した．その後，第2期特定健診・特定保健指導における喫煙の保健指導の強化に伴い，厚生労働省から「標準的
な健診・保健指導プログラム」（改訂版）の「保健指導のための禁煙支援簡易マニュアル」で示された「喫煙に関す
る質問票」に沿って改訂版を作成し，2013年2月28日付けの会告として提言しました（「人間ドックにおける喫
煙に関する標準的問診の一部改訂と解説」（第27巻第5号， 2013年））．
　2018年度からの第3期の特定健診・特定保健指導において，喫煙に関する質問に最近流行している加熱式た
ばこや電子たばこの使用実態の把握が追加されました．それに伴い厚生労働省から示された「標準的な健診・保
健指導プログラム【平成30年度版】」の「喫煙・受動喫煙に関する質問票」や特定保健指導用の詳細な質問項目を
もとに，「人間ドックにおける喫煙に関する標準的問診」の改訂版を作成しました．以下に改訂版の構成内容と
問診票を示します．
　改訂した問診票の使い勝手を検討するため，本委員会委員が所属または関係する5施設においてパイロット調
査を実施しました．問診票の使い勝手については特に問題がありませんでしたが，紙巻たばこのほか，加熱式
たばこや電子たばこについて説明が必要との意見があり，これらの追加と一部の回答欄を変更して最終版とし
ました．パイロット調査の結果については，本誌に掲載された喫煙対策委員会報告（第33巻第5号，730-738， 
2019年）をご参照ください．

改訂した問診票の構成内容
1. 受動喫煙の曝露状況の把握 Q1～Q2
2. 喫煙状況の把握（加熱式たばこ等を含む）
　　現在の喫煙状況 Q3
　　特定健診の喫煙者を定義する質問 a1），a3），a4）
　　　生涯喫煙総本数，6ヵ月以上の喫煙歴の有無，
　　　最近1ヵ月間の喫煙状況
　　喫煙年数 a2），b5）
　　ニコチン依存度の簡易判定 a5），a6）
　　たばこの種類の把握 a6），a7） ，b6）
　　1日喫煙本数 a6），b6）
　　禁煙した時期 b1），b3），b4）
3. 施設の禁煙活動のモニタリングと評価
　　禁煙の関心度 a8）
　　禁煙経験・試行と禁煙方法 a9），a10），a11），b2）

（注） 上述の「喫煙・受動喫煙に関する質問票」に示されている「ニコチン依存症のスクリーニングテスト」と「禁
煙の自信」の項目を除外したのは，質問の数が多くなることを考慮したためです．必要に応じて追加して
ください．

会　告
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【解　説】
Q1， Q2　受動喫煙の曝露状況の把握
職場や家庭において受動喫煙の曝露状況を調べるための質問である．その曝露状況を踏まえて受動喫煙に関
する情報提供（受動喫煙の健康影響や受動喫煙を避けるためのアドバイス）を行う．

Q3　喫煙状況の把握（加熱式たばこ等を含む）
喫煙状況を把握するための質問である．紙巻たばこのほか，加熱式たばこや電子たばこの使用状況を把握する．
　a）喫煙者への質問

a1） 3） 4）
特定健診で喫煙者（現在，たばこを習慣的に吸っている者）を把握するための質問である．

a2）
喫煙年数を把握する質問である1日喫煙本数（質問a6）との積から，健康保険による禁煙治療における患者
要件であるブリンクマン指数を算出する．

a5）
ニコチン依存度の程度を2問で把握するHSI（ファーガストロームの依存度指数6問の短縮版）の1問であ
る．もう1問は，1日喫煙本数である．この質問は尿中のコチニンや呼気COの相関があり，ニコチンの体内
への取り込みの程度をみる（血中ニコチン濃度を推測する）指標である．これら2項目は，禁煙試行後の少な
くとも1ヵ月間以上の禁煙継続率を予測する独立した要因であることが報告されている 1）．1日喫煙本数が多
いほど，また朝目覚めてから最初のたばこを吸う時間が短いほど，ニコチン依存度が高いと判定され，禁煙
外来への誘導を行う上で参考となる．

a6）
使用しているたばこの種類とその1日の喫煙量を把握する質問である．

a7） 
加熱式たばこや電子たばこを使用する前の紙巻たばこの使用の有無を把握するための質問である．

a8）
喫煙者の禁煙の関心度（喫煙のステージ）を把握するための質問である 2）．後述する禁煙試行率と組み合わ

せることにより，日本人間ドック学会会員施設での禁煙推進活動の進展度を評価することができる．禁煙の
関心度と禁煙との間には禁煙介入の有無に関わらず正の相関関係がみられており，禁煙の関心が高いほど禁
煙率が高い 3,4）．

a9）
過去の禁煙経験とその際に用いた禁煙方法について把握する質問である．この指標により，禁煙試行者が
禁煙成功につながりやすい禁煙方法を用いているかどうかがわかる．

a10）
過去1年間に禁煙を試みたかを把握する質問である．この指標は，前述の禁煙の関心度や年間禁煙率（継年
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受診者における健診・ドックの問診票データによる分析により把握）とともに，喫煙者集団における禁煙関連
行動の変化を把握するための指標として国際的に広く用いられている 5-7）．その割合が高いほど，社会や組織
としてのたばこ規制・対策が進んでいるとみなすことができる．わが国の年間禁煙試行率は約30%と，先進
諸国の中では低いのが現状である 8）．

a11）
過去1年間の禁煙試行者に対して，禁煙が最も長く続いた時の禁煙方法について把握するための質問であ
る．この指標と上述の質問a9）により，禁煙試行者が禁煙成功につながりやすい禁煙方法を用いているかど
うかがわかる．わが国の現状として，禁煙試行者の約80%が自力による方法を用いており，自力に比べて禁
煙成功につながりやすい禁煙治療を利用している割合は1割に満たない 8）．今後，禁煙試行者における禁煙成
功率を高めるためには，禁煙治療の利用を促す情報提供や ICTなどの活用による禁煙治療へのアクセスの改
善が望まれる．その意味では人間ドック健診施設の役割が大きい．

b） 禁煙者への質問
b1）
禁煙時期を把握する質問である．禁煙時期が最近1年以内かどうかを把握し，年間禁煙試行率を算出に用

いる．また，当該の対象者に対しては禁煙したことを褒めて，それを続けるよう伝える．

b2）
現在の禁煙につながった禁煙方法を把握するための質問である．

b3） 4）
禁煙時期を詳しく把握するための質問である．禁煙からどの程度経過しているのかを把握し，禁煙が安定
しているのか，喫煙の影響からどの程度回復しているのかをみるために用いる．

b5）
　喫煙年数を把握する質問である．1日喫煙本数との積から，ブリンクマン指数を算出する．

b6）
使用していたたばこの種類とその1日の喫煙量を把握する質問である．

［引用文献］
1） Borland R, et al: The reliability and predictive validity of the Heaviness of Smoking Index and its two 

components: �ndings from the International Tobacco Control Four Country study. Nicotine Tob Res. 2010; 
12 Suppl: S45-50.

2） 中村正和：行動変容のステージモデルに基づいた禁煙サポート．治療 2000；82（2）：135-142.
3） Nakamura M, Masui S, Oshima A, Okayama A, Ueshima H, et al: Effects of Stage-matched Repeated 

Individual Counseling on Smoking Cessation: A Randomized Controlled Trial for the High-risk Strategy by 
Lifestyle Modi�cation (HISLIM) Study. Environmental Health and Preventive Medicine. 2004; 9(4): 152-
160.
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4） 発がんリスクの低減に資する効果的な禁煙推進のための環境整備と支援方策の開発ならびに普及のための
制度化に関する研究（研究代表者　中村正和）．平成22年度厚生労働科学研究費補助金第3次対がん総合戦
略研究事業研究報告書．2011．

5） CDC: Tobacco Use Among Adult-United States, 2005. MMWR Mortal Wkly Rep. 2006; 55(42): 1145-
1148.

6） National Statistics: Smoking related behaviour and attitudes 2004. O�ce for National Statistics. 2005.
7） Cokkinides E.V, Ward E, Jemal A, et al: Under-Use of Smoking-Cessation Treatments Results from the 

National. Health Interview Survey, 2000. American Journal of Preventive Medicine. 2005; 28(1): 119-122.
8） 中村正和：わが国における喫煙者の禁煙行動の実態と今後の禁煙推進方策の課題．日本禁煙医師連盟通信 

2011；20（1）：2-6．
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日本人間ドック学会　
医師個人会員　各位

人間ドック健診専門医制度委員会

学会誌　単位加算の対象論文について

　現在，学会誌に掲載の投稿論文については，人間ドック認定医および人間ドック健診専門医資格の
単位加算は，主に原著論文が対象となっておりましたが，2019年4月以降，発刊される学会誌『人間ドッ
ク』および英文誌『Ningen Dock International』に掲載される総説等の論文についても，原著論文と同様
に単位加算されることとなりました .
　是非，本学会学会誌へ投稿していただけますようお願い申し上げます．
　皆様からの投稿論文をお待ちしております．

記

2019年4月以降に発刊される
学会誌『人間ドック34巻』・英文誌『 Ningen Dock International Vol.7 』より，掲載された原著論
文および総説・症例報告・短報等の論文に関しては，下記のとおり単位が加算されることとな
ります．

　　※対象論文：原著・総説・症例報告・短報等の論文（巻頭言・委員会報告等は除きます）

　　　【人間ドック認定医（医師会員）】
筆頭著者 共同著者

学会誌　人間ドック　原著・総説 7単位 1単位
学会誌　人間ドック　症例報告・短報 5単位 1単位
英文誌　Ningen Dock International　原著・総説 10単位 1単位
英文誌　Ningen Dock International　症例報告・短報 8単位 1単位

　　　【人間ドック健診専門医】
筆頭著者 共同著者

学会誌　人間ドック　原著・総説 7単位 1単位
学会誌　人間ドック　症例報告・短報 5単位 1単位
英文誌　Ningen Dock International　原著・総説 10単位 2単位
英文誌　Ningen Dock International　症例報告・短報 8単位 1単位

　　※なお，上記は，医師個人会員に付与される単位となります．
　　　ご不明な点等ございましたら，学会事務局までお問い合わせください．

以上
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2019年度の研修会開催について，ご案内いたします．
申込み方法等をご確認の上，事前登録し，研修会にご参加ください．

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

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

A） 人間ドック認定医は，終了後配布する  7単位シール  を『単位確認表』＜ピンク色台紙＞に貼付の上，
管理してください．

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

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

（新制度専門医は，HP上の単位取得画面よりログインし，単位確認（事務局管理）となります．研修
会終了後，修了証  の提出をもって単位を加算するので，後日ご自身で単位数をご確認ください．）
※ なお，修了証  の提出がない，氏名記入のない場合は，参加されても単位加算はできませんので 

ご注意ください！（当日提出した修了証以外は無効となります）

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

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

★オンライン登録手順
① オンライン登録ボタンより進み，まずメールアドレスを入力･送信してください．
 ※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，本登録してください．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ください．】
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ください．

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

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

人間ドック健診認定医・専門医研修会
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2019年度人間ドック健診認定医・専門医研修会　開催案内

●2019年第2回人間ドック健診専門医研修会（岡山）
（第52回人間ドック健診認定医・専門医研修会）

日　　時：2019年7月27日（土）　9：20～12：45
会　　場：ホテルグランヴィア岡山
定　　員：1,000名（定員になり次第，受付終了）
申込開始：5月10日（金）より

●2019年第3回人間ドック健診専門医研修会（神戸）
（第53回人間ドック健診認定医・専門医研修会）

日　　時：2019年10月27日（日）　12：20～15：45（予定）
会　　場： 神戸国際会議場
定　　員：680名（定員になり次第，受付終了）
申込開始：8月上旬より
　　　　　※詳しくは，詳細等決まり次第，学会誌およびホームページにてご案内します

●2019年第5回人間ドック健診専門医研修会（東京）　　　
（第54回人間ドック健診認定医・専門医研修会）

日　　時：2020年3月8日（日）　12：20～15：45（予定）
会　　場：東京ビッグサイト（予定）
定　　員：900名（定員になり次第，受付終了）
申込開始：2020年1月上旬より
　　　　　※詳しくは，詳細等決まり次第，学会誌およびホームページにてご案内します

※ 2019年第1回・4回人間ドック健診専門医研修会は，日本総合健診医学会主催の研修会となり，
 新制度専門医のみが参加対象となりますのでご注意ください．

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

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



IV

ドック会発第 589号
 2019年 3月 28日

各　位

日本人間ドック学会 理事長　篠原幸人
＜公印省略＞

2019年第 2回人間ドック健診専門医研修会の開催について（ご案内）
（第 52回人間ドック健診認定医・専門医研修会）

1．日　　時　　2019年 7月 27日（土）9：20～ 12：45（受付 8：30～ 9：20）
2．会　　場　　ホテルグランヴィア岡山（〒 700-8515 岡山県岡山市北区駅元町 1番 5 　 TEL：086-234-7000（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　　1,000名
5．取得単位　　7単位
6．参 加 費　　1名様　10,000円（資料代込）　☆当日参加費受領後，領収書発行します．
7．申込方法　　日本人間ドック学会公式サイト http://www.ningen-dock.jp/よりオンライン登録．

 2019 年 5 月 10 日（金）よりオンライン受付を開始します．
※オンラインでの登録が困難な場合は下記事務局担当までご連絡ください．
お問合わせ先：日本人間ドック学会　事務局　認定医・専門医研修会担当

TEL：03-3265-0079（9：00～ 17：00　平日のみ）
8．連絡事項　　※受付は 9：20にて終了します．9：20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）」
に貼付してください．

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ください．

※講演中の写真撮影・録音・録画は，固くお断り致します．

＜会場案内図＞

【会場までのアクセス】
○ JR「岡山駅」直結
○岡山空港より車で 30分
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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）

【2019年 7月 27日（土）9：20～ 12：45　ホテルグランヴィア岡山】
※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

プログラム（敬称略）

8：30～ 9：20 受　付

9：20～ 9：30 開会挨拶

9：30～ 10：30 「認知症，とくにその診断と予防について」

 金丸　和富　　地方独立行政法人 東京都健康長寿医療センター　脳卒中科　部長

10：30～ 11：30 「（健診における）肺がんの最新知見」

 大平　達夫　　東京医科大学　呼吸器外科　教授

11：30～ 11：45 *******************　休　憩（15分）******************* 

11：45～ 12：45 「判例から学ぶ人間ドック・健診における医療安全」

 日山　亨　　　広島大学保健管理センター　准教授
※ 本講演は，人間ドック健診専門医更新単位の『医療安全・医療倫理に関する研修』対象となりますので，
本研修会の受講で 1単位分取得可能です．

12：45～ A）参加証明シール配布・B）修了証提出

●申込開始日：5月 10日（金）　　※定員　1,000名（定員になり次第締切）

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

★下記手順に従いお申し込みください．
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･送信してください．
 ※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，本登録してください．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ください．】

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ください．

 ※登録できない，または「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ください．

★オンライン登録が困難な場合は，恐れ入りますが下記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 3 講演は医療安全・医療倫理対象講演ですので，新制度専門医は 1 単位が加算されます（上限 2 単位）．

★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ください．（定員調整の為お手数ではありますがご協力ください）

　　お問合せ先：日本人間ドック学会　事務局　認定医・専門医研修会担当
TEL：03-3265-0079（9：00～ 17：00　平日のみ）　FAX：03-3265-0083
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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『2018年度人間ドック健診専門医認定・更新者』には，3月末に
専門医認定証および今後の単位取得方法について等，書類を郵送いたします．

  【認定期間：2019年 4月 1日～ 2024年 3月 31日　5年間】

・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・両
学会以外の企画上限 20単位）を認定期間内に取得してください．

・認定期間を変更した人間ドック認定医認定証（有資格者）も同封します．

・新規認定の専門医は単位管理方法が変わります．詳しくは，送付した書類をご確認ください．

　② 研修施設・指導医　新制度認定について

2018年度認定された研修施設・指導医には，3月末に認定証等を郵送いたします．

  【認定期間：2019年 4月 1日～ 2024年 3月 31日　5年間】

※暫定研修施設・暫定指導医等には，3月末に委嘱状を郵送いたします．

　③  2018年度に認定（更新）された専門医認定者一覧および（暫定）研修施設・指導医一覧等を『人
間ドック健診専門　新制度HP：http://www.senmoni.jp/』に掲載いたします．

　④ 2019年度人間ドック健診専門医認定試験
日　時：2019年 10月 20日（日）13：00～ 15：00（※試験終了 14：40）
会　場： 品川フロントビル：東京（予定）

※ 6月末，2019年度版の受験申請入力フォームを専門医HPに掲載します．
※「人間ドック健診専門医試験問題集 2019年改訂版」を 7月初旬頃販売予定です．
※認定試験の詳細等は，決まり次第，HP等でご案内いたします．

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

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

【セルフトレーニング問題 2018について】
2018年度セルフトレーニング問題の解答・解説を掲載いたします．
セルフトレーニング問題（25問）については，2018年 9月発行の学会誌『人間ドック 33-3号』
をご確認ください．

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

●問題数：25問
●採点料：2,000円

◆次回（2019年）スケジュール（予定）

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

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

学会事務局に申請してください．

12月末：採点業務を行い，採点結果および解答・解説を通知します．

注！ 対象者以外の方が申請しても単位加算とはなりませんのでご注意ください．

※セルフトレーニング問題に関するお問合せは下記までお願いします．

人間ドック健診専門医制度委員会事務局：senmoni@ningen-dock.jp

人間ドック健診専門医制度

セルフトレーニング問題
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◆セルフトレーニング問題2018◆

　　 ■ 解答と解説 ■

解答：（c）

解説
我が国の個人情報保護法は2003年に制定された．日本に先だって制定された西欧諸国の個人情報保護
法は，1980年のOECD（経済協力開発機構）で協議され，1980年にプライバシーと情報の自由な流通と
いう競合する価値観の調和が協調され，「プライバシー保護と個人データの国際流通についてのガイド
ラインに関するOECD理事会勧告」が採択された．この中に「OECD8原則」があり，その後の個人情報の
考え，取り扱いのスタンダードになった．この8原則と欧州統合のなかで1995年に「個人データ保護指令」
が制定され，2018年には「一般データ保護指令」が承認された．OECD8原則を背景に，2003年に個人情
報保護法が我が国で成立，2015年に個人情報を取り巻く環境の変化に対応すべく改正がはかられ，2017
年5月に改正個人情報保護法が全面施行された．（詳細の流れは「個人情報保護法の知識」，岡村久道（著），
日本経済新聞出版社発行，2017年第4版を参照）
このため（a）は正しい．
改正で，取り扱いが厳しい「要配慮個人情報」がもうけられ，人種，信条，社会的身分，病歴，犯罪の経歴，
犯罪により害を被った事実その他本人に対する不当な差別，偏見その他の不利益が生じないように特に
配慮を要するものとして政令で定める記述等が含まれる個人情報は，「要配慮個人情報」とされた．
今回の改正で，取り扱う個人情報が5,000件以下の小規模取扱業者も対応することが必要になった．
したがって，小規模のドック健診の取り扱いでも，すべて本保護法の対象になった．
個人情報は，原則として目的外で利用してはいけないが，例外的な場合が定められている．たとえば，

「人の生命，身体又は財産の保護のために必要である場合で，本人の同意を得ることが困難であるとき」
がある．
以上から，（b），（d），（e）は正しい．
第三者提供には，あらかじめ本人の同意を要するが，同意なしに第三者に提供できる場合には，
・法令に基づく場合，
・国の機関などが法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって，本人
の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき．
・「オプトアウト」の方法を用いるとき．
などがある．法令の定め事務を遂行するときは，本人の同意は不要である．したがって，（c）は誤り
である．正解は，（c）となる．

＜参考文献＞
1）「個人情報保護法の知識」，岡村久道（著），日本経済新聞出版社発行，2017年，第4版
2）影島広泰（監修）：「これで安心！個人情報保護・マイナンバー」日本経済新聞社発行，2017年

問題 1
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解答：（b）

解説
高血圧の治療計画を立てるにあたり，血圧値の分類，危険因子の評価を行う．血圧値により，至適血圧，
正常血圧，正常高値血圧，Ⅰ度高血圧，Ⅱ度高血圧，Ⅲ度高血圧，（孤立性）収縮期高血圧に分類する（表
1）が，本例はⅡ度高血圧に該当する．血圧値のほかに，血圧以外の危険因子，高血圧性臓器障害，心血
管病の有無（表2A，B）により高血圧患者を低リスク，中等リスク，高リスクの3群に層別化（表3）する．
本例は，心電図上，左室肥大が疑われ，蛋白尿陽性，眼底検査で高血圧性変化が認められたことから，
既に高血圧性臓器障害がある．さらに，リスクの層別化（表3）に応じた治療計画を立て，生活習慣病の
修正をすべての患者に徹底させながら，降圧目標達成のために必要に応じて降圧薬治療を開始する．
本例の場合，高リスクに該当する（図）ため，直ちに降圧薬治療を行うことが望ましい．

問題 2

表 1　成人における血圧値の分類（mmHg）

高血圧治療ガイドライン 2014より引用

表 2　高血圧管理計画のためのリスク層別化に用いる予後影響因子

高血圧治療ガイドライン 2014より引用
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解答：（a）

解説
関節リウマチ（rheumatoid arthritis：RA）では，2010米国リウマチ学会（ACR）/ヨーロッパリウマチ
学会（EULAR）RA分類基準でも明記されているように，大関節に比べ，手指の近位指節間（proximal 
interphalangeal joint：PIP）関節，中手指節（metacarpophalangeal joint：MCP，MP）関節および手関節
などの小関節に，関節炎を生じる．ただし，関節炎が，遠位指節間（distal interphalangeal joint：DIP関
節）に生じることは極めて稀である．これは，滑膜組織が，DIP関節に少ないためである．DIP関節節の
腫脹と圧痛を認める場合は，変形性関節症を念頭におかなければならない．

＜参考文献＞
Kaburaki J, Kuwana M: How to detect early stage rheumatoid arthritis （RA） in persons undergoing Ningen Dock 
（Health evaluation and promotion）. Ningen Dock International 2014; 1: 24-33.

表 3　診察室血圧に基づいた心血管病リスク層別化

高血圧治療ガイドライン 2014より引用

図　初診時の高血圧管理計画
高血圧治療ガイドライン 2014より引用

問題 3
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解答：（a）,（c）

解説
日本整形外科学会等が提唱する7つの自己チェック（ロコチェック）とは，（1）片脚立ちで靴下がはけな

い，（2）家の中でつまずいたりすべったりする，（3）階段を上るのに手すりが必要である，（4）家のやや
重い仕事が困難である，（5）2 kg程度（1 Lの牛乳パック2個程度）の買い物をして持ち帰るのが困難であ
る，（6）15分くらい続けて歩くことができない，（7）横断歩道を青信号で渡り切れない．

解答：（b）,（d）

解説
世界各国の慢性閉塞性肺疾患（COPD）の有病率は10%前後とする報告が多い．今後数十年間は，人口
の高齢化や高喫煙率の国々のために患者数が増加すると予測されている．
厚生労働省の統計によると2016年のCOPDによる死因順位は男性で高く，第8位であった．今後の見

通しとして，COPDの死亡順位は確実に上がると予想されており，その理由として以下のことが考えら
れる．①心疾患や感染症など他の原因による死亡の減少に伴ってCOPDは順位を上げていく．②現在，
心不全，肺炎で死亡したとされている人の中にCOPD死が含まれると考えられるため，COPD診断率
の向上によりCOPD死はランキングがさらに上がる．住民調査による大規模なCOPD疫学調査である
NICE study：Nippon COPD Epidemiology studyの結果では，スパイロメトリーで40歳以上の10.9%（男
性16.4%，女性5.0%）に気流閉塞が認められた．喘息による影響を除いても日本人のCOPD有病率は8.6%
と推測され，世界の国々と同程度に高いことが示された．気流閉塞が認められた被験者の中で，すでに
COPDと診断されていたのは9.4%にすぎなかった．NICE studyから推測すると，日本人の40歳以上の
8.6%（530万人），70歳以上では約210万人がCOPDに罹患していると考えられる．
医師の診断に基づいた患者調査を大幅に上回るNICE studyの有病率の高さは，COPDが適切に診断

されていない現状を反映していると考えられる．

解答：（e）

解説
腎実質内で高エコーを来す疾患には，血管筋脂肪腫（典型例では腎中心部エコーと同等），腎結核によ
る漆喰腎（腎外縁部が音響陰影を伴う高エコー），尿酸塩の沈着（腎実質内），出血性嚢胞および腎杯憩室
（内部のデブリまたは石灰乳が高エコーとなりしばしば実質内病変のようにみえる）などがある．内部変
性を伴う腎細胞癌が淡い高エコーを呈する結節像を示すことは忘れてはならない．胎児性分葉腎は高エ
コー病変になることは稀である．

問題 4

問題 5

問題 6
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解答：（a）

解説
日照時間の曝露不足はビタミンDの低下を引き起こし骨密度を低下させる．プレドニゾロン換算で1
日5 mg以上の経口ステロイド治療は，骨密度を低下させ骨折リスクを高めるという報告がある．骨粗鬆
症は特に女性で頻度が高く，さらに閉経後に増悪する．その他の危険因子で加齢，人種（白人），遺伝素因，
遅い初経，早期閉経，カルシウムとビタミンDの摂取不足（牛乳・乳製品，大豆製品，きのこ，小魚など），
運動不足，関節リウマチ，喫煙などが挙げられている．低BMIは低骨密度になり骨折リスクとなり，肥
満についてはむしろ骨密度に保護的に働くとの報告がある．

解答：（b）

解説
家事でも時間が長くエネルギー消費量が多ければ，減量効果があり，メタボリックシンドロームを改善
する効果が期待できる．運動強度が高くても時間が短ければ消費エネルギー量は少なく，減量効果は小さ
い．食事の介入がなくても身体活動の効果はすでに実証されている．なお，高度な肥満者でも運動方法を
傷害予防などについて工夫すれば運動による減量はできるが，運動や身体活動には心血管事故や整形外科
的傷害などの副作用があり得るので，注意が必要である．

解答：（b）,（d）

解説
意義不明の単クローン性ガンマグロブリン血症（monoclonal gammapathy of undetermined signi�cance：

MGUS）は，以前に良性単クローン性ガンマグロブリン血症と呼ばれていた疾患であり，多発性骨髄腫
への進展率は年間およそ1%，累積進展率は10年で12%と報告されている．本疾患は血中に量的に少な
い（3 g/dLまで）がM蛋白を認める．ベンス・ジョーンズ蛋白（BJP）は免疫グロブリンの軽鎖であり，M
蛋白として本疾患に存在することもある．骨病変などの臓器障害は認められない．また本疾患では多ク
ローン性の形質細胞は抑制されずに存在しており，正常免疫グロブリンは抑制されていない．

＜参考文献＞
International Myeloma Working Group: Criteria for the classi�cation of monoclonal gammopathies, multiple myeloma 
and related disorders: a report of the International Myeloma Working Group. Br J Haematol 2003; 121: 749-757.

問題 7

問題 8

問題 9
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解答：（b）,（d）

解説
甲状腺がんには，乳頭癌・濾胞癌・未分化癌・髄様癌があり，その他の甲状腺腫瘍としては，悪性リン
パ腫や転移性がんがある．甲状腺がんでは，甲状腺蛋白であるサイログロブリンが異常高値になることが
多く，血中カルシトニンやCEAが上昇することも知られている．エラスターゼ1は膵臓がんの腫瘍マーカー
であり，PSAは前立腺がんの腫瘍マーカーとして良く知られている．

解答：（a）,（b）

解説
原発性アルドステロン症（PA）は，アルドステロンの過剰により高血圧，レニン分泌の抑制，低カリウム
血症，低マグネシウム血症，代謝性アルカローシスを呈する二次性高血圧である．PAの頻度は従来考え
られていたよりも頻度が高く，高血圧者の約3～10%を占めると報告されている．すべての高血圧でPAを
疑う必要があるが，診断の手がかりとして，特に低カリウム血症合併例，II度以上の高血圧，治療抵抗性
高血圧，副腎偶発腫瘍合併例，40歳以下で脳血管疾患などの臓器障害合併例では，積極的にスクリーニン
グ検査を行う．最近は約3/4が正常血清カリウムとの報告があり，低カリウム血症がなくてもPAを除外で
きない．スクリーニング検査では，血漿アルドステロン濃度（PAC）と血漿レニン活性（PRA）の比，PAC/
PRA比が有用であり，200以上を目安とする．機能確認検査では，アルドステロンのRA系非依存性の自
動性分泌を証明する機能確認検査を実施する．検査にはカプトプリル負荷試験，フロセミド立位負荷試験，
生理食塩負荷試験がある．カプトプリル負荷試験は特異度が若干低いが感度は優れており，簡便なため外
来でも実施可能である．局在診断には副腎CT，副腎シンチグラフィー，副腎静脈サンプリングで総合的
に判断する．副腎静脈サンプリングでは，ACTH負荷後の副腎静脈血中PACが診断に有用である．

解答：（c）,（d）

解説
眼位，視野検査は含まれていない．視力は裸眼視力または眼鏡，コンタクトレンズによる矯正視力．眼
圧は空気眼圧計（非接触性眼圧計）を用いる．眼底検査は無散瞳カメラによる眼底写真で判定する．

問題 10

問題 11

問題 12



XV

解答：（d）

解説
正常老化に伴い通常，大脳萎縮は徐々に進行する．慢性腎不全，血液透析例では大脳萎縮が目立つ．ア
ルコール多飲例では小脳および大脳萎縮が目立つ．特発性正常圧水頭症例では脳室やシルビウス裂は拡大
するが，脳溝はむしろ狭小化し大脳萎縮がマスクされることが多い．認知症例では通常，大脳萎縮がみら
れるが，逆に大脳萎縮を有する例が将来，認知症に罹患するとは限らない．

解答：（d）

解説
本症例は，リウマチ性多発筋痛症と診断される．本疾患では，両側肩の疼痛・こわばりがあり，発症後

2週間以内で症状が完成する．また，年齢が65歳以上であることが多く，赤沈値40 mm/時間以上の急性
炎症所見，朝のこわばり，体重減少あるいはうつ症状，両側上腕筋の圧痛を伴うことがある．しかし，筋
力低下，CKといった筋源性酵素の上昇はない．側頭動脈炎を合併することがあり，治療として，プレド
ニゾロン（PSL）10～20 mg/日が有効である．関節リウマチの診断では，関節腫脹が臨床所見として必須で
あり，確定診断後，禁忌でない場合メトトレキサート（MTX）が治療の中心である．

解答：（b）,（c）

解説
原発性アルドステロン症の腺腫は直径1 cm未満でも高血圧を端緒に診断される例が増えており，偶発

腫から診断されるのは10%未満といわれている．特に腹部超音波で見つかる可能性は少ない．褐色細胞腫
は症状を出す時点での腫瘍径は比較的大きく，偶発腫から診断される割合も20%台と報告されている．クッ
シング症候群は両者の中間程度である．サブクリニカルクッシング症候群については，その概念が提唱さ
れたきっかけがそもそも偶発腫である．中心性肥満等の臨床症状を欠き，非機能性腺腫のようだが内分泌
学的にコルチゾールの自律性分泌が証明されるものをいう．非機能性腫瘍とともに原則として100%が偶
発腫を端緒として診断される．重要な点は，サブクリニカルクッシング症候群ではしばしば高血圧や耐糖
能障害を伴い，腫瘍摘除によりこれらが改善する例が報告されていることである．極めて少ない頻度であ
ろうが，いわゆるメタボリックシンドロームの中に治癒可能なサブクリニカルクッシング症候群が隠れて
いる可能性がある．

問題 13

問題 14

問題 15
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解答：（a）,（d）

解説
胆嚢ポリープが10 mm以上で増大傾向を認める場合，または大きさにかかわらず広基性の場合，胆嚢癌

の頻度が高まるため，胆嚢摘出術が推奨される．
一方，胆嚢コレステロールポリープは，しばしば多発して認められる．胆汁中のコレステロールエステ
ルが粘膜に付着するのが成因とされており，良性の変化のため手術は必要ない．
無症状の胆嚢結石を経過観察すると，年間2～3%で疼痛発作をおこす懸念があるが，胆嚢癌の発生は年

0.01～0.02%と低い．したがって，超音波検査などによる胆嚢が評価できる場合は，癌の発生を理由とし
て手術を推奨することは適当ではない．
胆管拡張型の膵・胆管合流異常では，標準的治療は予防的胆嚢摘出と肝外胆管切除術と考えられている．
一方，胆管非拡張型では胆嚢癌の発生は非常に高率であり予防的胆嚢摘出を行うことに関して異論はない
が，胆管切除に関しては統一した見解が得られていない．
胆嚢摘出後は，軟便下痢を生じる傾向にあるが，消化吸収が低下することを証明した信頼のおける報告
はない．胆汁酸の腸肝循環は増加することでプールサイズは保たれ，脂質の吸収障害は生じない．ただし，
二次胆汁酸が増加し，大腸粘膜から水分泌が増加し，便中の水分量が増加すると考えられている．

解答：（c）,（e）

解説
職域におけるがん検診に関するマニュアル（平成30年3月 厚生労働省）によると，死亡率減少効果を認め，

かつ，不利益も比較的少ない推奨レベルA及びBで，対策型がん検診でも任意型がん検診でも実施が推奨
されるがん検診の種類は，胃がん検診，子宮頸がん検診，乳がん検診と大腸がん検診である．
胃がん検診の検査項目は，問診に加え，胃部エックス線検査または胃内視鏡検査のいずれかで，対象年
齢は50歳以上の者とするが，胃部エックス検査については，当分の間，40歳以上の者を対象としても差
し支えないとしている．受診間隔は，原則として，2年に1回．なお，胃部エックス線検査を年1回実施し
ても差し支えないとしている．
子宮頸がん検診の検査項目は，問診，視診，子宮頸部の細胞診及び内診とし，必要に応じて，コルポスコー
プ検査を行う．対象年齢は，20歳以上の女性で，受診間隔は原則として，2年に1回．
肺がん検診の検査項目は，問診（質問），胸部エックス線検査及び喀痰細胞診としている．なお，喀痰細
胞診は，原則として50歳以上で喫煙指数（1日本数×年数）が600以上であることが判明した者（過去喫煙者
を含む）に対して行う．対象年齢は，40歳以上の者で，受診間隔は原則として1年に1回．
乳がん検診の検査項目は，問診及び乳房エックス線検査（マンモグラフィ）．視診及び触診は推奨されて
いない．対象は，40歳以上の女性で，受診間隔は，原則として2年に1回．
大腸がん検診の検査項目は，問診及び便潜血検査．40歳以上の者で，原則として，1年に1回．

問題 16

問題 17
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解答：（e）

解説
本受診者は，腹囲，血圧，空腹時血糖，中性脂肪からメタボリックシンドロームと診断される．
高血圧治療ガイドライン2014（JSH2014） の血圧値に基づいた心血管病リスク層別に準じると，血圧分類
はI度高血圧（140～159/90～99 mmHg）であり，リスク層では腹腔内脂肪蓄積とともに，空腹時血糖およ
び脂質異常を有することから，リスク第3層で，高リスク群である．JSH2014のメタボリックシンドロー
ム合併高血圧の治療計画に準じて，生活習慣の修正指導とともにただちに降圧薬治療を開始する．

解答：（c）,（d）

解説
スポーツ選手は激しい運動，あるいは筋肉量の増加で鉄の需要が増え，また発汗増加による鉄分の排泄
も多くなり，需要と排泄量が摂取吸収量を上回り，その結果鉄欠乏性貧血がみられる．また食事からの摂
取不足や吸収不良による亜鉛の欠乏が鉄欠乏に伴って起こることがある．スポーツ選手の鉄欠乏性貧血に
鉄剤の経口投与をしていて治療効果不良の時には亜鉛欠乏を合併している可能性がある．またスポーツに
伴う足底部への強い衝撃が物理的に赤血球の溶血を起こすことは，労作性溶血，footstrike hemolysisある
いは行軍ヘモグロビン尿症として知られており，スポーツ選手にみられる貧血の一つである．葉酸欠乏は
極端な菜食主義者にみられる大球性貧血を呈し，ビタミンB12欠乏は胃切除後の大球性貧血をひきおこす
が，スポーツ選手の貧血の原因としては一般的ではない．

解答：（d）

解説
アスベスト吸入によって生じる悪性疾患には，アスベスト由来の原発性肺がんと胸膜の悪性腫瘍である
中皮腫がある．
中皮腫はすべて悪性を意味する．組織型は大きく上皮型，肉腫型，二相型の3型に分けられ，それぞれ

約60%，約20%，約20%の比率である．中皮腫はアスベスト低濃度曝露でも発生し，初回曝露後から概ね
40年後，最低でも20年以上を経て発生するとされる．発生部位は胸膜原発が約80%と最も多く，次いで
腹膜が約20%であり，まれに心膜や精巣鞘膜の中皮腫がある．
アスベスト肺はアスベスト高濃度曝露によって発生する塵肺であり，びまん性間質性肺炎の病理像を呈
するため，間質性肺炎との鑑別が問題となる．アスベスト曝露中止後もアスベスト肺は徐々に進行して肺
活量は減少するため，他の塵肺と比べて予後が悪いとされる．

問題 18

問題 19

問題 20
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解答：（a）,（b）

解説
飲酒量と出血性脳卒中（脳出血，くも膜下出血）発症率の間には直線的な正の相関がある．一方，脳梗塞
の発症率と飲酒量との間にはJカーブ現象がみられ，非飲酒者と比べ，少量～中等量の飲酒者では脳梗塞
の発症率は低くなり，大量飲酒者では高くなる．
喫煙は脳梗塞，くも膜下出血の危険因子である．喫煙者には禁煙が推奨され，5～10年間の禁煙により

脳卒中のリスクは低下することが認められている．また，メタボリックシンドロームは脳梗塞の危険因子
であることが証明されている．

解答：（a）,（e）

解説
喫煙（曝露）が発病に最も強く関連しているのは，曝露がある人は，ない人の何倍疾患が発生しやすいか
という指標，相対危険度が一番大きい疾患である．
相対危険度=［喫煙群（曝露群）の罹患率］/［非喫煙群（非暴露群）の罹患率］で示され，
　疾患A = 75/10 = 7.5
　疾患B = 3,000/1,000 = 3.0
　疾患C = 6,000/5,000 = 1.2
となり，疾患Aが最大である．
禁煙（曝露）により罹患率の減少が最も期待されるのは，ある疾患への曝露群と非曝露群の罹患率の差，
寄与危険度が一番大きい疾患である．
寄与危険度 = ［喫煙群（曝露群）の罹患率］－［禁煙群（非暴露群）の罹患率］で示され，
　疾患A = 75－10 = 65
　疾患B = 3,000－1,000 = 2,000
　疾患C = 6,000－5,000 = 1,000
となり，疾患Bが最大である．

問題 21

問題 22
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解答：（a）,（d）

解説
食道裂孔ヘルニアは，傍食道型と滑脱型があるが，逆流を生じやすいのは滑脱型である．頻度も滑脱型
が圧倒的に多い．逆流性食道炎の重症度を内視鏡的に評価する方法が，ロサンゼルス分類である．グレー
ドAからDまで分かれており，全周性に潰瘍が連続するDが最重症となる．グレードAが多く，B，C，D
の順で少なくなる．なお，色調変化のみの軽症例についてはグレードM，内視鏡的には異常のないグレー
ドNを加えた改訂分類も本邦ではよく使われている．臨床的には軽症例ほど多い．下部食道括約筋の緊張
が低下して，胃内容が逆流しやすくなることが原因とされている．加齢，肥満，過食などが悪化の要因と
されている．ヘリコバクター・ピロリ非感染者のほうが，胃酸分泌能が高いことが多く，逆流性食道炎の
頻度は高い．現在，若年者では非感染者が増えており，逆流性食道炎も増加傾向にある．

解答：（d）

解説
大動脈弁狭窄症の治療にはAVR（aortic valve replacement） ，PTAC（percutaneous transluminal aortic 

commissurotomy），TAVR（transcatheter aortic valve replacement）の選択が可能である．成人大動脈弁狭窄
症（AS）でのPTACは，術後早期から弁閉鎖不全や再狭窄などを生じ，外科手術より長期予後は不良である．
成人の重症ASで待機的にAVRが実施可能な状況であればAVRが第一選択となる．しかし高度ASで心原
性ショックに陥った状況ではAVRの予後は不良であり，AVRよりも外科的侵襲度が低いという意味で救
命処置としてのPTAC選択の余地が残される．TAVRはカテーテルを用いて人工弁を大動脈弁位に留置す
る手技であり，高度大動脈弁狭窄症の治療法として新たに出現した方法である．ハイリスクと判定された
症例に対してはTAVRと大動脈弁置換術の成績に大きな差はなく，TAVRの非劣性が証明された（1年後死
亡率はTAVR群24.2%，大動脈弁置換術群26.8%，p = 0.44）．

解答：（d）,（e）

解説
両側下葉の背側胸膜直下にスリガラス状影を認める．両側肺野の周辺部主体に間質影を認めた場合，
まずは間質性肺炎を疑うが，病変が背側胸膜直下に限局している場合は重力効果（肺実質の圧排による虚
脱であり，病的意義はない）を鑑別にあげる必要がある．それらは腹臥位でのCTの撮像を追加すること
で鑑別が可能である（間質性肺炎の場合は，腹臥位でも病変は不変であるが，重力効果の場合は病変は消
失する）．
胸水はスリガラス状影を呈することはない．肺気腫は嚢胞性病変であり，肺結核は浸潤影，小結節影，
粒状影などが混在する．

問題 23

問題 24

問題 25
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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」についても複数の企画で講演・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・センター長）

伊藤千賀子（医療法人グランドタワーメディカルコート　理事長）

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
「人間ドック学会よ　Quo Vadis」

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」

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：中川　高志（医療法人大宮シティクリニック　理事長）
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：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：伊藤千賀子（医療法人　グランドタワーメディカルコート　理事長）
演者：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）

■ 特別講演
「これからの職場のメンタルヘルス：ストレスチェック制度、健康経営、働き方改革」

「リキッドバイオプシーの社会実装に向けての期待と課題」

■ 教育講演
「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」

「２型糖尿病の病態と予防・治療の最新知見」

主要プログラム  ※講演タイトルは予定のものとなります。
※敬称略

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：広津　崇亮（HIROTSUバイオサイエンス　代表取締役社長）

「線虫がん検査N-NOSEの発明と実用化」

日程表（予定）
7月25日(木)

8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00

ホ
テ
ル
グ
ラ
ン
ヴ
ィ
ア
岡
山

第 1 会場 開
会
式

学術大会長
講演

理事長
講演 特別講演 1 シンポジウム 1 ランチョン

セミナー 特別講演 2 特別講演 3

第 2 会場 一般演題 ランチョン
セミナー 一般演題

第 3 会場 一般演題 ランチョン
セミナー 一般演題

Ａ
Ｎ
Ａ
ク
ラ
ウ
ン

プ
ラ
ザ
ホ
テ
ル

第 4 会場 一般演題 ランチョン
セミナー 一般演題

第 5 会場 一般演題 ランチョン
セミナー 一般演題

岡
山
コ
ン
ベ
ン
シ
ョ
ン
セ
ン
タ
ー

第 6 会場 一般演題 ランチョン
セミナー シンポジウム 2 研究公募報告

第 7 会場 教育講演 1 教育講演 2 ランチョン
セミナー 教育講演３ 特別企画 3

第 8 会場 一般演題 ランチョン
セミナー 特別企画 2

第 9 会場 一般演題 ランチョン
セミナー 一般演題

第 10 会場 一般演題 ランチョン
セミナー 一般演題

ポスター会場 ポスター

岡
山
県

医
師
会
館

第 11 会場 特別企画 1 ランチョン
セミナー 一般演題

第 12 会場 一般演題 ランチョン
セミナー 一般演題

7月26日(金)
8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00
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テ
ル
グ
ラ
ン
ヴ
ィ
ア
岡
山

第 1 会場 人間ドック学会
会員集会 (1） シンポジウム 3 パネルディスカッション 1 ランチョン

セミナー
人間ドック学会
会員集会 (2）

閉
会
式

第 2 会場 一般演題 ランチョン
セミナー 一般演題

第 3 会場 一般演題 ランチョン
セミナー 一般演題

Ａ
Ｎ
Ａ
ク
ラ
ウ
ン

プ
ラ
ザ
ホ
テ
ル

第 4 会場 一般演題 ランチョン
セミナー

遺伝学的検査
アドバイザー研修会

第 5 会場 一般演題 ランチョン
セミナー 一般演題

岡
山
コ
ン
ベ
ン
シ
ョ
ン
セ
ン
タ
ー

第 6 会場 特別企画 4 ランチョン
セミナー 一般演題

第 7 会場 教育講演 4 教育講演 5 ランチョン
セミナー 市民公開講座

第 8 会場 一般演題 ランチョン
セミナー 一般演題

第 9 会場 一般演題 ランチョン
セミナー 一般演題

第 10 会場 一般演題 ランチョン
セミナー 一般演題

ポスター会場 ポスター 一般演題

岡
山
県

医
師
会
館

第 11 会場 一般演題 ランチョン
セミナー 一般演題

第 12 会場 一般演題 ランチョン
セミナー 一般演題

7月27日(土)
8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00

ホ
テ
ル
グ
ラ
ン
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ィ
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山

第 1 会場 受付
2019 年

第 2 回人間ドック
健診専門医研修会
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■ 理事長講演
「人間ドック学会よ　Quo Vadis」

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」

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：中川　高志（医療法人大宮シティクリニック　理事長）
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：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：伊藤千賀子（医療法人　グランドタワーメディカルコート　理事長）
演者：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）

■ 特別講演
「これからの職場のメンタルヘルス：ストレスチェック制度、健康経営、働き方改革」

「リキッドバイオプシーの社会実装に向けての期待と課題」

■ 教育講演
「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」

「２型糖尿病の病態と予防・治療の最新知見」

主要プログラム  ※講演タイトルは予定のものとなります。
※敬称略

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：広津　崇亮（HIROTSUバイオサイエンス　代表取締役社長）

「線虫がん検査N-NOSEの発明と実用化」
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■ シンポジウム
「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　センター長）
演者：肺がんの予防と早期発見への取り組み
　　　　西井　研治（岡山県健康づくり財団病院　院長）
　　　人間ドックにおける大腸がん検診　－今後求められる検診とは－
　　　　野崎　良一（大腸肛門病センター高野病院　副院長）
　　　胃がんの一次予防から三次予防まで
　　　　安田　　貢（KKR高松病院人間ドックセンター　センター長）
　　　働く世代の理想的な乳癌検診を考える
　　　　渡邉　良二（糸島医師会病院　副院長）
　　　熊本県における子宮がん検診受診率向上のための取り組み～2006年ショックからの12年間を振り返る～
　　　　片渕　秀隆（熊本大学医学部産科婦人科学　教授）

「健康長寿をめざして～高齢者に対する健診のありかた～」
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）
 岩男　　泰（慶應義塾大学病院予防医療センター　教授・センター長）
演者：高齢者の健康課題と健診　認知症～フレイル
　　　　荒井　秀典（国立長寿医療研究センター　病院長）
　　　高齢者に対する運動器健診の実際
　　　　石田　浩之（慶應義塾大学スポーツ医学研究センター　准教授／慶應義塾大学病院予防医療センター）
　　　　東　宏一郎（慶應義塾大学医学部スポーツ医学総合センター／東京都医療保健協会練馬総合病院内科）
　　　健診センターにおける高齢受診者への取り組み
　　　　森山　　優（医療法人大宮シティクリニック　副所長）
　　　高齢者健診項目の追加提案：呉市での試行
　　　　森山美知子（広島大学大学院医歯薬保健学研究科　成人看護開発学講座　教授）
　　　大規模データからみた高齢受診者の状況とこれからの保健事業の動向
　　　　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）

座長：岩男　　泰（慶應義塾大学病院予防医療センター　教授・センター長）
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　消化器内科　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」

座長：佐々木　寛（医療法人沖縄徳洲会　千葉徳洲会病院婦人科　部長／
 東京慈恵会医科大学　客員教授）
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）

「どうやってたばこから離脱するか」

■ 特別企画

「人間ドック健診施設認定事業シンポジウム」
人間ドック健診施設機能評価委員会

「腹部超音波健診判定マニュアルの改定に向けて：アンケート調査から見えた課題」
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
座長：田中　幸子（公益財団法人 大阪府保健医療財団　大阪がん循環器病予防センター／顧問）
　　　平井都始子（奈良県立医科大学放射線科総合画像診断センター／病院教授）
演者：実施基準の課題と改訂案
　　　　千葉 祐子（公益財団法人北海道労働保健管理協会 臨床検査部　課長）
　　　肝臓・脾臓の判定基準の課題と改訂案
　　　　小川　眞広（日本大学病院消化器病センター 消化器内科　科長・超音波室長）
　　　胆道・膵臓の判定基準の課題と改訂案
　　　　岡庭　信司（飯田市立病院消化器内科　部長・内視鏡センター長）
　　　腎・その他の判定基準の課題と改訂案
　　　　平井都始子（奈良県立医科大学放射線科総合画像診断センター　病院教授）

■ パネルディスカッション
「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　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：精検受診率向上をめざした当施設の取り組み－保健師の立場から－
　　　　遠藤　恵子（一般財団法人淳風会 淳風会健康管理センター 保健指導部　次長）
　　　コール・リコールによる精検受診率向上の効果と課題
　　　　工藤　智美（一般社団法人 鶴岡地区医師会 荘内地区健康管理センター　主任保健師）
　　　人間ドック当日保健指導及び職域健診における事後措置の取り組み
　　　　鳥羽山睦子（聖隷福祉事業団聖隷保健事業部　保健看護管理室　顧問）
　　　事後措置の充実と精検受診率の向上－機能評価の観点から期待するもの－（仮）
　　　　石坂　裕子（三井記念病院総合健診センター　センター長）

「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　顧問）
 村上　正人（国際医療福祉大学赤坂心理学科　教授／山王病院心療内科　部長）　
演者：ストレス関連疾患とストレスチェック制度の意義
　　　　村上　正人（国際医療福祉大学赤坂心理学科　教授／山王病院心療内科　部長）
　　　働き方改革に向けたストレスチェック制度の意義
　　　　三ッ林裕巳（衆議院議員　厚生労働部会　副部会長）
　　　当法人におけるストレスチェック制度への取り組み
　　　　羽田野今日子（順風会健診センター産業保健支援室　保健師）
　　　企業におけるストレスチェックの実態と問題点
　　　　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）
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■ シンポジウム
「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　センター長）
演者：肺がんの予防と早期発見への取り組み
　　　　西井　研治（岡山県健康づくり財団病院　院長）
　　　人間ドックにおける大腸がん検診　－今後求められる検診とは－
　　　　野崎　良一（大腸肛門病センター高野病院　副院長）
　　　胃がんの一次予防から三次予防まで
　　　　安田　　貢（KKR高松病院人間ドックセンター　センター長）
　　　働く世代の理想的な乳癌検診を考える
　　　　渡邉　良二（糸島医師会病院　副院長）
　　　熊本県における子宮がん検診受診率向上のための取り組み～2006年ショックからの12年間を振り返る～
　　　　片渕　秀隆（熊本大学医学部産科婦人科学　教授）

「健康長寿をめざして～高齢者に対する健診のありかた～」
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）
 岩男　　泰（慶應義塾大学病院予防医療センター　教授・センター長）
演者：高齢者の健康課題と健診　認知症～フレイル
　　　　荒井　秀典（国立長寿医療研究センター　病院長）
　　　高齢者に対する運動器健診の実際
　　　　石田　浩之（慶應義塾大学スポーツ医学研究センター　准教授／慶應義塾大学病院予防医療センター）
　　　　東　宏一郎（慶應義塾大学医学部スポーツ医学総合センター／東京都医療保健協会練馬総合病院内科）
　　　健診センターにおける高齢受診者への取り組み
　　　　森山　　優（医療法人大宮シティクリニック　副所長）
　　　高齢者健診項目の追加提案：呉市での試行
　　　　森山美知子（広島大学大学院医歯薬保健学研究科　成人看護開発学講座　教授）
　　　大規模データからみた高齢受診者の状況とこれからの保健事業の動向
　　　　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）

座長：岩男　　泰（慶應義塾大学病院予防医療センター　教授・センター長）
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　消化器内科　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」

座長：佐々木　寛（医療法人沖縄徳洲会　千葉徳洲会病院婦人科　部長／
 東京慈恵会医科大学　客員教授）
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）

「どうやってたばこから離脱するか」

■ 特別企画

「人間ドック健診施設認定事業シンポジウム」
人間ドック健診施設機能評価委員会

「腹部超音波健診判定マニュアルの改定に向けて：アンケート調査から見えた課題」
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
座長：田中　幸子（公益財団法人 大阪府保健医療財団　大阪がん循環器病予防センター／顧問）
　　　平井都始子（奈良県立医科大学放射線科総合画像診断センター／病院教授）
演者：実施基準の課題と改訂案
　　　　千葉 祐子（公益財団法人北海道労働保健管理協会 臨床検査部　課長）
　　　肝臓・脾臓の判定基準の課題と改訂案
　　　　小川　眞広（日本大学病院消化器病センター 消化器内科　科長・超音波室長）
　　　胆道・膵臓の判定基準の課題と改訂案
　　　　岡庭　信司（飯田市立病院消化器内科　部長・内視鏡センター長）
　　　腎・その他の判定基準の課題と改訂案
　　　　平井都始子（奈良県立医科大学放射線科総合画像診断センター　病院教授）

■ パネルディスカッション
「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　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：精検受診率向上をめざした当施設の取り組み－保健師の立場から－
　　　　遠藤　恵子（一般財団法人淳風会 淳風会健康管理センター 保健指導部　次長）
　　　コール・リコールによる精検受診率向上の効果と課題
　　　　工藤　智美（一般社団法人 鶴岡地区医師会 荘内地区健康管理センター　主任保健師）
　　　人間ドック当日保健指導及び職域健診における事後措置の取り組み
　　　　鳥羽山睦子（聖隷福祉事業団聖隷保健事業部　保健看護管理室　顧問）
　　　事後措置の充実と精検受診率の向上－機能評価の観点から期待するもの－（仮）
　　　　石坂　裕子（三井記念病院総合健診センター　センター長）

「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　顧問）
 村上　正人（国際医療福祉大学赤坂心理学科　教授／山王病院心療内科　部長）　
演者：ストレス関連疾患とストレスチェック制度の意義
　　　　村上　正人（国際医療福祉大学赤坂心理学科　教授／山王病院心療内科　部長）
　　　働き方改革に向けたストレスチェック制度の意義
　　　　三ッ林裕巳（衆議院議員　厚生労働部会　副部会長）
　　　当法人におけるストレスチェック制度への取り組み
　　　　羽田野今日子（順風会健診センター産業保健支援室　保健師）
　　　企業におけるストレスチェックの実態と問題点
　　　　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）
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■ 遺伝学的検査アドバイザー研修会

「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
　　　　河合　　隆（東京医科大学消化器内視鏡学　主任教授）
　　　胃炎の京都分類からみたヘリコバクター・ピロリ感染胃炎の内視鏡診断
　　　　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）
　　　働く世代の胃がん死撲滅にドックの果たす役割と年齢別対策
　　　　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；若年者への対策を中心に
　　　　菊地　正悟（愛知医科大学医学部公衆衛生学講座　教授）

「予防医学と遺伝医学の新展開」
座長：田口　淳一（医療法人社団ミッドタウンクリニック 　院長）
　　　戸崎　光宏（相良病院附属ブレストセンター　 放射線科部長／昭和大学医学部放射線医学講座　客員教授）
演者：遺伝学的検査アドバイザー研修 e-learningの重要項目
　　　　田口　淳一（医療法人社団ミッドタウンクリニック 　院長）
　　　遺伝カウンセリングの基本
　　　　堀尾留里子（医療法人社団ミッドタウンクリニック　先端医療研究所　認定遺伝カウンセラー）
　　　乳がん卵巣がん症候群未発症者サーベイランスとMRI健診
　　　　戸崎　光宏（相良病院附属ブレストセンター　 放射線科部長／昭和大学医学部放射線医学講座　客員教授）

(1) 開催日時：7月25日（木）16：10～18：10
(2) 会　　場：岡山コンベンションセンター
(3) テ ー マ：あなたも明日から指導のプロ！！
　　　　　　 「働き盛りの人への運動指導（理論と実践）」
(4) 内　　容：座学と実践とグループワーク 
(5) 定　　員：150名（申込者多数の場合はお断りすることがございます）
(6) 参 加 者：健診業務での実務担当者
(7) 申込方法：当協会のホームページよりお申込みください（4月開始予定）
(8) 申込時の確認事項：氏名、施設名、職種、連絡先等 
(9) 主　　催：NPO法人日本人間ドック健診協会

「第6回　健診看護実務者研究会」
　今年度は筑波大学体育系准教授の中田由夫先生をお招きし、運動指導のご講演と実践をお願い致
しました。また例年通りグループワークのお時間もあり、盛りだくさんの内容となっております。
たくさんのご参加お待ちしております。 ■ 2018年度 優良施設 展示（岡山コンベンションセンター　2F　ロビー）

■ 日本人間ドック学会　会員集会

■ 研究公募報告
2018年度　学術委託研究公募　中間報告

■ 共催セミナー
ランチョンセミナー等

「心もからだも健やかに！」
■ 市民公開講座（予定）

第一部：昨日の自分より一歩前へ ～卓球から学んだ挑戦することの大切さ～（仮）
 平野早矢香（2012年ロンドンオリンピック　銀メダリスト）
  人生100年時代を健やかに　タニタが考える健康をつくる食習慣（仮）
 龍口　知子（株式会社タニタヘルスリンク　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

■ 一般演題について

「第 1部」　
日時：7月26日（金）   8：00～  8：50（予定）
会場：ホテルグランヴィア岡山　第1会場（4F　フェニックス）
　　・事業計画報告
　　・収支予算報告
　
「第 2部」　
日時：7月26日（金） 15：00～16：15（予定）
会場：ホテルグランヴィア岡山　第1会場（4F　フェニックス）
　　・次期学術大会開催について
　　・各種委員会報告
　　・人間ドック健診施設機能評価優秀賞　表彰式
　　・優秀論文賞　表彰式

　多数のご応募ありがとうございました。採否および発表形式の通知は2019年5月末に学術大会ホー
ムページに掲載いたします。
 合わせて、応募の際にご登録いただいたE-mailアドレス宛てにご連絡いたします。
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日本人間ドック学会　関連会議（予定）

2019年第2回人間ドック健診専門医研修会の開催について
（第52回人間ドック健診認定医・専門医研修会）

■ 第20回サーベイヤー研修会
日時：7月24日（水）　13：00～17：00
会場：岡山コンベンションセンター　第7会場（3F　コンベンションホール）

■ 2019年度　第2回理事会

■日　　時 ：2019年7月27日（土）9:20～12:45【受付8:30～9:20】
■会　　場 ：ホテルグランヴィア岡山
■参加資格 ：Ａ）人間ドック認定医等(資格希望者) 
 Ｂ）新制度人間ドック健診専門医（Ｈ24年度以降認定・更新者）
■定　　員 ：1,000名（定員になり次第締切）
■取得単位 ：7単位　※資格によって単位管理方法等が異なりますのでご注意ください
 Ａ）:認定医等：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です。人間ドック健診指導医は、認定期間内に１回参加することで、
 　更新可能となります。
■参 加 費 ： １名様　10,000円（資料代込）　
 ※参加費は、当日会場にてお支払となります。（領収書発行）
■プログラム（案）： ※プログラムは講師の都合により変更する場合があります
　  9：30～10：30 「認知症、とくにその診断と予防について」
 　金丸　和富　　地方独立行政法人　東京都健康長寿医療センター　脳卒中科　部長
　10：30～11：30 「（健診における）肺がんの最新知見」
 　大平　達夫　　東京医科大学　呼吸器外科　教授
　（休　憩　11：30～11：45）
　11：45～12：45 「判例から学ぶ人間ドック・健診における医療安全」
 　日山　亨　　広島大学保健管理センター　准教授
 　※本講演は、人間ドック健診専門医更新単位の『医療安全・医療倫理に関する研修』対象となりますので、
 　　本研修会の受講で1単位分取得可能です（上限2単位）
■申込方法： 参加登録はオンライン登録となります。
 （オンラインでの登録が困難な場合は下記登録事務局までご連絡ください。）
 申込開始日：2019年 5月 10日（金）

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

日時：7月24日（水）　15：00～18：00
会場：岡山コンベンションセンター　第6会場（2F　レセプションホール）

★2019年第 2回人間ドック健診専門医研修会は、オンライン登録にて 5月 10日（金）より申込みを開始い
たします。【第 60回学術大会申込みとは別になります】

オンライン登録

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）

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
非会員医師以外 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：7,000 円
日　時：2019年7月25日（木）（定員に達した場合、締切る可能性がございます。）
場　所：ホテルグランヴィア岡山
※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。
※会期中の申込は総合案内にて承ります。

■ 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。
お支払締切日迄にお支払が無い場合は、事前予約は取消となります。

注意事項
・一旦振り込まれた参加登録費、懇親会参加費は返金できません。
・二重振込・誤振込には十分にご注意ください。
・懇親会参加費（7,000 円）を一緒にお支払いただくことも可能です。 
（クレジットカードについて）
・クレジットカードはVISA、Master、JCB、ダイナースクラブが利用可能です。
（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。
・ネームストラップは会場参加受付付近にてご準備しております。

■ 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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日時：7月24日（水）　15：00～18：00
会場：岡山コンベンションセンター　第6会場（2F　レセプションホール）

★2019年第 2回人間ドック健診専門医研修会は、オンライン登録にて 5月 10日（金）より申込みを開始い
たします。【第 60回学術大会申込みとは別になります】

オンライン登録

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）

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
非会員医師以外 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：7,000 円
日　時：2019年7月25日（木）（定員に達した場合、締切る可能性がございます。）
場　所：ホテルグランヴィア岡山
※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。
※会期中の申込は総合案内にて承ります。

■ 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。
お支払締切日迄にお支払が無い場合は、事前予約は取消となります。

注意事項
・一旦振り込まれた参加登録費、懇親会参加費は返金できません。
・二重振込・誤振込には十分にご注意ください。
・懇親会参加費（7,000 円）を一緒にお支払いただくことも可能です。 
（クレジットカードについて）
・クレジットカードはVISA、Master、JCB、ダイナースクラブが利用可能です。
（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。
・ネームストラップは会場参加受付付近にてご準備しております。

■ 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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■ JRでお越しの場合

■ 交通アクセス

東　京

名古屋

新大阪

松　江

鳥　取

博　多

広　島

高　松

倉 敷

松　山

約3時間20分（のぞみ）

約55分
（快速マリンライナー）

約2時間45分（特急しおかぜ）

約2時間40分（特急南風）

約2時間35分（特急やくも）
約1時間50分（特急いなば）

約1時間40分（のぞみ）
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◇航空機での所要時間
　東　京……………………約1時間20分
　沖　縄……………………約1時間50分
　札　幌……………………約2時間

◇岡山空港からJR岡山駅、倉敷駅までの所要時間
　（タクシー利用）岡山駅  約25分…………5,500円程度

　　　　　　　　倉敷駅  約60分…………10,000円程度
　　　　　　　　※交通状況により変動します
（リムジンバス利用）岡山駅方面  約30分……760円
　　　　　　　　　　倉敷駅方面  約35分……1,130円

◇関西国際空港からの所要時間
　空港⇔新大阪……………約50分（特急）
　新大阪⇔岡山……………約45分（新幹線）

◇新幹線（のぞみ）での所要時間
　東   京……………………約3時間20分
　名古屋……………………約1時間40分
　新大阪……………………約45分
　広   島……………………約40分
　博   多……………………約1時間50分
　鹿児島中央（みずほ）……約3時間

宿泊のご案内

■ お申込み方法

取消日
宿泊開始の４日前まで
宿泊開始の３日前から前日まで
宿泊当日
宿泊開始後の解除または無連絡の不泊

取消料
無料

（旅行代金の）20％
（旅行代金の）50％
（旅行代金の）100％

2019年 7月 25日（木）・26日（金）の２日間、岡山市内にて『第60回日本人間ドッグ学会学術大会』が開催
されます。全国各地よりご参加の皆様方の宿泊手配を (株 ) 日本旅行 岡山支店 中四国コンベンショングルー
プで担当させていただくことになりました。つきましては、宿泊プランのご案内 ( 以下参照 ) を致します。
何卒、ご利用賜りますようお願い申し上げます。

お申込みは、インターネットのみ受付をしております。(下記URL よりアクセスください。学術大会ホームペー
ジからもアクセス可能です。) 
事前参加登録なしまたは団体登録をされた方でも宿泊予約のみの利用が可能です。
「ホテル予約」をクリックしてお申込みください。
画面上で予約完了・お支払いが可能です。お支払いはクレジットカードオンライン決済となります。
VISA、Master、JCB、ダイナースクラブが利用可能です。
ホテルチェックインの際は、宿泊者氏名をフロントへお伝えください。(宿泊券等の送付はございません。)
◆インターネット宿泊申込みサイトURL ⇒ https://va.apollon.nta.co.jp/dock60/

■ 宿泊プランのご案内

■ 申込締切日

■ 変更・取消について

2019年 6月 20日（木）24：00　※満員になり次第締め切らせていただきます

◆ご宿泊取扱日：2019 年 7 月 24 日 ( 水 )・25 日 ( 木 )・26 日 ( 金 ) の 3 泊
◆表示の旅行代金 (詳細次頁参照 )は、1泊朝食・税金・サービス料込のお一人様の金額です。
　※予約者連絡欄へは禁煙室、喫煙室のリクエストのみご入力ください。
◆宿泊プランは弊社募集型企画旅行契約にて承ります。
　別頁のご旅行条件書（要約）をご一読の上お申込みをお願い致します。

◆日程変更はログイン後、「予約確認・変更」から予約受付番号「ｈ数字」をクリックし、レ点の有無操作をお願
いいたします。ホテルを変更の場合は一旦取消をし、ご希望のホテルで予約をし直してください。
締切日以降はWEB上での取消・変更ができなくなります。ご予約の変更、取消しのご連絡は、メール･ファッ
クス等の書面でお願いいたします。
　(お電話をいただいた場合も、書面での連絡をお願いさせていただきますのでご了承ください。)
「取消日」は、お客様が弊社の営業日・営業時間内に解除する旨をお申し出いただいた時を基準とします。
営業時間は平日 9：30～ 17：30　（土日祝休業）
平日 17：30以降および土・日・祝日のご連絡は翌営業日の扱いになりますのでご注意ください。
取消料は弊社よりご請求申し上げます。

■ 個人情報の取り扱いについて
インターネット申込みサイトの「個人情報の取り扱いについて」をご確認ください。

■ 宿泊お申込み・お問合せ
( 株 ) 日本旅行　岡山支店　中四国コンベンショングループ
第 60回 日本人間ドック学会学術大会　事前参加登録・宿泊予約デスク
〒700-0023 岡山県岡山市北区駅前町 2-1-7 JR 西日本岡山支社ビル 1階
TEL：086-225-9281　FAX:086-225-9305 （営業時間　9：30～ 17：30（平日）、土日祝日休業） e-mail：ec_okayama@nta.co.jp
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　　　　　　　　倉敷駅  約60分…………10,000円程度
　　　　　　　　※交通状況により変動します
（リムジンバス利用）岡山駅方面  約30分……760円
　　　　　　　　　　倉敷駅方面  約35分……1,130円

◇関西国際空港からの所要時間
　空港⇔新大阪……………約50分（特急）
　新大阪⇔岡山……………約45分（新幹線）

◇新幹線（のぞみ）での所要時間
　東   京……………………約3時間20分
　名古屋……………………約1時間40分
　新大阪……………………約45分
　広   島……………………約40分
　博   多……………………約1時間50分
　鹿児島中央（みずほ）……約3時間

宿泊のご案内

■ お申込み方法

取消日
宿泊開始の４日前まで
宿泊開始の３日前から前日まで
宿泊当日
宿泊開始後の解除または無連絡の不泊

取消料
無料

（旅行代金の）20％
（旅行代金の）50％
（旅行代金の）100％

2019年 7月 25日（木）・26日（金）の２日間、岡山市内にて『第 60回日本人間ドッグ学会学術大会』が開催
されます。全国各地よりご参加の皆様方の宿泊手配を (株 ) 日本旅行 岡山支店 中四国コンベンショングルー
プで担当させていただくことになりました。つきましては、宿泊プランのご案内 ( 以下参照 ) を致します。
何卒、ご利用賜りますようお願い申し上げます。

お申込みは、インターネットのみ受付をしております。(下記URL よりアクセスください。学術大会ホームペー
ジからもアクセス可能です。) 
事前参加登録なしまたは団体登録をされた方でも宿泊予約のみの利用が可能です。
「ホテル予約」をクリックしてお申込みください。
画面上で予約完了・お支払いが可能です。お支払いはクレジットカードオンライン決済となります。
VISA、Master、JCB、ダイナースクラブが利用可能です。
ホテルチェックインの際は、宿泊者氏名をフロントへお伝えください。(宿泊券等の送付はございません。)
◆インターネット宿泊申込みサイトURL ⇒ https://va.apollon.nta.co.jp/dock60/

■ 宿泊プランのご案内

■ 申込締切日

■ 変更・取消について

2019年 6月 20日（木）24：00　※満員になり次第締め切らせていただきます

◆ご宿泊取扱日：2019 年 7 月 24 日 ( 水 )・25 日 ( 木 )・26 日 ( 金 ) の 3 泊
◆表示の旅行代金 (詳細次頁参照 )は、1泊朝食・税金・サービス料込のお一人様の金額です。
　※予約者連絡欄へは禁煙室、喫煙室のリクエストのみご入力ください。
◆宿泊プランは弊社募集型企画旅行契約にて承ります。
　別頁のご旅行条件書（要約）をご一読の上お申込みをお願い致します。

◆日程変更はログイン後、「予約確認・変更」から予約受付番号「ｈ数字」をクリックし、レ点の有無操作をお願
いいたします。ホテルを変更の場合は一旦取消をし、ご希望のホテルで予約をし直してください。
締切日以降はWEB上での取消・変更ができなくなります。ご予約の変更、取消しのご連絡は、メール･ファッ
クス等の書面でお願いいたします。
　(お電話をいただいた場合も、書面での連絡をお願いさせていただきますのでご了承ください。)
「取消日」は、お客様が弊社の営業日・営業時間内に解除する旨をお申し出いただいた時を基準とします。
営業時間は平日 9：30～ 17：30　（土日祝休業）
平日 17：30以降および土・日・祝日のご連絡は翌営業日の扱いになりますのでご注意ください。
取消料は弊社よりご請求申し上げます。

■ 個人情報の取り扱いについて
インターネット申込みサイトの「個人情報の取り扱いについて」をご確認ください。

■ 宿泊お申込み・お問合せ
( 株 ) 日本旅行　岡山支店　中四国コンベンショングループ
第 60回 日本人間ドック学会学術大会　事前参加登録・宿泊予約デスク
〒700-0023 岡山県岡山市北区駅前町 2-1-7 JR 西日本岡山支社ビル 1階
TEL：086-225-9281　FAX:086-225-9305 （営業時間　9：30～ 17：30（平日）、土日祝日休業） e-mail：ec_okayama@nta.co.jp
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第60回 日本人間ドック学会学術大会 宿泊プラン
（設定ホテル代金）一覧表
■ご宿泊取扱日：2019 年7 月24 日(水)・25 日(木)・26 日(金)
■旅行代金：お一人様・1泊朝食付き、税金及びサービス料金を含む1泊あたりの宿泊代金

ご旅行条件（要約）
お申し込みの際には、必ず旅行条件書（全文）をお受け取り頂き、

事前に内容をご確認の上お申し込みください。

●募集型企画旅行契約
この旅行は株式会社日本旅行岡山支店（岡山県岡山市北区駅前町 2-1-7　観光庁長官登録旅行業第 2号。　以下「当社」と
いう）が企画・実施する旅行であり、この旅行に参加されるお客様は当社と募集型企画旅行契約（以下「旅行契約」という）
を締結することになります。また、旅行条件は、下記による他、別途お渡しする旅行条件書（全文）、出発前にお渡しする最終
日程表と称する確定書面及び当社旅行業約款募集型企画旅行契約の部によります。
●旅行のお申し込み及び契約成立時期
（１）必要事項をお申し出のうえ、下記のお申込金を添えてお申し込みください。お申込金は、旅行代金お支払いの際差し引

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

日以内にお申し込み内容を確認のうえ、申込金の支払をして頂きます。
（３）旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、申込金を受領したときに成立するものとします。 
●旅行代金のお支払い
旅行代金は旅行出発日の前日から遡って 14 日目にあたる日より前（お申し込みが間際の場合は当社が指定する期日ま
で）にお支払いください。またお客様が当社提携カード会社のカード会員である場合、お客様の署名なくして旅行代金、取
消料、追加諸費用などをお支払い頂くことがあります。この場合のカード利用日はお客様からお申し出がない限り、お客様
の承諾日といたします。
●取消料
旅行契約成立後、お客様の都合で契約を解除されるときは、次の金額を取消料として申し受けます。 

●旅行代金に含まれるもの
旅行日程に明示した旅程の内容（コースに含まれない交通費等の諸費用及び個人的費用は含みません。）
●特別補償
当社は、当社又は当社が手配を代行させた者の故意又は過失の有無にかかわらず、募集型企画旅行約款別紙特別補償規程
に基づき、お客様が募集型企画旅行参加中に、急激かつ偶然な外来の事故によりその身体、生命又は手荷物上に被った一定
の損害について、以下の金額の範囲において、補償金又は見舞金を支払います。
死亡補償金：1,500 万円 入院見舞金：2～ 20万円 通院見舞金：1～ 5万円 
携行品損害補償金：お客様 1名につき～ 15万円（但し、補償対象品 1個あたり 10万円を限度とします。）
●「通信契約」を希望されるお客様との旅行条件
(１) 契約成立は、当社が電話又は郵便で旅行契約の締結の承諾通知を発信したとき （e－ｍail 等、電子承諾通知を利用す
る場合は、その通知がお客様の到達したとき）とします。また申込時には「会員番号・カード有効期限」等を通知して頂
きます。

（２）「カード利用日」とは旅行代金等の支払い又は払戻し債務を履行すべき日をいいます。旅行代金のカード利用日は「契
約成立日」とします。（但し、成立日が旅行開始前日から 14日目にあたる日より前の場合は「14日目（休業日にあたる
場合は、翌営業日）」とします。）また取消料のカードの利用日は「契約解除依頼日」とします。（但し、契約解除依頼日が
旅行代金のカード利用日以降であった場合は、当社は旅行代金から取消料を差し引いた額を解除依頼日の翌日から起
算して 7日間以内をカードﾞ利用日として払い戻します。）

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

●国内旅行保険への加入について 
ご旅行中、けがをした場合、多額の治療費、移送費等がかかることがあります。また、事故の場合、加害者への損害賠償請求
や賠償金の回収が大変困難であるのが実情です。これらの治療費、移送費、また、死亡・後遺障害等を担保するため、お客様
自身で充分な額の国内旅行保険に加入することをお勧めします。詳細については、販売店の係員にお問合せください。
●個人情報の取扱について
(１) 当社及び販売店は、旅行申込の際に提出された申込書等に記載された個人情報について、お客様との間の連絡のため
に利用させていただくほか、お客様がお申し込みいただいた旅行において運送・宿泊機関等の提供するサービスの手
配及びそれらのサービスの受領のために手続に必要な範囲内で利用させて頂きます。

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

●旅行条件・旅行代金の基準 
この旅行条件は 2019 年 2 月 1 日を基準としています。
又、旅行代金は 2019 年 2 月 1 日現在 の有効な運賃・規則を基準として算出しています。

契約解除の日
１．4日目にあたる日以前の解除
２．宿泊開始の３日前から前日まで 
３．当日の解除（4を除く）
４．旅行開始後の解除又は無連絡不参加

取消料（お１人様）
無料
旅行代金の 20％
旅行代金の 50％
旅行代金の 100％

地図 No. ホテル名 最寄駅からのアクセス 客室タイプ 料金（3 日間共通）

① 三井ガーデンホテル岡山 岡山駅より徒歩 2 分
シングル ¥15,000
ツイン ¥10,500

② 後楽ホテル 岡山駅より徒歩 7 分
シングル ¥10,000
ツイン ¥8,000

ツイン（1 名利用） ¥11,000
③ 岡山ビジネスホテルアネックス 岡山駅より徒歩 5 分 シングル ¥8,500

④ ホテルエクセル岡山 岡山駅より徒歩 15 分
シングル ¥9,500
ツイン ¥9,500

ツイン（1 名利用） ¥14,000

⑤ 岡山国際ホテル 岡山駅より車 15 分
シングル ¥10,500
ツイン ¥9,500

ダブル（1 名利用） ¥14,000

⑥ 岡山シティホテル桑田町 岡山駅より徒歩 7 分
シングル ¥8,000
ツイン ¥7,000

ツイン（1 名利用） ¥10,000

⑦ 岡山シティホテル厚生町 岡山駅より徒歩 20 分 
または車 6 分

シングル ¥8,000
ツイン ¥7,000

ツイン（1 名利用） ¥10,000

⑧ 倉敷アイビースクエア 倉敷駅より徒歩 15 分 
または車 5 分

ツイン ¥8,000
ツイン（1 名利用） ¥9,000

⑨ アパホテル　倉敷駅前 倉敷駅より徒歩 1 分
シングル ¥14,000
ツイン ¥11,500

ツイン（1 名利用） ¥21,500

⑩ コートホテル倉敷 倉敷駅より徒歩 8 分
シングル ¥11,500
ツイン ¥8,500

ツイン（1 名利用） ¥14,000

⑪ 倉敷ステーションホテル 倉敷駅より徒歩 5 分
シングル ¥8,000
ツイン ¥8,000
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（３）旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、申込金を受領したときに成立するものとします。 
●旅行代金のお支払い
旅行代金は旅行出発日の前日から遡って 14 日目にあたる日より前（お申し込みが間際の場合は当社が指定する期日ま
で）にお支払いください。またお客様が当社提携カード会社のカード会員である場合、お客様の署名なくして旅行代金、取
消料、追加諸費用などをお支払い頂くことがあります。この場合のカード利用日はお客様からお申し出がない限り、お客様
の承諾日といたします。
●取消料
旅行契約成立後、お客様の都合で契約を解除されるときは、次の金額を取消料として申し受けます。 

●旅行代金に含まれるもの
旅行日程に明示した旅程の内容（コースに含まれない交通費等の諸費用及び個人的費用は含みません。）
●特別補償
当社は、当社又は当社が手配を代行させた者の故意又は過失の有無にかかわらず、募集型企画旅行約款別紙特別補償規程
に基づき、お客様が募集型企画旅行参加中に、急激かつ偶然な外来の事故によりその身体、生命又は手荷物上に被った一定
の損害について、以下の金額の範囲において、補償金又は見舞金を支払います。
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携行品損害補償金：お客様 1名につき～ 15万円（但し、補償対象品 1個あたり 10万円を限度とします。）
●「通信契約」を希望されるお客様との旅行条件
(１) 契約成立は、当社が電話又は郵便で旅行契約の締結の承諾通知を発信したとき （e－ｍail 等、電子承諾通知を利用す
る場合は、その通知がお客様の到達したとき）とします。また申込時には「会員番号・カード有効期限」等を通知して頂
きます。

（２）「カード利用日」とは旅行代金等の支払い又は払戻し債務を履行すべき日をいいます。旅行代金のカード利用日は「契
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算して 7日間以内をカードﾞ利用日として払い戻します。）

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

●国内旅行保険への加入について 
ご旅行中、けがをした場合、多額の治療費、移送費等がかかることがあります。また、事故の場合、加害者への損害賠償請求
や賠償金の回収が大変困難であるのが実情です。これらの治療費、移送費、また、死亡・後遺障害等を担保するため、お客様
自身で充分な額の国内旅行保険に加入することをお勧めします。詳細については、販売店の係員にお問合せください。
●個人情報の取扱について
(１) 当社及び販売店は、旅行申込の際に提出された申込書等に記載された個人情報について、お客様との間の連絡のため
に利用させていただくほか、お客様がお申し込みいただいた旅行において運送・宿泊機関等の提供するサービスの手
配及びそれらのサービスの受領のために手続に必要な範囲内で利用させて頂きます。

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

●旅行条件・旅行代金の基準 
この旅行条件は 2019 年 2 月 1 日を基準としています。
又、旅行代金は 2019 年 2 月 1 日現在 の有効な運賃・規則を基準として算出しています。
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１．4日目にあたる日以前の解除
２．宿泊開始の３日前から前日まで 
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❶ 三井ガーデンホテル岡山
❷ 後楽ホテル
❸ 岡山ビジネスホテルアネックス
❹ ホテルエクセル岡山
❺ 岡山国際ホテル
❻ 岡山シティホテル桑田町
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人間ドック第33巻 査読者名一覧

次の方々に本学会誌「人間ドック」・「Ningen Dock International」の投稿論文について，査読をお願いいたし
ました（2018年1月～12月）．厚くお礼申し上げます．（2018年採択率：和文誌 65.1%，英文誌 71.4%）

査読者名 所属
新　啓一郎 藤間病院総合健診システム
新　智文 帯広厚生病院健診センター
荒川　廣志 東京慈恵会医科大学附属柏病院
荒瀬　康司 虎の門病院付属健康管理センター・画像診断センター
石坂　裕子 三井記念病院総合健診センター
和泉　賢一 医療法人高邦会  高木病院
伊藤　千賀子 医療法人グランドタワーメディカルコート
稲次　潤子 リソルクリニック
井上　和彦 一般財団法人淳風会  淳風会健康管理センター
井上　詠 慶應義塾大学病院 予防医療センター
遠藤　守人 八戸学院大学人間健康学部
大黒　隆司 高知赤十字病院健康管理センター
大塚　博紀 社会医療法人財団石心会  さやま総合クリニック
大原　賢了 大原労働衛生コンサルタント事務所
大洞　昭博 朝日大学病院  総合健診センター
大本　由樹 虎の門病院付属健康管理センター
尾形　仁子 社会医療法人孝仁会  北海道大野記念病院
岡本　将裕 JCHO神戸中央病院
小川　健一 社会医療法人謙仁会  山元記念病院
小田　夏奈江 社会医療法人財団仁医会  牧田総合病院人間ドック健診センター
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巻　頭　言

黄金籝
えい

に満つるも一
いっけい

経に如かず

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

荒瀬康司

1990年頃，イラクで湾岸戦争が起きたころ，平成時代初期の出来事である．私は，虎の門病院 消化器科肝臓
グループに所属し，日常診療を行っていた．ある日，たまたま腹部超音波検査を担当している際に，C型肝炎
ウイルス陽性を呈した50歳代の男性が検査にみえた．この方は肝炎ウイルス陽性であったため，当院を初診し，
精査目的で当院初回の腹部超音波検査を受けられた．受診者の腹部に超音波プローベを当てたが，内臓の位置
関係が今まで見たこともないような配置を呈していた．肝臓が右季肋部にはないのである．右季肋部には手拳
大のやや腫大した脾臓があり，肝は左季肋部から心窩部にかけて位置していた．エコーのプローブを操作して
心臓を探したら，右胸心であり，このときはじめて，この方は内臓逆位なのではないかと疑った．

以前，たまたま内臓が左右逆転する内臓逆位のことを論文で読んだことがあり，“ああ，これが内臓逆位なのか”
と内心感動しながら，検査を継続した．内臓逆位についての知識がなければ，腹部超音波検査を行った時点で
慌てふためいていたのではないかと，今更ながら，内臓逆位の論文を読んでいて運がよかったなぁと思っている．
内臓逆位は極めて稀ながら，3,000－6,000人に1人程度の頻度で出現するので，腹部超音波検査では，ときに
みられうる形態変化である．

この例からわかるように，論文は記載した著者以外に読者にも裨益する内容を与えうると考えられる．日常
診療に携わっている医療関係等の方々は，診療スキルを上達されるために，日々努力されておられる．しかし
ながら，一人の経験は，どうしても狭く浅いものになってしまう．自分あるいは自分の所属しているグループ
以外の多くの施設での経験あるいは知識を少しでも共有できれば，診療スキルの上達が期待できる．多くの方々
の経験を書物により学べば，一人の経験では学びきれない数多くの事項を経験したと同じように知ることがで
き，日常診療にも役立てうると考えられる．このように論文は，著者以外の読者の血や肉を作り上げていく力
があると思われる．論文は利他の精神から書かれるものといわれる由縁である．

さらに論文は現在生きている人達だけのために書かれているわけではない．自分の失敗とつまずきとを，後
から来る人々に，再び繰り返すに忍びないという一念からも書かれる．論文は，後ろから来る人に，この道を
辿れば目的に達することができると説き示した道標ともいえる．後生，後輩，後進のために書き残すものとも
いえる．

熊本県荒尾市出身の坂
さかむら

村真
しんみん

民（1909－2006年）さんという仏教詩人がおられた．明治42年生まれで，平成18
年まで生きられた．その方が，詩集「二度とない人生だから」のなかに，『あとからくる者のために』というタイ
トルの詩を残している．

「あとからくる者のために　苦労をするのだ　我慢をするのだ

田を耕し　種を用意しておくのだ

あとからくる者の為に　しんみんよ　お前は詩を書いておくのだ

あとからくる者のために山を川を海をきれいにしておくのだ

あああとからくる者のために　みなそれぞれの力を傾けるのだ

あとからあとから続いてくるあの可愛い者たちのために

未来を受け継ぐ者たちのために

みな夫々自分で出来る何かをしてゆくのだ」
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内容は，後生のために自分ができること，すなわち書いたものを残しておこう，という強い志と気が示されている．
今から2000年以上昔の中国の前漢（紀元前206年から紀元後8年）時代の歴史書『漢書』韋

い け ん で ん

賢傳のなかに「黄金
籝
えい

に満つるも一
いっけい

経に如かず」と記されている．籝
えい

は，なかに四升のものが入る竹器を指すので，子孫にかごいっ
ぱいの黄金を遺しても，経書一冊を教えることには遠く及ばない，という意味になる．

韋賢は，前漢の皇帝8代の正
しょうてい

帝，9代の宣
せんてい

帝の時代に丞相を務めた人物である．丞相とは，古代中国では君主
を補佐した最高位の官吏を指す．今日における，元首が政務を総攬する国（大統領制の国や君主が任意に政府要
職者を任命できる国）の首相に相当する役職といえる．正帝，宣帝は前漢の最盛期であり，最大版図を誇った7
代皇帝武帝の次の時代の皇帝である．韋賢は，前漢の丞相を務めたが，その子も卓越した人物のようで，父の
教育により最終的には父と同じ丞相の位についている．この時代にも，書かれたものは，後生の人にとっては
金に比べて，より有用であると認識していた人物がいたと思われる．

時時代は下って，南宋（1127－1279年の中国の王朝）の時代，文官であった王応麟作と伝えられる三字経と
名付けられた伝統的な中国の初学者用の学習書が世に出回った．これは，3文字で1句とし，偶数句末で韻を踏
んでいる．平明な文章で，学習の重要さや儒教の基本的な徳目・経典の概要・一般常識・中国の歴史などを盛
り込んでいる．そのなかに韋賢の文を参考にした次の句が記されている．

人遺子　　人（ひと）は子（こ）に遺（のこ）すに

金満籝　　金（きん）籝（えい）に満（み）つ

我教子　　我（われ）は子（こ）に教（をし）ふるに

惟一経　　惟（た）だ一経（いっけい）

この三字経は江戸時代には日本にも修身の書として伝わり，明治・大正，そして昭和30年代頃までは，各家
庭でも道徳の教育等に使用されていた．明治維新の頃の日本の識字率は70%程度といわれており，欧米で最も
識字率が高いといわれていた英国の30%を大幅に上回っており，日本人の多くが三字経に触れてきたのではな
いかと想像される．

この時代をみてみると多くの著作を残した偉人が何人も数えられる．江戸時代に最も多くの著作を残した偉
人と言えば，二宮金次郎だろう．この人は全集38巻を残した．金次郎が住んでいた小田原大久保家の経済再建，
浅間山噴火後の農業生産における冷害対策，余剰金を利用する信用金庫の導入等，多くの考え方を後生に残した．
明治から大正にかけては，野口英世が有名である．この人は24歳で米国に渡り，その後51歳で黄熱病により倒
れるまでの30年に欠ける期間で英文論文を計204本執筆している．虎の門病院肝臓センターの上司から，日本
人で最も多い医学研究論文を記した偉人と教えられた．昭和に入ってからの書き手では，松本清張が膨大な創
作を行っている．この人は，40歳を過ぎてから作家としてデビューし，82歳で亡くなる寸前まで活躍された．
創作活動で手掛けた作品数は約千点，原稿は約十二万枚であった．

現在，平成時代に生きている我々は，江戸から昭和にかけて活躍された先人・先輩より多くの道標をいただ
いていると考えられる．

以上述べてきたように，医療関係の論文を記載すると，著者以外に，読者，医療を受けている受診者の方々
もその恩恵を受けることになる．論文の内容が一部の病院にとどまらず，日本あるいは世界中に広まり役立つ
ことが可能となる．これに加えて，50年後，100年後，あるいは千年後の未来の人たちに現在の医療技術を伝
達することも可能となる．利他の精神による，日本人間ドック学会誌への投稿をお待ちしている．
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第59回日本人間ドック学会学術大会　第2回理事長講演

岐路に立つ人間ドック健診
－人間ドック学会はどう対応するか－

篠原幸人
日本人間ドック学会  理事長

（東海大学 名誉教授，国家公務員共済組合連合会 立川病院 神経内科）

はじめに
前回の第58回日本人間ドック学会大会（2017

年，大宮）において，当学会として初めての理事
長講演を行い，現在の人間ドック健診および学会
業務に対するいくつかの提言を行った 1）．そのな
かで，任意型健診（狭義の人間ドック健診）の定義
と考え方の再確認，全会員施設を対象とした真の
意味の「人間ドックの現況」調査の実施，健診関係
4団体を統合した健診団体連絡協議会（健団協）の
設立，そして公益社団法人日本人間ドック学会組
織の近代化などに関してはここ1年である程度の
実施・改善ができたと考える．

しかし，政府ないし厚生労働省も国民の健康維
持における健診の意義に注目し，特定健診・がん
検診などの普及に力を入れ始めている．今まで任
意型人間ドック健診を主力として行って来られた

会員諸施設は今後この状況にどう対応すべきか，
増加しつつある特定健診やがん検診のみを行われ
る施設の健診レベルの向上とその維持，そして将
来の任意型人間ドック健診の在り方などを中心に，
学術団体である本学会はどう対応すべきかなどを
今回は論じて，学会員諸氏のご批判を仰ぎたい．

その他にも，健診対象者高齢化への対応，部分
ドックと総合的人間ドック健診の連携，国民の予
防医学・健診継続受診の重要性の啓発など，今後
我々が行うべき課題は非常に多い．

1. 対策型（いわゆる法定）健診と任意型人間ドッ
ク健診の受診者数の変動
図1，2は，日本人間ドック学会C会員1,677施

設に対し2016年度の受診者数を調査した結果で
ある．当該年度より初めて人間ドックC会員全施

図1　人間ドック会員施設の健診受診者数の現況
2016年度 日本人間ドック学会調査　未発表

図2　同受診健診の種類の割合
2016年度 日本人間ドック学会調査　未発表
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設に調査を行った．従来のいわゆる「人間ドック
の現況」では認定施設のみを中心に調査が行われ
ていて，日本人間ドック学会に所属する全施設に
おける調査は行われていなかった．2016年度調
査は初めて会員全施設を対象に行ったが，被調査
施設も慣れておられないために回答率は60%と極
めて低かった．この点は今後の改善が必要である．
図1，2に示すように，回答された992施設で

行われた「狭義の人間ドック」の受診者数は約385
万人で，2015年度の受診者数316万人 2）より多少
は増加している（ただし2015年度は644施設のみ
での調査）．一方，全受診者中，1,375万人と最も
多かったのは法定健診の一つである企業健診受診
者数であり，さらに，特定健診・特定保健指導の
受診者数も「任意型（狭義）人間ドック健診」よりも
多い人数が計上されていたことは特筆に値する．

また，厚生労働省 「国民生活基礎調査，特定健診・
特定保健指導の実施状況」3,4）によると，2016年の
人間ドックを含む健診（健康診断や健康診査など）
の受診者数は3,805万人（想定数），特定健診は
2,756万人で，人間ドックを含む健診等の受診者
数が特定健診受診者を遥かに上回る数値が示され
ている（図3右）．これは厚生労働省は狭義の人間

ドックと企業健診を合わせて人間ドック（広義）と
呼びその合計数を示していることと，本学会の調
査が会員施設の60%からの回答であること，およ
び他の健診団体の数値が含まれていないことによ
ると思われる．すなわち昨年の第1回理事長講演
でもこの点を強調したように，一部の企業や厚生
労働省は，内容が大きく異なる任意型人間ドック
と他の健診などとの区別が曖昧なまま人間ドック
健診事業と呼んだり，調査をしているのである．
言い換えれば任意型のみならず，一般の企業健診
を広義の人間ドックと解釈して統計に加えている
のである．国民に任意型健診（いわゆる狭義の人
間ドック）と法定健診の相違を理解していただく
必要性を前回の理事長講演でも述べたが，一般国
民のみならずもっと広い範囲でその心配が現実の
ものとなっていることは明らかで，これは我々が
啓発すべき今後の大きな課題の一つである．

もう一点，特記すべきは，これは厚生労働省の
ご努力にもよるが，近年いわゆる特定健診の内容
が次第に充実し，またその普及が進みつつある
ことである．前述したように人間ドック学会C会
員施設では，今回の調査ではじめて特定健診受
診者数が任意型人間ドック受診者数を超えてい

図3　学会統計と厚生労働省発表の乖離
左図：2016年度 日本人間ドック学会調査　未発表
右図：2016年国民生活基礎調査の概況，2016年度特定健康診査・特定保健指導の実施状況（厚生労働省）等より



人間ドック　Vol.33  No.5  2019年 9 ( 665 )

た．この傾向は今後も続くと考えられるが，我々
は任意型人間ドックの内容とともに，特定健診の
検査項目内容もさらに充実させることが必要であ
る．そのためには，国に正しい意見を健診団体と
して一致団結して進言できる環境づくり，すなわ
ち2017年度に設立した健団協としての活動が重
要である．さらに，当学会C会員施設ではないが
特定健診施行に興味を持たれている施設に対策型
健診事業のノウハウの提言・指導を行って，正し
い考え方や方法で健診が行える施設を増やしてい
かなければならない．その考えから，本年度より
当学会内に「（仮称）対策型健診実施施設支援事業
検討小委員会（那須 繁委員長）」を立ち上げて，日
本病院会などとの共同事業を行いたいと考えてい
る．本事業を受講された施設で人間ドック学会に
所属されることを希望される場合は，人間ドック
学会から法定健診実施認定証を発行することも考
えたい．

2. 人口の高齢化と将来の人間ドック
本邦に押し寄せる人口高齢化の波は周知のこと

である．少なくとも2065年までは75歳以上の後
期高齢者数の増加，すなわち「高齢者の高齢化」現
象が進むと思われる．その意味で，75歳以上の健
康志向の高い高齢受診者が，任意型人間ドックに
殺到する可能性は高い．これらの高齢者に，40～
74歳までの一般受診者と同じ項目の人間ドック健
診検査項目を全く同じ要領で施行して良いか否か
は疑問である．当学会は，数年前に「高齢人間ドッ
ク受診者のためのガイドライン」を山門 實前委員
長のもとで検討したが，その結果は何故か日の目
を見なかった．さらに，数年以上前と現在とでは
75歳以上の受診者の数も状況も，また考え方も変
わっている．そこで，実用に耐えうる新しいガイ
ドラインの作成を，「高齢受診者に対する人間ドッ
ク健診のあり方委員会」（津下一代委員長）に依頼
した．急増する認知症患者の早期発見や予防の第
一線に，人間ドック諸施設が立たなければならな
いのは明らかである．MRIもなく脳ドックも併設
していないとか，認知症の検査は苦手で専門家も
在席していないとの声は十分理解できる．しかし，

一般の人間ドック健診施設は難しい認知症の神経
心理テストを行う必要性も，MRIを行う必要もな
い．問診票に「最近物忘れを他人に指摘されたこ
とがありますか」というような簡単な一行を追加
する 5）だけで，生活指導の時に「一度，専門家に診
て貰ってはいかがですか？」という親切な一言が
言えるのである．高額な費用を要する脳ドックの
受診は勧められなくても，怪しいと考えられる受
診者には保険診療が可能な施設を紹介する親切さ
が欲しい．

3. 今後の人間ドック健診システムの在り方
（1）健診施設認定・フォーマット・判定区分など
の標準化・統一化

健診関連4団体（日本病院会・全日本病院会・総
合健診医学会・日本人間ドック学会）は現在各々
異なる施設認定基準を持ち（日本病院会と人間
ドック学会は共通），さらに，健診結果のフォーマッ
トやその判定基準は各団体間のみならず，各団体
所属の施設間でも多少の相違がある．この状態で
は各企業内や企業間の健診結果比較にも支障が生
じる．この点を是正すべく，本学会のみならず，
健団協全体として一致協力してその改善に着手し
た．2019年春の小生の健団協議長任期終了時ま
でにはある程度の決着をつけたいと考えている．
（2）テーラーメイド ドックは可能か

従来の任意型人間ドックでは，全受診者に対し
ワンパターンのベルトコンベア方式で人間ドック
を含む全健診の検査時間短縮と合理化が試みられ
てきた．その従来の方式は間違えではない．しか
し，Tailor-madeないしはPersonalized Medicine
が叫ばれる現在，人間ドック健診にもこのような
方式もあって良いのではないかと考える．患者の
年齢・性別・既往歴・社会歴・生活習慣や生活環
境あるいは経済状況などを考えた「その受診者」用
の人間ドック健診もあって良いはずで，先述した
高齢者ドックもその一型と考える．
（3）健診システムの国際化

日本でうぶ声をあげた人間ドック健診は東ア
ジアでは追随する国があるものの，欧米ではほと
んど行われていない 6）．欧米には散発的な検査や
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血液検査が行われているのみである．その最大
の理由は，日本式健診システムの有用性やcost-
e� ectivenessを示す明確なエビデンス，あるいは
任意型人間ドック健診がいわゆる対策（法定）型健
診に比べ受診者に明らかなメリットをもたらすと
いう大規模な科学的根拠が乏しいことによる．人
間ドック型健診の一部の有用性を証明する科学的
論文は散発的にはみられるが，欧米で権威ある，
あるいはポピュラーな雑誌にその論文が掲載され
れば世界的に大変なセンセーションを巻き起こす
ことに間違いない 7）．それを期待して学会主導型
の臨床研究の公募を本年度より開始した．会員諸
兄のご努力を期待する．
（4）新しい発想の疾病予防・早期発見法の開発
表1に任意型人間ドックで将来利用可能な新し

い発想の健診手段を列記した．
PETスキャンやPET-CTを用いた健診はもはや

新しいとは言えない．今後は遺伝子診断による疾
病発生の予知が話題の一つになろう．しかし，現
段階では未知の部分も多く，さらに商業ベースに
乗った比較的無責任な各種遺伝子検査による検査
結果が横行する時代である．各健診施設が自院で
は行ってもいない遺伝子検査の結果説明を受診者
から求められ困惑することもあろう．当学会とし
ては，それに備えて遺伝学的検査検討委員会（田
口淳一委員長）を立ち上げたが，今後この遺伝子
検索が人間ドック検査項目の一つになりうるか否
かは未知の領域である．

Micro RNAや，線虫と被験者尿を用いたがん

の早期診断などは人間ドック健診領域におけるト
ピックスに一つである．そのためリキッドバイオ
プシー委員会（和田高士委員長）を新しく立ち上げ
て，今後我々も研究に参加することとなった．し
かし，これらの検査法は現段階では早期診断には
有用であろうが，我々が究極的に目指す疾病発現
予防に関しては今後の課題と言わざるを得ない．

ごく少量の血液からアミロイド関連物質を検出
するアルツハイマー病早期診断にも同じ問題点が
ある．

4. 任意型人間ドックが生き残るために学会は何
ができるか

特定健診，その他の法定健診が年々改良される
ことは誠に喜ばしいことは前述した．しかし，そ
れだけで十分に国民の健康が守られるのか，特定
健診対象年齢をすぎて年々増加する75歳以上高齢
者の健康をどう守るかに関しては十分な結論は出
ていない．それらの問題点を国民や政府に理解し
てもらい，さらに対策型健診では手の出せない新
しい検査項目を加えた任意型人間ドック健診を発
展させるためには，やはり学会が中心となり人間
ドック学 8）の進歩・改善に努めなければならない．

また，予防医学として確立されつつある任意型
人間ドック健診に会社や市町村からの補助なく受
診している方々には，当然ながら税制上の優遇処
置がとられるべきことも厚生労働省・経産省に従
来同様働きかけていきたい．

表1　人間ドック健診の新しい発想（法定健診が手を出せない領域を開拓したい）
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5. 会員への理事長からの要望
上記に加えて，学会A会員，特に専門医・認定

医の方々には人間ドック健診のスペシャリストと
しての自覚と，前述したエビデンス作りに協力し
ていただきたいし，B会員の方々も最近学会から
定期に発刊し始めた「人間ドック学会ニュースレ
ター」などから学会の使命と現状の熟知をお願いし
たい．

さらに，C会員施設の方々には現段階ではまだ
回収率の悪い新人間ドック実態調査に次年度から
は積極的に参加・ご協力をお願いするとともに，
その施設に見合った今後の人間ドック健診の新し
い在り方や方向性をご検討いただき，遠慮なく学
会に提言をいただきたいと考えている．

おわりに
人間ドック健診自体あるいは日本人間ドック学

会が現在直面している，または将来対応が迫られ
る問題を中心に概説した．

ここに述べた問題点のなかで，直ちに解決でき
る問題は少ないが，特に若い会員および施設会員
のご協力とご参加なしには行えない課題ばかりで
ある．積極的な学会活動への会員諸氏のご参加を
切に望む次第である．
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膵がんの早期診断と人間ドック超音波検査
田中幸子

大阪がん循環器病予防センター

要　約
　膵がんは最近，罹患数増加に伴い死亡者数が増加し注目を集めています．早期に診断されること
が少なく，5年生存率は10％未満と予後の非常に悪いがんです．早期診断のためには，無症状ない
しわずかな症状の時期に，軽度の異常所見を拾い上げること，そして膵がんの可能性の高い病変を
的確に精査に持ち込むことが必要です．人間ドック受診を膵がんの早期診断に効果的に結び付ける
ためには，非侵襲的な腹部超音波検査の精度向上が有用と考えられます．そのための方策として，
精査超音波検査，診断装置の整備，検査担当者の教育，腹部超音波健診判定マニュアルの採用，外
部評価受検などが大切です．

キーワード 膵がんの早期診断，腹部超音波健診判定マニュアル，腹部超音波検査

はじめに
膵がんは早期診断が難しく，難治がん中の難治

がんと呼ばれてきましたが，罹患数の増加に伴い
死亡者数が増加しつつあり，最近注目を集めてい
ます．人間ドック受診を膵がんの早期診断に効果
的に結び付けるために，どのような対応が必要か，
膵がんをとりまく現状および人間ドックにおける
超音波検査の活用を中心に述べます．

膵がん診療の現況
日本では，1980年代初頭から悪性新生物がずっ

と死亡原因の第1位を占めていますが，近年，胃
がん，肝がんによる死亡数は減少傾向にあり，肺
がん，大腸がんとともに膵がんによる死亡数が年々
増加しています．2013年度以降は男女計で3万人
を超え，肺がん，大腸がん，胃がんに次ぐ4番目に，
女性では2016年度に胃がんを抜いて大腸がん，肺
がんに次ぐ3番目に死亡数の多いがんとなってき
ました 1）．この間に，各種臓器のがんの治療成績は
著しく向上してきましたが，膵がんについては長
期予後に改善がみられず，5年生存率が唯一10%
未満と低迷しています．膵がんは，このように予
後が悪く難治がんとよばれていますが，日本膵臓
学会の全国集計（2001～2007年登録症例）2）による
と，進行度別の予後はStage IAでは5年生存率が

54.1%と50%を超えています．ただし，Stage IA
症例は登録症例中の6%に過ぎず，Stage IIB以上
の進行がんが66%を占めているのです．化学療法
の進歩により，局所進行膵がんの予後はかなり改
善されてきたものの，長期生存にはStage 0（上皮
内癌）ないしStage IA（膵内に留まる20mm以下で
リンパ節転移，遠隔転移なし）での診断が求めら
れ，早期に診断される症例の少ないことが予後不
良の大きな原因であるといえます．一方，人口動
態統計によると，膵がんで5年生存した人が，さ
らに5年生存する率については，男女とも約80%
と，肝がんの40%程度に比べかなり高く1），5年
生存できるような早期に診断し，治療に持ち込む
ことの意義が大きいと考えられます．

早期診断症例が少ない理由
早期に診断される膵がんが少ない理由として，

膵臓という臓器の特殊性が指摘されます．まず，
膵臓は厚みが2cm程度と小さく固有の被膜もな
いので，がんは小さいうちから周囲に浸潤しやす
く，腫瘍径が2cm以下でもすでに膵臓の周囲に浸
潤していることが少なくありません．また，すぐ
近傍に総肝動脈や上腸管膜動脈など重要な脈管が
存在するので，遠隔転移がなくても根治切除が困
難となることも多いのです．次に，膵臓は深部に
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存在しアプローチが容易ではありません．細胞な
いし組織学的な確定診断を得るためには，逆行性
膵胆管造影下膵液細胞診（ERCP-PJC）ないしは超
音波内視鏡下細径針吸引生検（EUS-FNA）が必要
です．これらの検査は検査手技の難易度が高いこ
ともありますが，それ以上に侵襲性が高く，劇症
膵炎や膵液のリークといった致命的な合併症をき
たす可能性があります．せっかく小さな病変をみ
つけ膵がんを疑っても，気軽には精査を行えず確
証が得られないまま時が経過し，進行がんとなっ
てしまう例も少なくないようです．したがって，
早期診断のためには，無症状ないしわずかな症状
の時期に，軽度の異常所見を拾い上げること，そ
して，膵がんの可能性の高い病変を的確に精査に
持ち込むことが必要です 3）．

膵がんを早期に診断するために
人間ドックで何が必要か

膵がん発症初期に，上腹部痛・一過性の膵酵素
値の上昇や，糖尿病の発症・増悪が認められるこ
とがあります．これらを見逃さないことも大切で
すが，根治可能な早期には無症状のことが多く，
症状のない時期に膵がんの可能性を示唆する所見
があれば，積極的に拾い上げることが重要です．
このように，早期診断の難しい膵がんを人間ドッ
クで的確にとらえるために，どのようなことに留
意すればよいでしょうか．人間ドックの各ステッ
プでの留意点を述べます．
1）問診

食後のもたれ感や心窩部重圧感・鈍痛が持続し
ている場合には，人間ドック検査項目に異常がな
くても，膵に重点を置いた検査を受けるよう勧め
ます．
2）血液検査
膵酵素値

アミラーゼやエラスターゼは，膵がん発症の初
期に一過性に上昇することがあります．単に再
検査を行うのではなく，超音波画像の見直しや
MRCP（MR cholangio-pancreatography）検査の追
加など，膵に重点を置いた検討を行うことが必要
です．これが契機となり，無症状の早期の膵がん

が診断されることもあります．
耐糖能

膵がんの発症初期に，糖尿病の新たな発症や，
治療中の糖尿病が急にコントロール不良となるこ
とがあります．経年受診者の場合など前回値との
比較も大切です．
腫瘍マーカー

CA19-9が高値であれば当然，膵臓所見の見直
しが必要ですが，肺がん，卵巣がん，子宮がんな
ど膵臓以外のがんで高値を示す場合や，悪性腫
瘍とは無関係に一過性に高値を示す場合もありま
す．一方，腫瘍マーカーは早期の膵がんでは上昇
しないことが多く，正常値であってもがんの存在
を否定する根拠にはなりません．早期の膵がんに
対する精度の高い検体検査の開発は待たれるとこ
ろです．
3）画像検査
超音波検査

苦痛も放射線被爆もなくスクリーニングに適し
た画像検査で，本学会でも基本検査項目に含まれ
ています．超音波検査では早期の膵がんは不整形
の低エコー腫瘤像として描出されることが多く，
陽性的中率は低いが腫瘤検出の感度は十分に高い
と報告されています 4）．しかし，一般に人間ドッ
クでの超音波検査は10分間程度の短時間に，肝・
胆・膵・腎・脾・大動脈，と多数の臓器を観察し
ますので，微小な膵がん病変そのものを検出する
のは現実には至難ともいえます．また，肋骨や消
化管ガスの影響もあり，短時間で膵臓をすっかり
は観察できないことも少なくありません．本学会
と，日本消化器がん検診学会・日本超音波医学会
の3学会共同で作成された腹部超音波健（検）診判
定マニュアル（表1）5-7）においては，膵がんの直接
所見である低エコー腫瘤像（カテゴリー4ないし
5）のみでなく，主膵管拡張・膵嚢胞（カテゴリー
3）といった間接所見ないし高危険群の所見も要精
査として取りあげるよう指示しています．すなわ
ち，主膵管拡張は下流側の膵がんにより主膵管の
通過障害をきたし，そのために間接的に上流で拡
張をきたした可能性があるということです．また，
5mm以上の嚢胞の存在や主膵管の拡張（体部で
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2.5mm以上）がある場合には，将来的に膵がんが
発症する危険性が高い（両所見があれば27.5倍）
ことが報告されています 8,9）．
CT検査

造影剤によるヨードアレルギーや，腎への負担
から，人間ドックでは通常，造影CT検査は行わ
れません．単純CT検査では，膵臓全体の輪郭像
が把握できるので膵臓の輪郭に変形をきたすよう
な進行がんは検出できますが，膵内に留まる小さ
ながんは検出できません．また，主膵管の同定や，
膵のう胞の検出感度は，超音波検査に比べ低いと
報告されています 10）．
MRI検査

MRCPは主膵管の狭窄や拡張，嚢胞の存在や嚢
胞と膵管との交通の有無，嚢胞内結節などの診断
には非常に有効です．ただし，MRIは充実性腫瘍
そのものの描出，特に小さな腫瘤の検出には限界
があるようです．
PET-CT検査

FDG-PETCTはがんの診断に大きな期待が寄
せられていますが，早期の膵がんにはFDGの集
積が認められないことも少なくありません．腫瘍

マーカーと同様，がんの存在を否定する根拠には
ならないという認識が必要です．
4）異常所見を認めた時の対応

主膵管の軽度拡張やアミラーゼ上昇など軽度の
異常の場合に，直ちに専門医療機関に紹介するか
どうか迷う場合も多いと思います．まずは，自施
設で実施可能な超音波検査などを膵臓に重点を置
いて追加して行うという選択肢が望ましいと思わ
れます．追加検査にて大きな問題がなければ3な
いし6ヵ月後の経過観察，あるいは1年後の人間
ドック受診をお勧めし，疑問が残るようであれば
専門医療機関に紹介します．紹介先は，通常，受
診者の希望を優先しますが，膵臓に関しては医療
機関による対応の差が大きいので，信頼のおける
医療機関への受診を誘導することが必要と思われ
ます．

膵精査としての超音波検査
人間ドック超音波検査では，通常，1件10分程

度の短時間に多数の臓器を観察し，次々と別の受
診者に対応するので，多少気になる異常所見をみ
つけても，一人の受診者に個別に長い時間を掛け

表1　膵の判定基準（腹部超音波健（検）診判定マニュアルより抜粋）

超音波画像所見 カテゴリー 超音波所見
（結果通知表記載） 判定区分

充実性病変注1）

高エコー腫瘤像 2 膵腫瘤 C
低（等）エコー腫瘤像 4 膵腫瘍 D2
主膵管・肝外胆管・膵周囲血管のいずれかの途絶を伴う 5 膵腫瘍 D1
嚢胞性病変 2 膵嚢胞 B
径5mm以上 3 膵嚢胞 D2
充実部分（嚢胞内結節・壁肥厚・隔壁肥厚など）を認める 4 膵嚢胞性腫瘍 D2
石灰化像 2 膵石 C
主膵管拡張（体部にて3mm以上）注2） 3 膵管拡張 D2
主膵管内結節 4 膵腫瘍 D2
下流側の狭窄 4 膵腫瘍 D2
形態異常
最大短軸径30mm以上 2 膵腫大 D2
最大短軸径10mm未満 2 膵萎縮 D2
限局腫大注3） 2 変形 B
腫大部分について，エコーレベルの低下・エコーパターン不整・
主膵管などの内部構造の不明瞭化のいずれかを伴う 4 膵腫瘍 D2

異常所見なし 1 異常なし A
描出不能 0 描出不能 D2
注1）混合エコー腫瘤像は適宜充実性ないし嚢胞性病変に含める
注2）拡大画像で，主膵管の前壁エコーの立ち上がりから後壁エコーの立ち上がりまでを計測する（小数点以下を四捨五入してmm表示する）
注3）“限局腫大“は膵の輪郭が平滑で厚みが限局的に増加している場合に用いる
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られないのが実情です．人間ドックの超音波検査
で主膵管拡張や膵内の嚢胞，低エコー腫瘤像など
の限局性病変が疑われた際には，後日，精査とし
ての超音波検査を受けていただくのが望ましいと
考えます．午前中は，通常の人間ドック業務と重
なりますので，昼食抜きで午後に受診していただ
き，検査を受けていただくようなシステムを設定
するのもよいでしょう．その際には，時間的な余
裕を持って，体位変換などを十分に行い，膵臓お
よび胆道系をしっかりと観察します．膵臓は小さ
な臓器ですが，改めてすっかり観察しようとする
と，観察ポイントが多くあります 11,12）．大阪国際
がんセンターで行っている膵精密超音波検査の基
本画像を図1に示します．
＜半坐位を基本とした体位変換＞

頭まで支えられる高い背もたれに，約60度の
半座位でゆったりともたれた姿勢で検査を行ない
ます．肝臓がやや下垂し音響窓となり，また，腹
筋の緊張が除かれますので，プローブを押し付け
て腹壁直下に描出される膵を高周波数のプローブ

で観察すると，超音波内視鏡検査（EUS）にも遜色
がないような精細な画像を得ることも可能です．
半座位の状態で左右の側臥位を併用することで，
膵尾部や膵頭下部・鈎部の描出改善をはかります．
＜胃充満法＞

胃内に脱気水を満たすことにより，消化管ガ
スの影響を排除し胃の背側の膵尾部の観察が容
易となります．市販のミルクティーなどの飲料
350mL程度を太めのストローで飲んでいただく
とよいでしょう．ただし，午後の検査の場合には，
昼食を抜くとしても朝食の内容も問題となるため
に対応はやや難しいと思われます．

このように，精査としての超音波検査を行うこ
とで，人間ドック時に疑われた異常所見を，すぐ
に対応の必要な病変と放置ないしは経過観察でよ
い病変とに分けることができます．例えば，人間
ドックの際に軽度の主膵管拡張のみられた症例で
も，精査超音波検査時には拡張が軽快し，膵管を
乳頭部付近まで追跡することができ，膵内に限局
性病変を認めない場合には，専門医療機関への紹

図1　膵精密超音波検査の基本画像 10）
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介は不要です．また，人間ドック時に低エコー腫
瘤像を疑った場合にも，精査超音波検査で膵外の
脂肪組織との連続性が認められ，膵周囲の内臓脂
肪の一部であると判明する場合もあります．精査
の超音波検査で疑問の残る場合や，悪性が疑われ
る場合には医療機関に紹介します．しかし，この
ように工夫をしても，超音波検査のみでは十分な
観察ができない例が，胃切除後やBMIが27以上
の肥満者など約7%程度存在します．異常が疑わ
れるが超音波ではどうしても十分に観察できない
場合には，EUS（超音波内視鏡検査），MRCPある
いは造影CTの併用が望ましいと考えられますの
で，専門医療機関への紹介が必要となります．

人間ドック超音波検査の課題
腹部超音波検査は，肝，胆，膵，腎など実質臓

器のがんの早期発見の他，生活習慣の改善が求め
られる脂肪肝などや，緊急に対処の必要な腹部大
動脈瘤など，多岐にわたる医療情報を得ることの
できる検査法です．一方，装置は簡便でどこにで
も設置でき，被検者への侵襲も皆無に近く，医師
以外の医療従事者が担当できるなど，検査実施に
求められる要件のハードルが非常に低い検査法で
す．これらのことが，逆に安易に検査を実施する
ことにつながりかねない危険性を内包していると
もいえます．超音波診断法が，人間ドックの場で
その能力を十分に発揮できるようにするための留
意点をまとめます．
1）診断装置と設備

超音波診断装置は，耐用年数を超えて使用する
と画質が劣化し診断能が低下します．装置が壊れ
て使用できなくなることはまれなので，劣化した
装置が使用され続けることも少なくありません．
使用頻度と耐用年数を考慮したプローブや，装置
本体の適正な更新が必要です．また，検査室を
暗くする必要はありませんが，天井の照明などが
診断装置のモニターに反射して検査担当者の目に
入ってこないような配慮は必要です．
2）画像保管

超音波検査で得られる画像情報は情報量が非常
に多く，通常，検査担当者が取捨選択して静止画

像を保管しています．各臓器をすっかり観察でき
ているかどうかを確認するために，ポイントとな
る基本記録画像を必ず保管するような内部の取り
決めが必要です．特に異常がなくても，20画像程
度の保管が望ましいとされています．たとえば，
膵臓は長軸方向1画像のみでは十分に観察できた
とはいえません．日本人間ドック学会では，全国
労働衛生団体連合会（全衛連）との共同で超音波検
査の評価事業を行っていますが，ここでは，膵臓
については，頭部，体部，尾部それぞれ2方向の
撮影を求めています．

また，画像保管は最近，プリントではなく電子
保管が主流ですから，検査時に前回画像をモニタ
に呼び出して，前回と比較しながら検査が行える
ことが望まれます．
3）検査担当者に求められる能力と資格

超音波検査は，医師のほか臨床検査技師，診療
放射線技師，看護師が担当可能で，現実には，臨
床検査技師あるいは診療放射線技師が従事してい
ることがほとんどです．しかし，上記の資格があ
るからといって直ちに十分な検査ができるわけで
はありません．検査担当者は，装置を適切な条件
に設定し，対象臓器をくまなく観察し，異常が疑
われる病変画像を的確にとらえて記録画像として
保管することが求められます．臓器をくまなく観
察するにはそれなりの技量が必要ですし，モニタ
上に現れる動画像を観察しながら，重大な病変に
結びつく画像を察知するには，もっと高い能力が
要求されます．検査担当者にその能力がなければ，
精査の必要な病変が描出されていても見逃されて
しまう可能性があります．検査時に検査担当者に
認識されず画像が保管されないと，あとからでは
画像を見ることもできません．十分な訓練と経験
の必要な仕事です．超音波検査を担当する技師は，
日本超音波医学会認定の超音波検査士の資格保有
者が望ましいとする所以です．無資格者には，資
格取得のための機会が得られるような支援が望ま
れます．全衛連で行われている腹部超音波検査の
精度管理調査の結果でも，超音波専門医や超音波
検査士の在籍している施設では，そうでない施設
に比べ，総合評価がA（優）と評価された施設の割
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合が高くなっています 13）．
4）精査結果のフィードバックと症例検討会

人間ドックは，健康であると想定されている人
が対象なので，一般医療機関に比べ疾患がみつか
る頻度は低く，検査担当者が重大な疾患を経験す
る機会は多くありません．さらに，精査の必要な
場合は他の医療機関に紹介することが多いので，
要精査と判定した病変が実際にはどのように最終
診断されたのかを知る機会も少なくなります．検
査担当者の技量向上に必須のこのような経験を
積む機会を少しでも増やすために，精査結果の
フィードバックが非常に大切です．つまり，要精
査で紹介した後に紹介先から届いた結果報告を超
音波検査担当者に回覧することです．紹介先から
の結果報告は，紹介書を書いた医師や統計処理担
当者に回っても，検査担当者にフィードバックさ
ることは少ないのではないでしょうか．病変の画
像の特徴をパターン認識することができないと，
検査中に病変をとらえることができません．です
から，自分たちが経験した症例が，他の画像検査
の結果どのように評価され，最終的にどのような
治療が行われたのかという情報は検査担当者の技
能向上のためにとても大切です．そのような結果
を技師間で共有するために，施設内で定期的に症
例検討会を開くことが望ましいと考えます．可能
なら，超音波専門医を交えてのディスカッション
があればよいでしょう．

また，自施設内のみでなく，外部の講習会や学
会などへの積極的な参加も推奨されます．
5） 腹部超音波健診判定マニュアル 5-7）の判定基準
に準拠 14,15）

腹部超音波健診判定マニュアルは，超音波検査
の標準化を目指したマニュアルで，実施基準と判
定基準とからなります．判定基準においては，各
臓器ごとに，認められた超音波画像所見に応じた
カテゴリー，および判定区分が決められています．
超音波所見に基づく超音波診断は医師が行うこと
になっていますが，日本超音波医学会認定の超音
波専門医が在籍している健診施設は多くないよう
です．本マニュアルは，検査担当者が得た画像情
報を，標準化された表記法で記載し，適切なカテ

ゴリー（がんの判定）および判定区分（指導区分）に
導くために有効な方法であり，ぜひ準拠していた
だきたいと思います．コンピュータシステムの更
新時に組み込むと，非常に便利に使用できますが，
システムに入っていなくても，手作業で準拠する
ことは可能です．また，このシステムを用いるこ
とは，新人教育にも有用です．すなわち，超音波
画像所見の項目として掲げられている所見の有無
をしっかりと観察しないと，良悪性の判断ができ
ないということが自然と認識されるからです．一
方，検査担当者のとらえた画像が最終判定にまで
結びつくということで，検査担当者には緊張感を
持って取り組んでいただけると思われます．
6）外部評価

自施設での超音波検査の実態を客観的に評価す
るためには，外部評価を受けることが有用です．
人間ドック学会では，全衛連との共同事業として，
腹部超音波検査の精度管理調査を行っています．
この調査では，精度管理の状況についての調査，
ならびに実際に撮像された画像やそれに対する所
見記載についての評価も含まれ，かなり詳細な実
態が評価されます．外部評価の結果を反省材料と
して日常検査業務に活かすことで，積極的な精度
向上がはかれると考えます．

おわりに
最近，死亡率が増加し，注目されている膵がん

ですが，一人でも多くの受診者に，人間ドックを
受けたおかげで，膵がんを早期に発見できて命が
助かったと喜ばれるような，そのような態勢を整
えていきたいものです．そのためには，人間ドッ
クに関わるすべての職種，施設管理の方，医師，
技師その他の医療従事者の皆さんの協力が必要と
考えます．

利益相反
本稿に関連して，開示すべき利益相反はありま

せん．
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特別寄稿 人間ドック 33：675-682，2019

人間ドックの意義・有用性：特に主観的健康感の観点から
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

要　約
　人間ドックは，身体の状態を多角的に検査し，異常所見に対して保健指導を行い，必要に応じて
精密検査や治療を勧奨する総合的な健診診断である．特定臓器がんによる死亡率低下に特化したが
ん検診や，メタボリックシンドロームに着目した特定健康診査・特定保健指導では体重・腹囲減少
の観点から評価されている．しかし，人間ドックでは検査対象が広範囲であるがゆえにその有用性
が評価されにくい．そこで，いくつかの評価視点から健診・検診・人間ドックの意義・有用性につ
いての報告を紹介し，特に近年，健康評価の指標として注目され，死亡率や健康寿命に強く影響を
及ぼす主観的健康感の観点から，人間ドックの意義・有用性について概説した．国民健康基礎調査
の統計結果と著しく異なる人間ドック受診者での特徴は，主観的健康感が良好で，高齢になっても
保たれることである．加えて，人間ドックの長期継続受診により，良好な健康感が維持されること
が特筆される．

キーワード 人間ドック，主観的健康感，国民健康基礎調査

はじめに
人間ドックという用語は広く国民に認知され，

市販の国語辞典や国の予防医療制度の資料，ある
いは医師国家試験問題にも掲載されるようになっ
た．健康状態をできるだけ正しく把握することを
前提とし，身体の状態を多角的に診察・検査を行
う．発見した異常所見に対して適切な教育および
生活指導を行い，必要に応じてしかるべき医療機
関に精密検査や治療の勧奨という一連の仕組みを
通じて，健康な生活を送れることを目的とした，
健康保険法に基づかない自由診療の総合的な健康
診断である．診察・検査の詳細な項目は，日本総
合健診医学会ならびに日本人間ドック学会により
基本検査項目が定められている．その内容は主に，
初期段階では自覚症状が現れないが，放置するこ
とで，生命や生活の質に大きな影響を及ぼす，が
ん，生活習慣病が主体である．ただし，脳，精神，
口腔・歯科，急性疾患，自覚症状が前面に出る疾
患などは含まれていない．人間ドックは疾病の早
期発見と適切な受診のアドバイスを主たる目的と
して行われるものと判示する裁判例 1）もあり，上

記と同様の趣旨と思われる．

人間ドックに関係する用語とその仕組み
人間ドックの意義・有用性について紹介する前

に，類似の予防医療形態 2）の報告も含めるため，
関連した診療形態での差異について確認をしてお
く（表1）．また，日本の健診制度は，諸外国と異なっ
ていることにも留意しておく必要がある．よって，
後述の有用性の評価について，諸外国の報告は最
小限にしている．

健診は略語であり，健康診断と健康診査がある．
健康診断の代表には，労働安全衛生法に基づく一
般健康診断と特殊健康診断がある．前者の一般健
康診断には，雇入時健康診断，定期健康診断，特
定業務従事者の健康診断，海外派遣労働者の健康
診断，給食従業員の健康診断を包括している．

健康診査は，母子保健法あるいは高齢者の医療
の確保に関する法律（旧，老人保健法）による保健
事業の一つで，国が自治体や保健所を通じて地域
住民に対して実施するものである．過去実施され
てきた老人保健法での基本健康診査は，平成20

連絡先：〒 105-8461 東京都港区西新橋三丁目 25 番 8 号 
Tel：03-3433-1111　E-mail：t_wada@jikei.ac.jp
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年度から高齢者の医療の確保に関する法律（実施
が保険者），健康増進法（実施が市町村）の特定健
康診査に代わった．そのほかに母子保健法の乳幼
児健康診査などがある．
 検診は，特定の疾患を拾い上げることを目的とし
たものである．健康増進法のもとで，市町村によ
るがん検診，歯周疾患検診，骨粗鬆症検診，肝炎
ウイルス検診がある．なお，がん検診の分類とし
て，「対策型」と「任意型」がある．「対策型」は集団
全体の死亡率を下げることを目的に行われ，自治
体が運営するもので公費負担である．「任意型」は
個人の死亡リスクを下げることを目的に行われ，
個人が自ら選び，申し込むもので個人負担となる．
留意しなくてはならないことは，対策型，任意型
という用語はがん検診のみの分類である．すなわ
ち，特定健康診査が対策型健診とか，人間ドック
は任意型健診というものではない．

人間ドックは，法律のもとで実施されない．よっ
て，実施に際して年齢制限などは設けられていな
い．しかし，前項での基本検査項目での取り決め
で，人間ドックを受診することにより，同時に定
期健康診断，特定健康診査ならびに特定健康診査
を実施したことになるので，改めてこれらを当該
年度に受診する必要はない．また，人間ドックで
は，国が定めている5つの対策型がん検診の検査
項目を実施している．

さらに，人間ドックをコンパクトにした協会け
んぽによる生活習慣病予防健診がある．

健診・検診・人間ドックの有用性の評価について
特定臓器がんにより集団の死亡率低下に特化し

たがん検診や，メタボリックシンドロームに着目し
た特定健康診査・特定保健指導での体重・腹囲の
減少などの有用性が評価されている．一方，人間
ドックでは，検査や生活指導の対象が広範囲であ
るがゆえに，実施の有用性が明らかにされにくく，
報告数も少ない．そこで，いくつかの視点から人
間ドックならびに関連する健診を含めて，有用性
について述べることにする．特に近年，健康評価
の指標として注目されている主観的健康感の観点
から，人間ドックの有用性について概説する．

Lancet誌 に，“What has made the population of 
Japan healthy?”が掲載されその中で「人間ドック」
の仕組みが紹介された 3）．加えて，「いったい何が，
日本国民の健康を改善させたのであろうか．いか
にして，世界最長の平均寿命を実現したのであろ
うか」という自問に対して，3つの見解が書かれて
いる．第一に，日本人は日常生活のあらゆる側面
で衛生に気を配っている．第二に，日本人は健康
意識が高い．定期健康診断を受けるのは普通であ
り，学校，職場，地域の誰もが健康診断を受ける
ことができる．人間ドックはビジネスマンの間で
普及している．第三に，日本食は栄養バランスに
優れており，日本人の食生活も過去50年の経済
成長と並行して改善されてきたとしている．しか
しながら，この論文では，健康診断，人間ドック
が平均寿命を延長させたという明確な証拠は紹介
されていない．

人間ドックは，健康診断の一種であり，その有

表1　人間ドックに関係する成人の予防診療
種　類 法律または実施者

健診
健康診断 一般健康診断 労働安全衛生法

特殊健康診断 同上
健康診査 特定健康診査 高齢者の医療の確保に関する法律または健康増進法

検診

がん検診（対策型） 健康増進法
歯周疾患検診 同上
骨粗鬆症検診 同上
肝炎ウイルス検診 同上

自由診療
生活習慣病予防健診 協会けんぽ
人間ドック 任意型がん検診を含む 自由診療
脳ドックなど 自由診療
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用性は，有益性の観点と不利益な観点の両方向か
ら評価される（表2）4）．以下，各指標について言
及する．

臨床予防的サービスの提供
健診・検診・人間ドックの有用性を検証するに

は，まず受診率の向上が必要である．米国疾病予
防管理センターでは，乳がん検診・子宮頸がん検
診・大腸がん検診の受診率向上対策に関して，対
象者へのさまざまな介入方法についての有効性の
科学的根拠を取りまとめている 5）．それによると，
手紙や電話などによる勧奨・再勧奨，スモールメ
ディア（パンフレットやニュースレターなど），1
対1の教育（医療従事者が行う健康教育や啓発な
ど）に有効性のエビデンスがあるとされている．
特定健康診査では，情報提供が義務化されてい
る．日本人間ドック学会の特定健診・特定保健指
導対策委員会では，情報提供のツールであるパン
フレットを作成し提供している．なお，情報提供
のメタボリックシンドローム改善の直接的効果の
報告はない．

受診者の態度・認識
人間ドックでの報告ではないが，繰り返しの健

診受診により不安感を減らし，自己評価された健
康状態の低下が抑制されるという有用性について
の海外での報告がある 6）．主観的健康感について
は，後述する．

行動的アウトカム
例えば禁煙指導は，人間ドック特有のものでは

ないが，その効果は広く立証されている．

短期的臨床転帰
40～74歳の人間ドック受診者は，同時に特定

健康診査を実施したことになり，また，特定保健
指導が必要に応じて行われる．特定保健指導の効
果について，積極的支援を受けた人では3年間で
の検証結果から，体重，腹囲の減少のみならず，
薬物療法の開始が非参加者に比べ有意に少ないこ
とが明らかにされている 7）．これは後述の経済的
アウトカムにも影響する．

Okadaら 8）は，定期健康診断に比べ人間ドック
受診者では，前糖尿病から糖尿病への進行は有意
に少なかったとしている．その理由として，人間
ドックにおけるライフスタイル教育が，変更可能
なリスク要因を減らして糖尿病への進行を予防さ
せていると考察している．

長期的臨床転帰
人間ドックの受診により死亡率が低下した報告

はない．健診では，平成20年度から実施された
特定健康診査の前に行われていた老人保健法によ
る基本健康診査の受診・非受診別の死亡率につい
ての報告がある 9）．この11年間のコホート研究で
は，傾向スコアを計算することにより，対象者の
年齢・体格指数（BMI）・運動習慣・歩行時間・生
きがい・「主観的健康感」・運動機能・疾患既往歴・
喫煙歴・飲酒歴・食習慣・職業・教育歴・居住地
域・がん検診受診歴を用いて基本健診診査を受け
る確率（propensity score）を計算し，対象者の特性
を揃えた形で健診受診者と健診非受診者のペアの
死亡率を比較している．非受診者に対する基本健
診診査受診者の全死亡の相対危険度（95%信頼区
間）は0.71（0.59-0.86），循環器死亡の相対危険

表2　健診受診の有用性評価
有益性の評価 不利益の評価

推奨される臨床予防的サービスの提供 推奨されない臨床予防サービスの提供
受診者の態度・認識（例：知識，満足度） 受診者の態度・認識（例：心配の増加）
行動的アウトカム（例：禁煙） 行動的アウトカム（例：危険な行動の継続）
短期的臨床転帰（例：コレステロール低下，疾患管理） 短期的臨床転帰（例：検査の合併症）
長期的臨床転帰（例：死亡または心筋梗塞の減少） 長期的臨床転帰（例：死亡などの事象）
経済的アウトカム（例：コスト削減，医療ケアの利用） 経済的アウトカム（例：誘導された費用，医療費の増加）
公衆衛生（例：家族や地域の健康状態の改善など） 公衆衛生（家族や地域の健康の低下など）
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度（95%信頼区間）は0.65（0.44-0.95）という結果
から，基本健康診査の有用性を報告している．

現在，国が実施している5つの対策型がん検診
（胃がん，肺がん，大腸がん，乳がん，子宮頸がん）
では，死亡率の低下が確認されている．人間ドッ
クでは，この5つのがん検診での検査項目を実施
している．また，人間ドックでは対策型では認め
られていない，胸部CT検査，乳腺超音波検査な
ども一部実施されている．

健康寿命は「健康上の問題で日常生活が制限さ
れることなく生活できる期間」と定義されている．
平成28年の国民生活基礎調査 10）によると，要介
護になった原因の第1位は認知症（24.8%）であ
り，衰弱（12.1%），骨折・転倒（10.8%），関節疾
患（7.0%）など多くが人間ドックの直接的な予防
対象になっていない．このため，健康寿命の延伸
を人間ドックで明らかにすることは難しいかもし
れない．

経済的アウトカム
小山 11）は，人間ドックの受診群と未受診群に分

け，その後の5年間の期間で医療費の違いについ
て検討している．5年聞で受診回数が多いほど医
療費は低くなり，その内訳では入院が明らかに少
なくなり，外来受診日数はほぼ同じでも高額医療
費が少ないとしている．

福井ら 12）は，医療費の観点で有用性を報告し
ている．3年間連続での一般健診群と3年間連続
での人間ドック群における年間医療5年間の累積
医療費の両群の差は，50歳代では男性 約33.0万
円，女性 約4.0万円であったとし，50歳代男性で
は，人間ドックと一般健診との費用差額を考慮し
ても，毎年人間ドック健診を受けることに医療費
削減効果があることしている．

公衆衛生
公衆衛生の観点での，人間ドックの有用性の報

告はない．しかし，健康増進法の肝炎ウイルス検
診と同様に，人間ドックではB型肝炎抗体を検査
することにより，間接的に性交渉による他人への
感染を予防している可能性がある．また，昨年度

まで基本検査項目であった梅毒検査も同様の効果
が見込める．

主観的健康感
人間ドックと健康は切っても切り離せない関係

にある．近年，疾病の治療目標や効果のみなら
ず，健康度の自己評価や生活の質，生活満足度，
主観的健康感などの個人レベルの健康指標が重視
されるようになり，主観的健康感と死亡率の関連
に関する論文を取りまとめた報告もなされた 13）．
deSalvo14）らは，メタアナリシスによる分析の結
果，主観的健康感が「良い」と「悪い」の間には，死
亡率で約2倍の差があると結論づけている．さら
には，医師が客観的なデータに基づいて判断した
健康状態よりも，本人の主観的健康感のほうが，
将来の身体機能の低下を予測する能力が高いとい
う報告まである 15）．長谷川 16）は，欧州連合27ヵ
国の統計資料をもとに，平均寿命または健康寿命
を従属変数，主観的健康感・悪性腫瘍年齢調整死
亡率・自殺死亡率・ジニ係数・国内総生産（GDP）
を独立変数とするステップワイズ法による重回帰
分析を行った結果，平均寿命は悪性腫瘍年齢調整
死亡率により規定され，健康寿命は主観的健康感
のみが有意な関連を持つことを明らかにした．

世界保健機構（WHO）では，健康を「健康とは
身体的，精神的及び社会的に良好な状態（well-
being）17）であり，単に疾病又は病弱ではないとい
うことではない」と定義している．主観的健康感
は，健康の指標の一つとされ，死亡率や罹患率で
はとらえられない健康の質的な側面をもつことか
ら近年注目が集まっている．米国では1972年以
降のNational Health Interview Surveyの調査項目
に主観的健康感に関する調査項目を導入した．日
本でも，1986年から国民健康基礎調査に主観的
健康感に関する設問を導入し，今日まで続けてい
る．設問は，「あなたの現在の健康状態はいかが
ですか．あてはまる番号一つに○をつけてくださ
い」回答肢は「1.よい，2.まあよい，3.ふつう，4.あ
まりよくない，5.よくない」である．東京慈恵会
医科大学附属病院の人間ドックでも，この設問を
質問票に取り入れてきた．
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直近の国民健康基礎調査（以下，国民調査）の
結果（2016年）18）と比較するために，同年の東京
慈恵会医科大学附属病院の人間ドックのデータを
用いて，比較結果を紹介する．対象は30歳から
79歳に定め，国民調査での男性38,290人，女性
40,945人，計79,235人を抜粋した．人間ドック
受診者は男性6,234人，女性3,212人，計9,446
人である．

人間ドック受診者の特徴は，主観的健康感が
「よい」・「まあよい」の回答率が，国民調査と比較
して著しく高く，加齢によって減少しないことで
あった（図1，2）．対して，「あまりよくない」は年
齢とともに国民調査では増加，人間ドックでは不
変であることも特筆される点である．男性につい
て，30歳代の人間ドック受診者は，「よい」・「ま
あよい」の回答が63%，国民調査では43%であっ

た．70歳代では，人間ドック受診者は，「よい」・
「まあよい」の回答が58%と30歳代との差はわず
か5ポイントであったが，国民調査は27%で差異
は16ポイントの低下であった．女性については，
30歳代の人間ドック受診者は，「よい」・「まあよい」
の回答が60%，国民調査は43%であった．70歳
代では，人間ドック受診者は，「よい」・「まあよい」
の回答が50%と30歳代との差は10ポイントの低
下，国民調査は25%で差異は18ポイントの低下
であった．このように，高齢になるにつれ，人間
ドック受診者と国民調査の「よい」・「まあよい」の
回答率の差が広がっていった．なお，女性での50
歳代以降で，「よい」・「まあよい」の回答が低下す
る理由には，更年期障害，そして女性に多い膝関
節痛など人間ドックが及ばない心身の変化の影響
があるものと推察された．

図１　男性の年代別主観的健康感

図2　女性の年代別主観的健康感
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国民調査の対象者の健診・検診・人間ドック受
診率は，30～79歳では69.3%である 18）．2016年
6月の30～79歳の人口は8,219万人であるので，
推計で5,700万人が健診・検診・人間ドックを受
診していることになる．真の人間ドックは，年間
受診者数は約500万人程度と推定されているの
で，多く見積もっても10%未満である．よって，
上記の国民調査の結果での人間ドックの影響はわ
ずかといえる．

主観的健康感が悪いと，その原因を探るために
健診を受けに行くのではなく，むしろ健診に行か
ないことが国民調査データから明らかにされてい
る．20歳以上の全対象（97,483人）の調査での健
診受診率は，よい（70.4%），まあよい（71.0%）．
ふつう（67.9%），あまりよくない（60.8%），よく
ない（50.3%）であった．

また，2014年の国民健康・栄養調査 19）によると，
健診を受診していない者は，健診を受診している
者と比較して，男女ともに現在習慣的に喫煙して
いる者の割合，運動習慣がない者の割合，血圧の
平均値が高く，女性に関しては肥満者の割合も高
かったことが確認されている．

これらのことから推測すると，人間ドックも体
調が不良の人，不健康な人は受けることが少なく
なり，「よい」・「まあよい」の回答率を高めること
になるかもしれない．

国民調査では，自覚症状の有無・日常生活影響
の有無・通院の有無別に健診受診率の結果を出
している．「自覚症状なし・日常生活影響なし・
通院あり」群が72.9%ともっとも健診受診率が高
かった．次いで，「自覚症状あり・日常生活影響
なし・通院あり」群の71.4%であった．これに対
して，「自覚症状なし・日常生活影響なし・通院
なし」群では67.7%，「自覚症状あり・日常生活影

響なし・通院なし」群66.7%と，通院していない
群で低値であった．すなわち，健康や病気に関心
がある人は，健診も受け，通院もする傾向にある
と考えられた．なお，「日常生活に影響」があると，
自覚症状の有無，通院有無にかかわらず，健診受
診率は50%台と低くなる．

この断面調査では，加齢につれて，人間ドッ
ク受診群と国民調査群での「よい」・「まあよい」の
回答率の差異が大きくなったので，人間ドックの
継続受診年数の長短で変化があるかを検証した．
人間ドックの最終受診が2016年である者につい
て，これまでの受診継続期間の長短で4分位に分
けた．1群：3年間以下（男性49.5±11.1歳，女性
46.7±11.4歳），2群：4～7年間（男性52.0±10.2
歳，女性49.3±10.7歳），3群：8～13年間（男性
52.6±10.0歳， 女 性52.3±9.8歳），4群：14年
間以上（男性57.0±9.8歳，女性56.7±9.5歳）で
ある．主観的健康感の「1.よい，2.まあよい，3.ふ
つう，4.あまりよくない，5.よくない」を数値化
し平均±標準偏差を算出した．その結果，人間ドッ
ク受診継続期間の長短の間に，主観的健康感の傾
向は変わらないことがわかった（表3）．すなわち，
主観的健康感が不良ではない者が，他覚的に全身
の健康状態を確認してもらうために人間ドックを
受診し，継続することにより直接的・間接的に健
康状態が保持され，主観的健康感の良好さを維持
するものと考えられた．一方，健診・人間ドック
を受けない者は，健康状態の負のスパイラルが生
じていき，主観的健康感がより不良になっていく
ものと推察された．人間ドックの意義，有用性は，
全身的な「チェック」，異常があれば「ケア」，その
先の健康増進「プロモーション」の連続した展開 20）

により，良好な主観的健康感が維持され，生きる
ことの充実感ひいては労働意欲にも影響する 17）．

表3　人間ドック受診期間の長短別での主観的健康感の点数
1群

3年間以下
n=2367

2群
4～7年間
n=2366

3群
8～13年間

n=2366

4群
14年間以上

n=2366
男性 2.1 ± 1.0 2.1 ± 1.0 2.0 ± 0.9 2.1 ± 1.0
女性 2.3 ± 1.0 2.3 ± 1.0 2.3 ± 1.0 2.4 ± 1.0

点数：1.よい，2.まあよい，3.ふつう，4.あまりよくない，5.よくない
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なおこの主観的健康感の結果は，日本人間ドッ
ク学会による機能評価認定の1施設のデータであ
る．「人間ドック」といっても，その質には無視で
きない差異がある．2018年11月現在，日本人間
ドック学会の加盟施設（会費のみの施設）は1,694
施設であるが，第3者評価に合格した機能評価認
定施設はわずかに379施設（22%）に過ぎない．機
能評価認定施設では，単なる質問票配布と結果票
送付という紙面でのやり取りのみでなく，対面に
よる十分な時間を要しての医療面接・結果説明・
保健指導から，受診者の健康面の不安や問題点を
引き出し解消に努めている．前述した不安感の解
消 6）も人間ドックでは大きいものと推察される．

最後に
人間ドックの意義・有用性について概説した．

人間ドックは全身的な総合的評価をするため，特
化した指標で有用性を見出すことは困難かもしれ
ない．そこで，WHOが定義する健康の定量的評
価となりうる主観的健康感の観点から，人間ドック
の意義・有用性の検証を紹介した．人間ドック受
診者での主観的健康感の高さ，加齢や継続受診に
よっても維持されている点で秀でているといえる．

鏑木 21）は本誌総説において，健康寿命を延伸さ
せるには，食事，運動習慣に加え心の在り方とし
て主観的幸福度が重要であることから，多角的検
討にその意義について言及している．主観的幸福
感は，主観的健康感の「よい・まあよい」に通じる
ものと考えられる．

主観的健康感は死亡率 14）や健康寿命 16）に強く
関係しているので，今後，多くの人間ドック施設
が，主観的健康感そして多方面からさらなる検証
を行って，社会から人間ドックを受診する意義が
確立されることを希望する．
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Signi�cance and Utility of Ningen Dock from Viewpoint of Subjective Health Feeling

Takashi Wada
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Abstract
  Ningen Dock is a comprehensive medical examination of the general body condition, 
health guidance is provided for abnormal findings, and more precise examinations and 
treatment are recommended as necessary.
  Evaluations are made from the viewpoints of weight and waist circumference reduction in 
the Speci�c Health Examination focused on metabolic syndrome and reducing mortality 
rates from cancers of speci�c organs in speci�c cancer screening. However, the utility of 
Ningen Dock, a system of general heath examination and evaluation, is unclear because of 
the wide ranging targets of examination and testing. �erefore, we carried out a study to 
assess the signi�cance and utility of Ningen Dock from several viewpoints, especially sub-
jective health feeling, which has attracted attention as an indicator of health evaluation in 
recent years. Subjective health feeling is correlated with mortality rate and healthy life span. 
Characteristically, the subjective health feeling of subjects who undergo Ningen Dock is 
very good even in old age, signi�cantly di�erent from that in the statistical results produced 
by the National Basic Health Survey. In addition, it is noteworthy that a good subjective 
health feeling is maintained by continuously undergoing Ningen Dock over the long-term.

Keywords:  Ningen Dock, subjective health feeling, National Basic Health Survey

well-being. In: Eid M, Larsen RJ (ed), The science of 
subjective well-being, �e Guilford Press, NY, USA 2008, 
111-113.

18） 厚生労働省政策統括官（統計・情報政策担当）：平成28年 
国民生活基礎調査，厚生労働統計協会，東京，2018. 

19） 厚生労働省：平成26年「国民健康・栄養調査」の結果．
https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000106405 .html  

［2018.12.9］

20） 和田高士：PART.1 人間ドック・健診の基礎  人間ドック・
健診のあり方－チェック・ケア・プロモーション．これか
らの人間ドック健診，日本評論社，東京，2012，4-9.

21）  鏑木淳一：人間ドック健診における新しい視点－Happy 
people live longer－．人間ドック 2015；30：7-14.

（論文受付日：2018.12.12　論文採択日：2018.12.26）



人間ドック　Vol.33  No.5  2019年

原　著

27 ( 683 )

人間ドック 33：683-693，2019原　著

傾向スコアを用いた特定保健指導の 
長期的な検査値改善効果の検証

長谷川泰隆 1）　垂水信二 1）　近藤洋史 1）　大崎高伸 1）　伴 秀行 1） 
根岸正治 2）　國近則仁 2）

要　約
目的：制度開始から10年が経過した特定保健指導の長期的な因果効果の評価を目的に，6年後まで
の検査値改善効果を検証した．
方法：2008～2010年度の積極的支援利用者2,152人を介入群，未利用者6,523人を対照群とした
計8,675人を6年後まで追跡した．傾向スコアマッチングによる共変量調整を行い，まず，積極的
支援利用者全体の検査値改善効果を検証し，次に，1年後の体重変化量別の効果を検証した．傾向
スコアは，特定健診の全項目を共変量としたロジスティック回帰により推定し，介入群1人に対し
て傾向スコアが最も近い対照群2人をマッチングして検査値の群間差を比較した．体重変化量別の
検証では，介入群を体重変化量で1%以上増，± 1%未満，1～2%減，3～4%減，5～6%減，7%以
上減の6群に分け，群毎に対照群を1対2でマッチングして群間差を比較した．検査値は体重，腹囲，
血圧，糖代謝，脂質，肝機能検査を対象とした．
結果：積極的支援利用者全体では，体重，腹囲，血圧，血糖，HbA1c，中性脂肪が6年後，HDL-C
が5年後，ALTが4年後，γ -GTPが3年後，ASTが2年後，LDL-Cが1年後まで有意な改善効果を
認めた．1年後の体重変化量別の検証では，3～4%減で1～2年後，5～6%減で3～4年後，7%以上
減で5～6年後の有意な検査値改善効果を認めた．
結論：検査値によって改善効果の持続期間が異なること，1年後の体重減少量が大きいほど長期的
な検査値改善効果が得られることを明らかにした．

キーワード 特定保健指導，検査値，傾向スコアマッチング，因果効果推論

1）株式会社日立製作所  研究開発グループ 
2）日立健康保険組合

連絡先：〒 185-8601 東京都国分寺市東恋ヶ窪一丁目 280 番地 
Tel：042-323-1111　E-mail：yasutaka.hasegawa.mp@hitachi.com

緒　言
急速な高齢化と生活習慣病の増加が社会問題

化するなか，政府は，国民の健康づくりや疾病予
防に重点をおいた対策を進めている 1）．その対策
の一つとして，厚生労働省は，2008年4月から生
活習慣病の効果的な予防を目指し，メタボリック
シンドローム（内臓脂肪症候群）に着目した特定健
診・特定保健指導制度を開始した 2）．制度開始か
ら10年が経過しており，この間に特定保健指導の
効果に関する定量的評価が進んできた 3-6）．しかし
ながら，先行研究では，特定保健指導1年後の効
果など短期的な効果の報告であり，5年以上の長
期的な効果を報告している先行研究は少ない 3）．

また，特定保健指導のようなランダムな介入を
伴わない観察データから因果効果を評価するため

には，共変量を調整した評価が非常に重要となる．
近年，傾向スコア法 7,8）を用いて共変量を調整し，
因果効果を推論する応用研究が増加しているが，
特定保健指導の効果検証に適用した先行研究は限
定的である 5,6）．

そこで，本研究では，特定保健指導の長期的な
因果効果を定量的に評価することを目的に，日立
健康保険組合の2008～2016年度の特定保健指導
と特定健診のデータを傾向スコア法により分析し，
積極的支援利用者に対する特定保健指導の6年後
までの検査値改善効果を検証したので報告する．

対　象
対象データは，日立健康保険組合の2008～2016

年度の特定健診・特定保健指導データを用いた．
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分析対象者の選定フローを図1に示す．まず，
特定健診データから，2008～2010年度の積極的
支援対象者15,964人を選定し，7年間連続して
特定健診データが存在する10,072人を選定した．
次に，2008～2010年度を初年度として，特定保
健指導データから，次年度以降は特定保健指導の
利用がなかった8,675人を選定し，分析対象者と
した．分析にあたっては，初年度に積極的支援の
利用があった2,152人を介入群，利用がなかった
6,523人を対照群として分析を行った．なお，本
研究のデータは，株式会社日立製作所研究開発グ
ループで定める倫理審査基準に則り審査され，取
得された．また，データは，個人を特定できない
よう匿名化したうえで活用した．

方　法
まず，積極的支援利用者全体に対する特定保健

指導の検査値改善効果を検証し，次に，特定保健
指導による減量の効果を検証するため，体重変化
量別の検査値改善効果を検証した．

検証方法は，観察データの共変量を調整して因
果効果を推論することが可能な傾向スコアマッチ

ング 9）を用いた．2008～2010年度（初年度）の特定
健診・特定保健指導データを用いて傾向スコアを
推定し，積極的支援利用あり群と積極的支援利用
なし群で傾向スコアが近くなる対象者をマッチン
グした．

傾向スコアは，目的変数を積極的支援利用あり/
利用なし，説明変数を共変量とした，ロジスティッ
ク回帰分析により推定した．共変量は，先行研究
を参考に，性別および年齢の基本情報と，特定健
診で取得される検査値および問診結果とした．問
診結果には，約2割の欠損値があったが，欠損値
というカテゴリー値を割り当てて分析した．また，
本研究では，分析対象者を，2008～2010年度の
積極的支援対象者としたため，対象になった年度
の違いが効果に影響する可能性がある．そこで，
共変量に積極的支援の対象になった年度も追加し
て傾向スコアを推定した．

マッチング方法は，非復元抽出の最近傍マッチ
ングを用い，傾向スコアが大きく異なるマッチン
グを避けるため，傾向スコアの距離（キャリパー値）
を設定した．キャリパー値は，Austin PCの研究 10）

で推奨値が報告されており，傾向スコアの推定値
をロジット変換したベクトルの標準偏差に0.2を
乗じた値とした．このキャリパー値に収まらない
人は，マッチング対象者から除外した．また，マッ
チングの構成比は，積極的支援利用あり群1人に
対して，積極的支援利用なし群2人をマッチング
する1対2マッチングとした．Austin PCの研究 11）

により，キャリパー値を持つ最近傍マッチングの
最適な構成比は，1対2と報告されているため，本
研究では1対2マッチングを用いた．
図2に，体重変化量別の検査値改善効果を検証

図1　分析対象者の選定フロー 図2　体重変化量別の検査値改善効果の検証方法
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する方法を示す．まず，積極的支援利用あり群を
1年後の体重変化量で，①1%以上増加群372人，
② ± 1%未満群401人，③1～2%減少群407人，
④3～4%減少群370人，⑤5～6%減少群233人，
⑥7%以上減少群369人の6群に分け，それぞれ，
積極的支援利用なし群との傾向スコアマッチング
を行い，検証した．傾向スコアの推定方法および
マッチング方法は，前述の積極的支援利用者全体
の効果検証と同じ方法を用いた．

また，検査値改善効果は，マッチング後の積
極的支援利用あり群（指導群）と利用なし群（対照
群）の平均検査値の差を6年後まで算出し，Welch
の t検定を用いた有意差検定を行った．有意確率
5%未満を有意差ありとした．対象検査値は，体
重，腹囲，収縮期血圧，拡張期血圧，空腹時血
糖，HbA1c，中性脂肪，HDL-C，LDL-C，AST，
ALT，γ-GTPの12種類とした．

なお，すべての分析は，R version 3.3.1を用い
て実施した．

結　果
積極的支援利用者全体の検査値改善効果

積極的支援利用者全体の検査値改善効果を検証
するため，積極的支援利用あり群2,152人と利用
なし群6,523人を，構成比1対2で傾向スコアマッ
チングした結果，積極的支援利用あり群2,150人
に対して，利用なし群4,300人がマッチングされ
た．積極的支援利用あり群の2人については，上
記で設定したキャリパー値を超えたため，マッチ
ング対象者から除外した．マッチング前後の集団
について共変量のバランスを確認した結果を表1
および表2に示す．表1は積極的支援対象年度，
性別および年齢の基本情報と，問診結果のバラン
スを確認した結果であり，表2は検査値について
の結果である．各共変量について，マッチング前
後における積極的支援利用あり群と利用なし群の
要約統計量および2群間の標準化効果量 12）を示し
ている．各共変量の要約統計量として，連続値は
平均と標準偏差，カテゴリー値は値別の構成割合
を示した．共変量のバランスの確認は標準化効果
量で行い，標準化効果量が0.1未満であればバラ

ンスが取れていると判断した 13,14）．表1および表
2より，マッチング前の集団では，喫煙習慣，空
腹時血糖，HbA1c，尿糖で標準化効果量が0.1
以上であったが，マッチング後の集団では，2群
間の要約統計量の差が減少したことにより，すべ
ての共変量で標準化効果量が0.1未満になり，バ
ランスが取れた集団になることを確認した．

積極的支援利用者全体の検査値改善効果を表
3に示す．表3は，マッチング後の集団から，12
種類の検査値について，6年後までの改善効果を
検証した結果である．積極的支援利用あり群と
利用なし群の平均値±標準偏差，2群間の平均値
の差（積極的支援利用あり群－利用なし群），p値
を示している．表3より，2群間の平均値の差は，
どの検査値も，1年後の差が大きく，時間が経過
するほど，徐々に差が小さくなる結果であった．
12種類の検査値について，1～6年後までの平均
値の差を説明する．

体重［kg］は，1年後から順に，–2.29，–1.64，–1.44，
–1.07，–0.79，–0.77であり，6年後まで有意であっ
た． 腹 囲［cm］は，–2.18，–1.54，–1.32，–0.97，
–0.67，–0.74であり，6年後まで有意であった．

血圧では，収縮期血圧［mmHg］が，–2.24，–1.74，
–1.55，–1.10，–1.08，–1.26であり，6年後まで有
意であった．拡張期血圧［mmHg］は，–1.29，–0.64，
–0.72，–0.22，–0.09，–0.61であり，3年後まで
と6年後で有意であった．

糖 代 謝 で は， 空 腹 時 血 糖［mg/dL］が，–1.51，
–0.69，–1.14，–1.70，–0.71，–1.21であり，1年後，
3～4年後，6年後で有意であった．HbA1c［%］は，
–0.09，–0.07，–0.07，–0.07，–0.02，–0.04であり，
4年後までと6年後で有意であった．

脂質では，中性脂肪［mg/dL］が，–19.51，–15.47，
–13.25，–11.77，–6.54，–6.47であり，6年後まで
有意であった．HDL-C［mg/dL］は，+2.12，+1.89，
+1.07，+1.01，+0.77，+0.59で あ り，5年 後 ま で
有意であった．また，LDL-C［mg/dL］は，–2.73，
–1.51，–1.46，–1.10，–1.49，–1.47であり，1年後
のみで有意であった．

肝機能検査では，AST［U/L］が，–1.90，–0.98，
–0.60，–0.65，–0.13，–0.17であり，2年後まで有
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表1　マッチング前後の性別，年齢，問診結果のバランス

共変量 値
マッチング前 マッチング後

積極的支援
利用あり

積極的支援
利用なし

標準化
効果量

積極的支援
利用あり

積極的支援
利用なし 標準化果量

人数［人］ 2152 6523 2150 4300

積極的支援対象年度［%］
2008年度 27.2 25.2

0.09
27.2 27.2

0.002009年度 37.8 34.3 37.7 37.4
2010年度 35.0 40.4 35.1 35.4

性別［%］
男性 98.6 98.3

0.01
98.6 98.5

0.00
女性 1.4 1.7 1.4 1.5

年齢［歳］ 45.7 ± 6.7 45.9 ± 6.5 0.01 45.7 ± 6.7 45.7 ± 6.5 0.00

医師から，脳卒中（脳出血，脳梗塞等）に
かかっているといわれたり，治療を受け
たことがありますか［%］

はい 0.3 0.5
0.01

0.3 0.3
0.00いいえ 77.0 77.6 77.0 76.7

欠損値 22.6 21.8 22.7 23.0

医師から，心臓病（狭心症，心筋梗塞等）
にかかっているといわれたり，治療を受
けたことがありますか［%］

はい 0.9 0.9
0.02

0.9 0.8
0.00いいえ 76.4 77.3 76.4 76.2

欠損値 22.6 21.8 22.7 23.0

医師から，慢性の腎不全にかかっている
といわれたり，治療（人工透析）を受けた
ことがありますか［%］

はい 0.1 0.2
0.01

0.1 0.1
0.00いいえ 77.2 78.0 77.2 76.9

欠損値 22.6 21.8 22.7 23.0

医師から，貧血といわれたことがある［%］
はい 1.4 1.3

0.01
1.4 1.4

0.01いいえ 75.9 76.8 75.9 75.5
欠損値 22.6 21.9 22.7 23.1

現在，たばこを習慣的に吸っている［%］
はい 54.4 60.9

0.13
54.4 55.6

0.02
いいえ 45.6 39.1 45.6 44.4

20歳の時の体重から10kg以上増加して
いる［%］

はい 59.2 59.5
0.00

59.2 59.0
0.01いいえ 18.6 18.8 18.6 18.2

欠損値 22.2 21.8 22.2 22.8

1回30分以上の軽く汗をかく運動を週2
日以上、1年以上実施［%］

はい 11.1 11.5
0.01

11.1 11.1
0.01いいえ 66.9 66.8 66.9 66.2

欠損値 22.0 21.7 22.0 22.7

日常生活において歩行又は同等の身体活
動を1日1時間以上実施［%］

はい 21.7 21.7
0.00

21.7 21.4
0.01いいえ 56.2 56.4 56.2 55.8

欠損値 22.1 21.9 22.1 22.8

ほぼ同じ年齢の同性と比較して歩く速度
が速い［%］

はい 37.5 36.7
0.00

37.4 37.1
0.01いいえ 40.4 41.2 40.4 40.1

欠損値 22.1 22.0 22.1 22.8

この1年間で体重の増減が± 3kg以上あっ
た［%］

はい 26.2 25.2
0.02

26.2 26.0
0.00いいえ 51.3 52.8 51.3 51.0

欠損値 22.1 22.0 22.1 22.8

人と比較して食べる速度が速い［%］

速い 37.0 33.6

0.03

37.0 36.2

0.00
ふつう 37.5 40.5 37.5 37.5
遅い 3.4 3.6 3.4 3.6
欠損値 22.0 22.2 22.0 22.8

就寝前の2時間以内に夕食をとることが週
に3回以上ある［%］

はい 44.4 44.4
0.00

44.4 44.6
0.01いいえ 33.6 33.9 33.5 32.7

欠損値 22.1 21.8 22.1 22.7

夕食後に間食（3食以外の夜食）をとること
が週に3回以上ある［%］

はい 10.8 11.1
0.00

10.8 10.9
0.01いいえ 67.1 67.0 67.2 66.4

欠損値 22.0 21.9 22.0 22.7

朝食を抜くことが週に3回以上ある［%］
はい 21.5 24.0

0.02
21.5 21.1

0.01いいえ 56.5 54.3 56.4 56.1
欠損値 22.0 21.7 22.0 22.7

お酒（清酒，焼酎，ビール，洋酒など）を
飲む頻度［%］

毎日 29.4 30.4

0.00

29.3 28.9

0.01
時々 31.4 30.7 31.4 31.1
ほとんど飲まない（飲めない） 17.5 17.7 17.5 17.5
欠損値 21.7 21.2 21.7 22.5

飲酒日の1日当たりの飲酒量［%］

1合未満 32.0 32.5

0.01

32.0 31.8

0.01
1～2合未満 23.6 22.8 23.6 23.4
2～3合未満 13.4 15.0 13.4 13.3
3合以上 9.0 8.0 9.0 8.6
欠損値 22.1 21.7 22.1 22.9

睡眠で休養が十分とれている［%］
はい 31.7 32.6

0.00
31.7 31.5

0.01いいえ 45.6 45.0 45.6 45.2
欠損値 22.7 22.4 22.7 23.3

運動や食生活等の生活習慣を改善してみ
ようと思いますか［%］

改善するつもりはない 13.5 16.0

0.06

13.4 13.5

0.02

改善するつもりである（おおむね6ヵ月以内） 35.0 35.0 35.0 35.0
近いうちに（おおむね1ヵ月以内）改善するつもり
であり，少しずつ始めている 15.3 13.7 15.3 14.8

既に改善に取り組んでいる（6ヵ月未満） 7.9 6.8 8.0 7.8
既に改善に取り組んでいる（6ヵ月以上） 5.9 5.4 6.0 5.8
欠損値 22.3 23.1 22.3 23.2

生活習慣の改善について保健指導を受け
る機会があれば，利用しますか［%］

はい 36.9 30.5
0.09

37.0 35.4
0.03いいえ 40.7 47.0 40.7 41.5

欠損値 22.4 22.5 22.4 23.1
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表2　マッチング前後の検査値のバランス

共変量 値
マッチング前 マッチング後

積極的支援
利用あり

積極的支援
利用なし

標準化
効果量

積極的支援
利用あり

積極的支援
利用なし

標準化
効果量

体重［kg］ 77.9 ± 9.1 78.5 ± 9.9 0.06 77.9 ± 9.1 78.0 ± 9.4 0.01
BMI［kg/m2］ 26.4 ± 2.8 26.6 ± 3.0 0.07 26.4 ± 2.8 26.4 ± 2.9 0.01
腹囲［cm］ 91.7 ± 6.2 92.2 ± 6.6 0.07 91.7 ± 6.2 91.8 ± 6.2 0.00
収縮期血圧［mmHg］ 125.8 ± 13.5 127.1 ± 15.9 0.08 125.8 ± 13.5 125.8 ± 15.4 0.00
拡張期血圧［mmHg］ 81.0 ± 10.1 81.8 ± 11.6 0.08 81.0 ± 10.1 80.9 ± 11.3 0.00
空腹時血糖［mg/dL］ 104.8 ± 12.4 107.3 ± 22.8 0.13 104.8 ± 12.4 104.7 ± 14.1 0.00
HbA1c［%］ 5.62 ± 0.50 5.77 ± 0.84 0.21 5.62 ± 0.50 5.63 ± 0.52 0.01
中性脂肪［mg/dL］ 188.2 ± 110.3 199.5 ± 134.1 0.09 188.2 ± 110.3 190.0 ± 122.3 0.01
HDL-C［mg/dL］ 50.3 ± 11.6 49.3 ± 11.4 0.08 50.3 ± 11.6 50.0 ± 11.7 0.02
LDL-C［mg/dL］ 132.7 ± 28.1 134.6 ± 31.7 0.06 132.6 ± 28.1 132.7 ± 30.7 0.00
AST［U/L］ 26.7 ± 14.1 27.2 ± 13.8 0.04 26.7 ± 14.1 26.6 ± 12.3 0.00
ALT［U/L］ 38.7 ± 26.7 39.6 ± 27.8 0.03 38.6 ± 26.4 38.6 ± 27.0 0.00
γ -GTP［U/L］ 66.6 ± 57.3 71.7 ± 70.2 0.07 66.6 ± 57.3 66.7 ± 58.2 0.00

尿糖［%］

- 99.1 96.5

0.18

99.1 99.2

0.00

± 0.3 0.6 0.3 0.3
+ 0.3 1.0 0.3 0.2
++ 0.1 0.4 0.1 0.1
+++ 0.1 1.5 0.1 0.1
欠損値 0.0 0.1 0.0 0.1

尿蛋白［%］

- 84.9 81.9

0.07

85.0 85.4

0.00

± 10.4 12.0 10.4 9.9
+ 3.6 4.7 3.6 3.7
++ 0.7 1.1 0.7 0.7
+++ 0.2 0.2 0.2 0.2
欠損値 0.1 0.1 0.0 0.1

表3　積極的支援利用者全体の検査値改善効果

項目 T年後
平均値±標準偏差

平均値の差 p値 項目 T年後
平均値±標準偏差

平均値の差 p値積極的支援
利用あり

積極的支援
利用なし

積極的支援
利用あり

積極的支援
利用なし

体重
（kg）

1年後 75.6 ± 9.9 77.8 ± 9.8 -2.29 p<0.001

中性脂肪
（mg/dL）

1年後 160.1 ± 108.5 179.6 ± 118.5 -19.51 p<0.001
2年後 76.3 ± 10.1 77.9 ± 9.9 -1.64 p<0.001 2年後 162.3 ± 103.9 177.8 ± 118.9 -15.47 p<0.001
3年後 76.5 ± 10.0 77.9 ± 10.1 -1.44 p<0.001 3年後 162.4 ± 106.3 175.7 ± 121.5 -13.25 p<0.001
4年後 76.8 ± 10.3 77.9 ± 10.3 -1.07 p<0.001 4年後 159.8 ± 96.9 171.6 ± 117.1 -11.77 p<0.001
5年後 77.0 ± 10.3 77.8 ± 10.5 -0.79 p<0.01 5年後 162.5 ± 100.0 169.0 ± 120.5 -6.54 p<0.05
6年後 77.1 ± 10.6 77.8 ± 10.6 -0.77 p<0.01 6年後 162.4 ± 110.2 168.9 ± 116.7 -6.47 p<0.05

腹囲
（cm）

1年後 89.2 ± 7.6 91.4 ± 6.9 -2.18 p<0.001

HDL-C
（mg/dL）

1年後 52.6 ± 12.8 50.5 ± 13.6 2.12 p<0.001
2年後 90.0 ± 7.7 91.6 ± 7.1 -1.54 p<0.001 2年後 52.3 ± 12.8 50.4 ± 12.0 1.89 p<0.001
3年後 90.3 ± 7.7 91.7 ± 7.5 -1.32 p<0.001 3年後 51.3 ± 12.5 50.2 ± 12.1 1.07 p<0.01
4年後 90.7 ± 7.9 91.6 ± 7.6 -0.97 p<0.001 4年後 51.6 ± 12.6 50.6 ± 12.5 1.01 p<0.01
5年後 90.9 ± 7.9 91.5 ± 7.8 -0.67 p<0.01 5年後 51.9 ± 12.9 51.1 ± 12.6 0.77 p<0.05
6年後 90.9 ± 8.0 91.7 ± 7.9 -0.74 p<0.001 6年後 52.0 ± 12.6 51.4 ± 12.8 0.59 N.S.

収縮期血圧
（mmHg）

1年後 122.8 ± 14.0 125.0 ± 15.1 -2.24 p<0.001

LDL-C
（mg/dL）

1年後 129.1 ± 29.5 131.8 ± 30.6 -2.73 p<0.01
2年後 123.6 ± 14.1 125.3 ± 15.1 -1.74 p<0.001 2年後 129.4 ± 29.2 130.9 ± 30.9 -1.51 N.S.
3年後 124.1 ± 13.9 125.6 ± 14.8 -1.55 p<0.001 3年後 128.6 ± 28.8 130.0 ± 30.4 -1.46 N.S.
4年後 124.0 ± 13.8 125.1 ± 14.4 -1.10 p<0.01 4年後 128.2 ± 28.7 129.3 ± 30.3 -1.10 N.S.
5年後 124.3 ± 13.8 125.4 ± 14.6 -1.08 p<0.01 5年後 127.5 ± 28.6 129.0 ± 30.6 -1.49 N.S.
6年後 124.7 ± 14.0 125.9 ± 14.7 -1.26 p<0.01 6年後 126.7 ± 29.0 128.2 ± 30.6 -1.47 N.S.

拡張期血圧
（mmHg）

1年後 79.2 ± 10.6 80.5 ± 11.3 -1.29 p<0.001

AST
（U/L）

1年後 24.3 ± 11.0 26.2 ± 12.8 -1.90 p<0.001
2年後 80.0 ± 10.7 80.6 ± 11.0 -0.64 p<0.05 2年後 25.2 ± 11.6 26.2 ± 12.7 -0.98 p<0.01
3年後 80.4 ± 10.5 81.2 ± 11.0 -0.72 p<0.05 3年後 25.6 ± 14.3 26.2 ± 12.4 -0.60 N.S.
4年後 80.6 ± 10.4 80.8 ± 10.9 -0.22 N.S. 4年後 25.6 ± 12.5 26.3 ± 13.4 -0.65 N.S.
5年後 80.6 ± 10.3 80.7 ± 10.8 -0.09 N.S. 5年後 25.9 ± 12.5 26.0 ± 12.3 -0.13 N.S.
6年後 80.5 ± 10.3 81.2 ± 10.8 -0.61 p<0.05 6年後 26.0 ± 14.6 26.2 ± 12.7 -0.17 N.S.

空腹時血糖
（mg/dL）

1年後 103.1 ± 13.9 104.6 ± 16.9 -1.51 p<0.001

ALT
（U/L）

1年後 31.7 ± 21.8 37.1 ± 25.7 -5.38 p<0.001
2年後 104.8 ± 16.3 105.4 ± 17.7 -0.69 N.S. 2年後 33.6 ± 24.3 36.5 ± 24.7 -2.96 p<0.001
3年後 105.3 ± 16.9 106.5 ± 20.3 -1.14 p<0.05 3年後 33.5 ± 23.0 36.1 ± 24.0 -2.62 p<0.001
4年後 105.5 ± 17.3 107.2 ± 22.2 -1.70 p<0.01 4年後 33.1 ± 22.7 35.3 ± 26.0 -2.22 p<0.001
5年後 106.8 ± 18.4 107.5 ± 20.0 -0.71 N.S. 5年後 33.3 ± 23.4 34.0 ± 23.2 -0.67 N.S.
6年後 107.4 ± 17.7 108.6 ± 21.0 -1.21 p<0.05 6年後 32.9 ± 31.4 33.7 ± 23.1 -0.83 N.S.

HbA1c
（%）

1年後 5.58 ± 0.52 5.67 ± 0.61 -0.09 p<0.001

γ -GTP
（U/L）

1年後 56.6 ± 51.6 65.7 ± 61.3 -9.02 p<0.001
2年後 5.61 ± 0.57 5.69 ± 0.62 -0.07 p<0.001 2年後 59.3 ± 54.2 65.2 ± 61.5 -5.97 p<0.001
3年後 5.64 ± 0.64 5.71 ± 0.69 -0.07 p<0.001 3年後 60.0 ± 58.4 63.8 ± 58.5 -3.79 p<0.05
4年後 5.68 ± 0.62 5.74 ± 0.74 -0.07 p<0.001 4年後 59.5 ± 57.3 62.1 ± 57.4 -2.61 N.S.
5年後 5.74 ± 0.64 5.77 ± 0.70 -0.02 N.S. 5年後 61.2 ± 63.7 61.5 ± 60.8 -0.34 N.S.
6年後 5.78 ± 0.61 5.82 ± 0.73 -0.04 p<0.05 6年後 61.5 ± 66.5 61.4 ± 61.4 0.08 N.S.
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意であった．ALT［U/L］は，–5.38，–2.96，–2.62，
–2.22，–0.67，–0.83であり，4年後まで有意であっ
た．また，γ-GTP［U/L］は，–9.02，–5.97，–3.79，
–2.61，–0.34，+0.08であり，3年後まで有意であった．
体重変化量別の検査値改善効果

体重変化量別の検査値改善効果を検証するた
め，図2に示す方法で，1年後の体重変化量別に
傾向スコアマッチングを行った．その結果，①
1%以上増加群は，371人に対して積極的支援利
用なし群741人がマッチングされ，②± 1%未満

群は，401人に対して利用なし群802人，③1～
2%減少群は，407人に対して利用なし群814人，
④3～4%減少群は，370人に対して利用なし群
740人，⑤5～6%減少群は，233人に対して利用
なし群466人，⑥7%以上減少群は，369人に対
して利用なし群738人がマッチングされた．ここ
で，①1%以上増加群の人数は372人であるが，
1人がキャリパー値を超えたため，マッチング対
象者から除外した．さらに，積極的支援利用なし
群1人も，キャリパー値を超えたため，マッチン

表4　マッチング前後の共変量のバランス（体重変化量別）
1年後の体重変化量

1%以上増加 ± 1%未満 1～2%減少 3～4%減少 5～6%減少 7%以上減少
マッチング マッチング マッチング マッチング マッチング マッチング
前 後 前 後 前 後 前 後 前 後 前 後

人数［人］
積極的支援利用あり（1年後の体重変化量別） 372 371 401 401 407 407 370 370 233 233 369 369
積極的支援利用なし 6523 741 6523 802 6523 814 6523 740 6523 466 6523 738

共変量の標準化効果量
積極的支援対象年度 0.03 0.01 0.06 0.02 0.10 0.02 0.01 0.02 0.20 0.02 0.19 0.01
性別 0.00 0.06 0.00 0.04 0.00 0.06 0.02 0.00 0.12 0.09 0.02 0.03
年齢 0.22 0.02 0.01 0.05 0.09 0.01 0.01 0.00 0.00 0.02 0.00 0.03
体重 0.08 0.01 0.02 0.00 0.11 0.03 0.09 0.00 0.19 0.01 0.07 0.00
BMI 0.06 0.02 0.04 0.01 0.11 0.01 0.12 0.01 0.21 0.06 0.08 0.01
腹囲 0.07 0.03 0.03 0.03 0.09 0.00 0.10 0.02 0.20 0.02 0.13 0.03
収縮期血圧 0.15 0.03 0.10 0.01 0.09 0.02 0.00 0.01 0.09 0.02 0.07 0.04
拡張期血圧 0.08 0.00 0.10 0.00 0.10 0.03 0.03 0.01 0.14 0.02 0.03 0.08
空腹時血糖 0.19 0.04 0.12 0.02 0.10 0.04 0.13 0.01 0.16 0.02 0.11 0.02
HbA1c 0.32 0.07 0.22 0.00 0.18 0.05 0.19 0.02 0.22 0.04 0.17 0.01
中性脂肪 0.15 0.00 0.09 0.06 0.06 0.04 0.05 0.05 0.11 0.03 0.08 0.01
HDL-C 0.07 0.03 0.08 0.02 0.14 0.03 0.06 0.00 0.09 0.00 0.05 0.02
LDL-C 0.00 0.04 0.08 0.04 0.10 0.01 0.12 0.02 0.04 0.01 0.04 0.04
AST 0.17 0.01 0.02 0.00 0.03 0.02 0.03 0.00 0.01 0.00 0.00 0.03
ALT 0.10 0.00 0.00 0.02 0.04 0.00 0.03 0.02 0.00 0.00 0.00 0.02
γ -GTP 0.16 0.02 0.06 0.00 0.02 0.01 0.11 0.00 0.11 0.05 0.07 0.04
尿糖 0.23 0.04 0.15 0.00 0.16 0.00 0.24 0.00 0.17 0.06 0.14 0.07
尿蛋白 0.04 0.00 0.06 0.03 0.04 0.02 0.15 0.01 0.20 0.02 0.12 0.04
医師から，脳卒中（脳出血，脳梗塞等）にかかってい
るといわれたり，治療を受けたことがありますか 0.26 0.04 0.19 0.00 0.08 0.02 0.06 0.01 0.07 0.01 0.29 0.01
医師から，心臓病（狭心症，心筋梗塞等）にかかって
いるといわれたり，治療を受けたことがありますか 0.26 0.05 0.18 0.01 0.09 0.02 0.07 0.01 0.06 0.01 0.30 0.01
医師から，慢性の腎不全にかかっているといわれた
り，治療（人工透析）を受けたことがありますか 0.26 0.05 0.18 0.00 0.08 0.02 0.07 0.01 0.06 0.01 0.30 0.01
医師から，貧血といわれたことがある 0.25 0.05 0.18 0.00 0.08 0.02 0.07 0.01 0.06 0.01 0.29 0.01
現在，たばこを習慣的に吸っている 0.01 0.01 0.05 0.02 0.07 0.02 0.17 0.05 0.23 0.04 0.28 0.02
20歳の時の体重から10kg以上増加している 0.18 0.05 0.12 0.00 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.00 0.30 0.01
1回30分以上の軽く汗をかく運動を週2日以上，
1年以上実施 0.23 0.04 0.16 0.02 0.06 0.03 0.05 0.00 0.05 0.00 0.29 0.00
日常生活において歩行又は同等の身体活動を1日
1時間以上実施 0.21 0.03 0.10 0.02 0.01 0.03 0.07 0.03 0.02 0.00 0.24 0.02
ほぼ同じ年齢の同性と比較して歩く速度が速い 0.23 0.03 0.11 0.00 0.01 0.02 0.05 0.00 0.01 0.03 0.21 0.01
この1年間で体重の増減が±3kg以上あった 0.09 0.04 0.09 0.03 0.03 0.02 0.02 0.00 0.00 0.00 0.24 0.00
人と比較して食べる速度が速い 0.09 0.04 0.14 0.00 0.14 0.02 0.04 0.00 0.01 0.00 0.23 0.00
就寝前の2時間以内に夕食をとることが週に3回以
上ある 0.16 0.03 0.09 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.27 0.01
夕食後に間食（3食以外の夜食）をとることが週に3
回以上ある 0.23 0.04 0.14 0.02 0.05 0.03 0.03 0.00 0.03 0.01 0.22 0.00
朝食を抜くことが週に3回以上ある 0.14 0.02 0.13 0.02 0.02 0.01 0.00 0.01 0.06 0.02 0.19 0.02
お酒（清酒，焼酎，ビール，洋酒など）を飲む頻度 0.21 0.02 0.14 0.01 0.05 0.02 0.05 0.00 0.02 0.03 0.23 0.01
飲酒日の1日当たりの飲酒量 0.19 0.04 0.13 0.02 0.07 0.03 0.03 0.02 0.02 0.04 0.24 0.00
睡眠で休養が十分とれている 0.19 0.00 0.09 0.02 0.05 0.03 0.03 0.01 0.02 0.04 0.23 0.01
運動や食生活等の生活習慣を改善してみようと思い
ますか 0.34 0.01 0.18 0.00 0.03 0.00 0.01 0.00 0.00 0.01 0.15 0.01
生活習慣の改善について保健指導を受ける機会があ
れば，利用しますか 0.30 0.00 0.26 0.02 0.05 0.01 0.05 0.01 0.05 0.01 0.17 0.00
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グ対象者から除外した．表4に，マッチング前後
の集団について，体重変化量別に共変量のバラ
ンスを確認した結果を示す．表4は，各共変量の
マッチング前後の標準化効果量を，体重変化量別
に示している．マッチング前の集団では，標準化
効果量0.1以上の共変量が，①1%以上増加群は
年齢など25個，②± 1%未満群は収縮期血圧など
20個，③1～2%減少群は積極的支援対象年度な
ど10個，④3～4%減少群はBMIなど9個，⑤5
～6%減少群は積極的対象年度など13個，⑥7%
以上減少群は積極的対象年度など25個であった．
一方，マッチング後の集団では，体重変化量別の
すべての集団において，共変量が標準化効果量

0.1未満になり，バランスが取れた集団になるこ
とを確認した．

体重変化量別の検査値改善効果を図3および図
4に示す．図3は，マッチング後の集団から，体
重，腹囲，収縮期血圧，拡張期血圧，空腹時血
糖，HbA1cについて，1年後の体重変化量別の
改善効果を検証した結果である．また，図4は，
マッチング後の集団から，中性脂肪，HDL-C，
LDL-C，AST，ALT， γ -GTPに つ い て，1年 後
の体重変化量別の改善効果を検証した結果であ
る．横軸は1年後の体重変化量（①～⑥群）を示し
ており，縦軸は各検査値の6年後までの平均値の
差（体重変化量別の各群－利用なし群）を示してい

図3　体重変化量別の検査値改善効果（体重，腹囲，血圧，糖代謝）
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る．図3および図4より，どの検査値についても，
1年後の体重減少量が大きいほど，統計的に有意
な改善効果が得られる期間が長くなる結果となっ
た．各検査値について，体重変化量①～⑥群別の
効果（平均値の差）を説明する．

①1%以上増加群では，体重，腹囲，HDL-C，ALTで
6年後に有意差があり，それぞれ，+2.22kg，+2.13cm，
–1.47mg/dL，+3.60U/Lであった．また，中性脂
肪が4年後（+14.35mg/dL），拡 張 期血 圧が2年後

（+1.74mmHg），ASTが2年後（+2.00 U/L）， 収 縮
期血圧が1年後（+2.78mmHg）であり，有意差が
あった．②±1%未満群では，収縮期血圧で6年後

（–1.92mmHg）のみに有意差があり，他の検査値は

有意差がなかった．③1～2%減少群では，HDL-C
で2年後まで有意差があり，2年後（+1.70mg/dL）
であった．また，体重，腹囲，収縮期血圧，拡張
期血圧，中性脂肪，AST，ALT，γ-GTPで1年後の
み有意差があり，それぞれ，–1.81kg，–1.16cm，
– 1 . 96 mmHg，– 1 . 57 mmHg，– 24 . 15 mg/dL，
–2.47U/L，–5.91U/L，–8.76U/Lで あ っ た． 一
方，空腹時血糖，HbA1c，LDL-Cについては有
意差がなかった．④3～4%減少群では，体重，腹
囲，HbA1c，ALT，γ-GTPで3年後まで有意差があ
り，3年後の差は，それぞれ，–1.38kg，–1.03cm，
–0.08%，–3.02U/L，–6.08U/Lであった．また，中
性脂肪，HDL-C，ASTでは2年後まで有意差が

図4　体重変化量別の検査値改善効果（脂質，肝機能検査）
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あり，2年後の差は，それぞれ，–20.01mg/dL，
+1.68mg/dL，–1.75U/Lであった．収縮期血圧，
拡張期血圧，空腹時血糖，LDL-Cについては，1
年後のみ有意差があり，それぞれ，–2.64mmHg，
–1.58mmHg，–2.12mg/dL，–4.40mg/dLで あ っ
た．⑤5～6%減少群では，体重，腹囲，収縮期
血圧，中性脂肪，HDL-Cで6年後まで有意差があ
り，6年後の差は，それぞれ，–1.77kg，–1.32cm，
–2.90mmHg，–21.79mg/dL，+2.27mg/dLであっ
た．また，拡張期血圧は4年後まで，空腹時血糖，
HbA1c，LDL-C，ALTは3年後まで有意差があり，
その差は，それぞれ，4年後（–1.72mmHg），3年後

（–2.59mg/dL），3年後（–0.10%），3年後（–6.05mg/
dL），3年後（–4.68U/L）であった．AST，γ-GTPに
ついては，2年後まで有意差があり，2年後の差は，
それぞれ，–3.20U/L，–14.50U/Lであった．⑥7%
以上減少群では，体重，腹囲，収縮期血圧，拡張期
血圧，空腹時血糖，HbA1c，中性脂肪，HDL-C，
AST，ALTで6年後まで有意差があり，6年後の差
は，それぞれ，–3.91kg，–3.67cm，–3.45mmHg，
–1.80mmHg，–3.14mg/dL，–0.13%，–21.61mg/
dL，+2.82mg/dL，–1.90U/L，–4.94U/Lであった．
また，LDL-C，γ-GTPでは，4年後まで有意差があり，
4年後の差は，それぞれ，–4.58mg/dL，–9.16U/L
であった．

考　察
積極的支援利用者全体の検査値改善効果
表3の結果より，特定保健指導の積極的支援利

用者全体では，利用なし群と比較して，体重，腹囲，
収縮期血圧，拡張期血圧，空腹時血糖，HbA1c，
中性脂肪の7種類の検査値について，6年後ま
で統計的に有意な改善効果を確認した．また，
HDL-Cは5年後まで，ALTは4年後まで，γ-GTP
は3年後まで，ASTは2年後まで，LDL-Cは1年
後のみ有意な改善効果を確認した．1年後の改善
効果が高いことは，すべての検査値で共通であっ
たが，有意な改善効果が得られる期間は，検査値
によって異なると考えられた．つまり，長期的な
改善効果が得られやすい検査値は，体重，腹囲，
収縮期血圧，拡張期血圧，空腹時血糖，HbA1c，

中性脂肪，HDL-Cであり，長期的な改善効果が
得られにくい検査値は，特にLDL-CとASTであ
ると考えられた．また，傾向スコアを用いた石川
らの研究 5）では，収縮期血圧と拡張期血圧で有意
な改善効果が確認されなかったと報告している
が，本研究では上述の通り，有意な改善効果を確
認した．本研究の分析対象者の1年後の体重減少
量は平均2.29kgであり，石川らの研究の体重減
少量0.9kgと比較して大きかったことから，収縮
期血圧と拡張期血圧においても有意な改善効果を
確認できたと考えられる．
体重変化量別の検査値改善効果
図3と図4の結果より，③1年後の体重変化量1

～2%減少群では，体重，腹囲，収縮期血圧，拡張
期血圧，中性脂肪，HDL-C，AST，ALT，γ-GTP
で1～2年後の短期的な改善効果を確認したが，空
腹時血糖，HbA1c，LDL-Cについては有意な改善
効果を確認できなかった．一方，④1年後の体重
変化量3～4%減少群では，すべての検査値で，1
～2年後の短期的な改善効果を確認できた．このこ
とから，特定保健指導の積極的支援において，短
期的な検査値改善効果を得るためには，減量目標
を3～4%減少とすることが望ましいと考えられる．

また，⑤1年後の体重変化量5～6%減少群で
は，ASTとγ -GTP以外で3～4年後の中期的な改
善効果を確認し，⑥7%以上減少群では，LDL-C
とγ -GTP以外で5～6年後の長期的な改善効果を
確認した．このことから，特定保健指導の積極的
支援で，中期的な検査値改善効果を得るためには
減量目標を5～6%減少とすること，長期的な改
善効果を得るためには減量目標を7%以上減少と
することが望ましいと考えられる．このように，
1年後の体重変化量により，検査値改善効果の持
続期間が異なることを明らかにした．

さらに，以上の結果は，検査値改善効果の持続
期間に応じた適切な参加勧奨時期の決定にも活用
可能と考えられる．例えば，積極的支援利用者の
1年後の体重変化量を確認し，1～2%減少者には
1年後に参加勧奨する，3～4%減少者には3年後
に参加勧奨する，5～6%減少者には5年後に参加
勧奨する，7%以上減少者には7年後に参加勧奨
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するなど，改善効果の持続期間に応じて適切な時
期に参加勧奨を行うことで，より費用対効果の高
い特定保健指導の実現に繋がると考えられる．

最後に，本研究の限界点をいくつか述べる．本
研究では，特定健診で観測されたすべてのデータ
を共変量として考慮したが，もし観測されていな
い未知の共変量が存在した場合，その共変量が特
定保健指導の効果に与える影響を考慮していない
ことが第1の限界点である．ランダム化されてい
ない観察研究では，未知の共変量の影響を調整す
ることができないが，近年，未知の共変量の影
響を評価する感度分析手法が提案されており 15），
今後手法の検討を進めたい．第2に，特定保健指
導の医療費に与える効果や，薬物治療などの医療
介入の影響を検証していない点である．これは，
健康保険組合に蓄積されている医療レセプトデー
タを分析することで検証可能であり，今後検証を
進める予定である．

結　語
特定保健指導の長期的な因果効果を定量的に評

価することを目的に，傾向スコアマッチングを用
いて，6年後までの検査値改善効果を検証した．
特定保健指導の積極的支援利用者全体の結果で
は，検査値によって有意な改善効果が得られる期
間が異なることを示し，検査値における長期的な
因果効果を明らかにした．

また，1年後の体重変化量別の結果では，体重
減少量が大きいほど，検査値改善効果の持続期間
が長くなることを示した．この結果から，1～2年
後の短期的な効果を得るためには3～4%減量す
ること，3～4年後の中期的な効果を得るためには
5～6%減量すること，5～6年後の長期的な効果
を得るためには7%以上減量することが望ましい
ことを確認した．さらに，この結果を活用するこ
とで，検査値改善効果の持続期間に応じた適切な
参加勧奨時期を決定できる可能性を示した．

利益相反
本研究についての利益相反はない．
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Study on Long-term E�ect of Speci�c Health Guidance on Lab Test Values 
Using Propensity Score

Yasutaka Hasegawa1), Shinji Tarumi1), Hirofumi Kondo1), Takanobu Osaki1), Hideyuki Ban1),  
Shouji Negishi2), Norihito Kunichika2)

1) Hitachi, Ltd. Research & Development Group
2) Hitachi Health Insurance Society

Abstract
Objective: To evaluate the long-term e�ectiveness of Speci�c Health Guidance, we investi-
gated its improving e�ect on lab test values up to 6 years later.
Methods: In the period 2008 – 2010, 2,152 people receiving active support were designated 
as an intervention group, and 6,523 people not receiving active support as a control group. 
Covariate adjustment by propensity score matching was carried out, matching 1 person 
in the intervention group with 2 in the control group, and the improving e�ect on lab test 
values for persons receiving active support was examined. �e e�ect of weight change a�er 
1 year was veri�ed, stratifying the intervention group into to 6 subgroups by weight change: 
1% or more increase, ± 1% or less, 1 – 2% decrease, 3 – 4% decrease, 5 – 6% decrease, 7% or 
greater decrease. 
Results: Signi�cant improvements in body weight, abdominal circumference, blood pres-
sure, FPG, HbA1c and triglyceride were maintained over 6 years. Also, a signi�cant im-
provement in HDL-C was maintained over 5 years, in ALT over 4 years, in γ -GTP over 3 
years, in AST over 2 years and in LDL-C a�er 1 year. Regarding weight loss a�er 1 year, in a 
subgroup with a 3 – 4% decrease in weight, a signi�cant improvement in lab test values was 
achieved and continued until 1-2 years later. A subgroup with a 5 – 6% decrease achieved 
a signi�cant improvement in lab test values lasting 3 – 4 years and one with a 7% or greater 
decrease a signi�cant improvement lasting 5 – 6 years. 
Conclusion: �e duration of the improving e�ect di�ered depending on the lab test pa-
rameter and it was found that with a greater weight loss, the duration of the improving ef-
fect was longer.

Keywords: Speci�c Health Guidance, lab test values, propensity score matching, causal e�ect
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人間ドック男性受診者における 
Helicobacter pylori感染と大腸腺腫罹患との関連についての検討

太田純子　林 良典　飯島喜美子 
佐々部典子　郡司俊秋

要　約
目的：大腸腺腫発症のリスク因子として，Helicobacter pylori（H. pylori）感染およびMetabolic syndrome

（MetS）因子，生活習慣因子の関与について検討した．
方法：2013年4月から2017年3月までに，当院人間ドックを受診した男性44,254名のうち，便潜
血検査（免疫反応2日法）が陽性で，二次検査として全大腸内視鏡検査が施行された1,450名を対象
とした．40歳未満，上部消化管内視鏡検査未施行，内臓脂肪面積未測定，大腸悪性腫瘍・炎症性腸
疾患を除外した990名（平均年齢55.3歳）について横断研究を行った．大腸腺腫発症のリスク因子と
して，H.pylori抗体価およびH. pylori感染胃炎，MetS因子，生活習慣因子が及ぼす影響について，
単変量解析およびロジスティック回帰分析による多変量解析を用いて検討した．
結果：単変量解析の結果，大腸腺腫保有群はH. pylori感染胃炎の割合が54.2%と非保有群の
34.7%に比し高率で，H. pylori抗体価とともに有意差（p＜0.01）を認め，年齢，BMI，内臓・皮下
脂肪面積，血圧，中性脂肪，空腹時血糖，飲酒，喫煙，運動についても同様に有意（p＜0.01）であっ
た．MetS因子，生活習慣因子に加え，H. pylori抗体価（Model 1）およびH. pylori感染胃炎（Model 2）
を共変量として用いた多変量解析の結果，H. pylori抗体価陽性（OR 1.595，95%CI：1.093-2.327，
p=0.015）およびH. pylori感染胃炎（OR 1.97，95%CI：1.46-2.65，p＜0.01）は独立した有意な危
険因子であった．両モデルともに高齢，内臓脂肪蓄積，飲酒，喫煙，運動が有意（p＜0.01）に関連
する因子であった．
結語：H. pylori感染は大腸腺腫発症の独立した有意な危険因子であった．

キーワード 大腸腺腫，ヘリコバクター・ピロリ，慢性萎縮性胃炎

NTT 東日本関東病院  予防医学センター 連絡先：〒 141-8625 東京都品川区東五反田 5-9-22 
Tel：03-3448-6275　E-mail：sumiko.oota.ka@east.ntt.co.jp

緒　言
日本最新がん統計のまとめ 1）によると，大腸

がんは死亡率が多い部位のなかで男性は第3位
（27,026人），女性は第1位（23,073人）である．部
位別がん死亡率（人口10万人あたり）では，男性は
44.4，女性は36.0と，肺がん，胃がんに続き高
い割合である一方，大腸がんの5年相対生存率は
72.2%と肺がん（27.0%），胃がん（65.3%）よりも
高く，早期の診断，治療が死亡率の低下と生命予
後に大きく影響することが想定される．米国の大
規模臨床試験National Polyp Study2）の結果におい
ても大腸腺腫性ポリープの切除は大腸がん死を抑
制できる可能性を示唆している．さらには，大腸
がんの前がん病変である大腸腺腫罹患の抑制は，
大腸がん死を低下できる可能性が期待される．

大腸腺腫の発症に，生活習慣に起因する環
境因子がリスク因子として関連するという疫学
的検討 3-5）が多く報告されている．また，近年，
Helicobacter pylori（H. pylori）感染が大腸腺腫発症
のリスク上昇に関連する可能性を示唆する報告 6-8）

があるが，いまだ議論の余地があるところであ
る．そこで今回我々は，人間ドック受診者を対象
に大腸腺腫発症のリスクとして，H. pylori感染
の関与および内臓脂肪蓄積に着目したMetabolic 
syndrome（MetS）因子や生活習慣因子との関連に
ついて検討したので報告する．

対象と方法
2013年4月から2017年3月までに，当院予防

医学センターの人間ドックを受診した男性44,254
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例を調査対象とした．大腸がん検診スクリーニン
グ検査の免疫学的便潜血検査の結果が陽性（2日法
のうち両日もしくはいずれかが陽性）で，二次検査
として大腸内視鏡検査が施行され，結果が追跡可
能であった受診者のうち，40歳未満，人間ドック
受診時の上部消化管内視鏡検査未施行者および内
臓脂肪面積・皮下脂肪面積の未測定者，大腸悪性
腫瘍，炎症性腸疾患罹患者を除外した症例を解析
対象とした．

大腸内視鏡検査の結果，大腸腺腫保有群と大腸
腺腫非保有群の2群に分類し，血清H. pylori抗体
価（陰性：＜10.0U/mL，陽性：≧10.0U/mL），
H.pylori感染慢性萎縮性胃炎の有無，年齢，MetS
因子（BMI・内臓脂肪面積・皮下脂肪面積・血圧（収
縮期・拡張期）・脂質代謝（LDL-C・HDL-C・中性
脂肪）・糖代謝（空腹時血糖・HbA1c）），生活習慣
因子（飲酒・喫煙・運動）が大腸腺腫発症に及ぼす
影響について検討した．H. pylori感染慢性萎縮性
胃炎については人間ドック受診時に施行された上
部消化管内視鏡検査所見の結果，木村･竹本分類 9）

に基づき，C-1以上を萎縮性胃炎所見ありと診断
した．血清H. pylori抗体はラテックス法（LZテス
ト‘栄研 ’H.ピロリ）を用いて測定した．大腸腺腫の
診断は，二次検査として全大腸内視鏡検査が当院
消化器内科もしくは他施設で施行され，内視鏡的
切除により病理学的に腺腫と診断された結果，も
しくは内視鏡所見として腺腫に典型的な色素散布
によるpit patternやNBI（narrow band imaging ），
または拡大内視鏡検査で所見を呈した結果に基づ
いた．内臓脂肪面積・皮下脂肪面積測定は，CT検
査により臍高レベルでの断面を内臓脂肪と皮下脂
肪で分離測定した面積を用いた．生活習慣につい
ては，人間ドック受診時の問診票に基づき，飲酒は
7合 /週以上を飲酒習慣あり，運動は時間（分）/1回
に日数 /週を乗じた時間を算出した．

大腸腺腫発症に及ぼすリスク因子についての検
討では，大腸腺腫を従属変数とし，年齢，MetS
因子，生活習慣因子の臨床的背景因子に加えて，
H. pylori抗体価（Model 1）およびH. pylori感染慢
性萎縮性胃炎 （Model 2）を説明変数として多変量
解析を行った．統計学的解析は，単変量解析では

名義変数の2群の比較は t-test，および名義変数
についてはFisher検定，χ 2 検定を適用した．多変
量解析はロジスティック回帰分析に基づき，OR

（odds ratio）と95%CIが用いられた．統計解析ソ
フトはSPSS Statistics Ver.24（日本アイ・ビー・エ
ム，東京）を使用した．解析データは平均値±SD

（standard deviation）で表示し，両側検定p＜0.05
を統計学有意差ありとした．

本研究は院内倫理委員会の承認を得て実施し，
個人データは匿名化し使用した．

結　果
図1に解析対象のフローチャートを示す．調査

対象44,254名のうち，大腸がん検診スクリーニ
ング検査としての免疫化学的便潜血検査が陽性例

（2日法で両日もしくはいずれかが陽性）は2,662
例（6.0%）であった．二次検査として全大腸内視
鏡検査を実施した受診者1,450例（54.5%）のう
ち，40歳未満，人間ドック時の上部消化管内視
鏡検査未施行者，内臓脂肪・皮下脂肪面積未測定
者，大腸悪性腫瘍（早期がん21例（1.45%），進行
がん9例（0.62%）），炎症性腸疾患罹患者，結果が
追跡できなかった受診者を除外した990名を解析
対象とした．表1に解析対象者の臨床的背景の平
均値と割合を示す．平均年齢は55.3±9.9歳，大
腸腺腫保有者は367名（37.1%）で大腸腺腫非保有
者は623名（62.9%）であった．H. pylori抗体価に
ついて陰性（＜10.0U/mL）は834名（84.2%），陽

図1　解析対象のフローチャート
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性（≧10.0U/mL）156名（15.8%），で陰性の割合
は8割以上を占めていた．H. pylori感染慢性萎縮
性胃炎は415名（41.9%）に認めた．表2に大腸腺
腫の有無により2群に分けた臨床的背景の平均値
と割合および単変量解析の結果を示す．大腸腺腫
保有群において年齢，BMI，内臓脂肪面積，皮下
脂肪面積，収縮期血圧・拡張期血圧で有意差（p
＜0.01，皮下脂肪面積はp＝0.01）を認めた．血
液検査については中性脂肪，空腹時血糖，生活習
慣については飲酒，喫煙，運動が有意（p＜0.01）
であった．H. pylori抗体価の割合については，陰

性（＜10.0U/mL）の割合は大腸腺腫非保有群で高
く，陽性（≧10.0U/mL）の割合は大腸腺腫保有群
で高く，大腸腺腫保有群と大腸腺腫非保有群との
間で有意差（p＜0.01）を認めた．H. pylori感染慢
性萎縮性胃炎の割合については，大腸腺腫保有群
は54.2%，大腸腺腫非保有群では34.7%と大腸
腺腫保有群で高率にみられ有意差（p＜0.01）を認
めた．図2にH. pylori抗体価別の大腸腺腫罹患率
を示す．陰性群（＜10.0U/mL）では35.0%，陽性
群（≧10.0U/mL））は48.1%で，陽性群ほど大腸
腺腫罹患率は高率であった．図3に慢性萎縮性胃

表1　解析対象者の臨床的背景（N=990）
Mean age （years） 55.3 ± 9.9
BMI （kg/m2） 23.6 ± 3.0
SAT （cm2） 119.8 ± 56.9
VAT （cm2） 81.5 ± 49.3
SBP （mmHg） 125.2 ± 15.6
DBP （mmHg） 78.8 ± 10.4
HDL-C （mg/dL） 55.2 ± 13.8
LDL-C （mg/dL） 113.9 ± 28.9
TG （mg/dL） 119.1 ± 94.3
FBG （mg/dL） 104.3 ± 21.0
HbA1c （NGSP） （%） 5.74 ± 0.70
Alcohol drinking （% category） 380（38.4%）
Smoking habit （% category） 227（22.9%）
Exercise （min/week） 95.7 ± 137.4
H. pylori antibody index ＜10.0U/mL 834（84.2%）

≧10.0U/mL 156（15.8%）
H. pylori gastritis （-/+）（% positive） 575/415（41.9%）
Adenoma （-/+）（% positive） 623/367（37.1%）
SAT：Subcutaneous adipose tissue，VAT：Visceral adipose tissue

表2　大腸腺腫の有無による臨床的背景のリスク因子
adenoma（+）N=367 adenoma（-）N=623 di�erence（p-level）

Mean age （years） 57.3 ± 9.3 54.1 ± 10.1 <0.01
BMI （kg/m2） 24.1 ± 3.0 23.3 ± 2.9 <0.01
SAT （cm2） 127.4 ± 54.9 115.3 ± 57.6 0.01
VAT （cm2） 98.0 ± 51.2 71.7 ± 45.5 <0.01
SBP （mmHg） 128.7 ± 16.1 123.2 ± 14.9 <0.01
DBP （mmHg） 81.1 ± 10.7 77.5 ± 9.9 <0.01
HDL-C （mg/dL） 54.8 ± 15.0 55.6 ± 13.0 0.25
LDL-C （mg/dL） 114.4 ± 29.3 113.6 ± 28.7 0.67
TG （mg/dL） 136.4 ± 121.7 109.0 ± 71.6 <0.01
FBG （mg/dL） 107.5 ± 23.0 102.3 ± 19.5 <0.01
HbA1c（NGSP） （%） 5.82 ± 0.78 5.69 ± 0.65 0.06
Alcohol drinking （%category） 180（49.0%） 200（32.1%） <0.01
Smoking habit （%category） 113（30.8%） 114（18.3%） <0.01
Exercise （min/week） 80.2 ± 136.6 104.8 ± 137.2 <0.01
H. pylori antibody index ＜10.0U/mL 292（79.6%） 542（87.0%） <0.01

≧10.0U/mL 75（20.4%） 81（13.0%）
H. pylori gastritis （-/+）（%positive） 168/199（54.2%） 407/216（34.7%） <0.01



人間ドック　Vol.33  No.5  2019年 41 ( 697 )

炎有無別の大腸腺腫罹患率を示す．慢性萎縮性胃
炎を認めた群は48.0%，慢性萎縮性胃炎を認めな
かった群は29.2%であり，慢性萎縮性胃炎保有群
で大腸腺腫罹患率は高率であった．表3に大腸腺
腫の有無による2群間でのロジスティック回帰分
析における大腸腺腫罹患のリスク因子の結果を示
す．Model 1はH. pylori抗体価と年齢，MetS因子，
生活習慣因子について，Model 2はH. pylori感染
慢性萎縮性胃炎と年齢，MetS因子，生活習慣因
子について多変量解析を行った．Model 1では年
齢（OR 1.03，95%CI：1.01-1.05，p＜0.01）， 内
臓 脂 肪 面 積（OR 1.01，95%CI：1.005-1.014，p

＜0.01）， 飲 酒（OR 1.60，95%CI：1.18-2.17，p
＜0.01）， 喫 煙（OR 1.94，95%CI：1.38-2.71，p
＜0.01），運動（OR 0.998，95%CI：0.997-0.999，
p＜0.01），およびH. pylori抗体価陽性（≧10.0U/
mL）（OR 1 . 5 9 5，9 5 %CI：1 . 0 9 3 - 2 . 3 2 7，p 
=0.015）で有意差を認めた．Model 2では年齢（OR 
1.03，95%CI：1.01-1.04），内臓脂肪面積（OR 1.01，
95%CI：1.005-1.014），飲酒（OR 1.57，95%CI：
1.16-2.13），喫煙（OR 1.95，95%CI：1.39-2.74），
運動（OR 0.998，95%CI：0.997-0.999），および
H. pylori感染慢性萎縮性胃炎（OR1.97，95%CI：
1.46-2.65）で有意差（p＜0.01）を認めた．

図2　H. pylori抗体価別の大腸腺腫罹患率 図3　慢性萎縮性胃炎有無別の大腸腺腫罹患率

表3　ロジスティック回帰分析による大腸腺腫罹患のリスク因子
Model 1 Model 2

OR（95%CI） p-value OR（95%CI） p-value
Age（years） 1.03（1.01-1.05） <0.01 1.03（1.01-1.04） <0.01
BMI 0.94（0.86-1.04） 0.23 0.94（0.86-1.04） 0.23
SAT 1.00（0.99-1.01） 0.21 1.00（0.99-1.01） 0.23
VAT 1.01（1.005-1.014） <0.01 1.01（1.005-1.014） <0.01
SBP 1.00（0.98-1.02） 0.96 1.00（0.98-1.02） 0.97
DBP 1.02（0.99-1.05） 0.13 1.02（0.99-1.05） 0.12
HDL-C 1.01（1.00-1.03） 0.05 1.01（1.00-1.03） 0.04
LDL-C 1.00（0.99-1.00） 0.86 1.00（0.99-1.00） 0.74
TG 1.00（1.000-1.003） 0.11 1.00（1.000-1.003） 0.09
FBG 1.00（0.99-1.02） 0.50 1.00（0.99-1.02） 0.54
HbA1c（NGSP） 0.91（0.63-1.31） 0.62 0.92（0.64-1.33） 0.67
Alcohol drinking 1.60（1.18-2.17） <0.01 1.57（1.16-2.13） <0.01
Smoking habit 1.94（1.38-2.71） <0.01 1.95（1.39-2.74） <0.01
Exercise 0.998（0.997-0.999） <0.01 0.998（0.997-0.999） <0.01
H. pylori antibody index 

　　＜10.0 U/mL
　　≧ 10.0 U/mL 1.595（1.093-2.327） 0.015

H. pylori gastritis 1 .97（1.46-2.65） <0.01
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考　察
大腸腺腫から大腸がんへの発生経路として，

Adenoma-Carcinoma sequence10）によりがんに進
展することが知られている．大腸腺腫は病理組織
学的に，管状腺腫（tubular adenoma），管状絨毛
腺腫（tubulovillous adenoma），絨毛腺腫（villous 
adenoma），鋸歯状腺腫（serrated adenoma）に分
類され，大部分は管状腺腫であり約10%にがんを
合併することが報告 11）されている．今回，大腸が
んの発生母地である大腸腺腫発症と関連するリス
ク因子について，人間ドック受診者のデータを解
析対象として検討した．

H. pyloriは消化性潰瘍，慢性胃炎，胃がん，胃
MALT（mucosa-associated lymphoid tissue）リンパ
腫，特発性血小板減少性紫斑病など様々な疾患と
の関連が明らかになっている．近年の報告におい
て，H. pylori感染が大腸腺腫の発症リスクを上昇
させる報告があるが，いまだ明らかにはなってい
ない．今回の我々の検討において，MetS因子（肥
満・血圧・脂質・血糖），および生活習慣因子（喫煙・
飲酒・運動）を調整した多変量解析の結果，H.pylori
感染（血清H. pylori抗体価および慢性萎縮性胃炎）
が大腸腺腫罹患と有意に相関していることを示し
ている．大腸腺腫には肥満が強く関連しているが，
CT測定した内臓脂肪・皮下脂肪を共変量とした
1,000例近い集団におけるH. pyloriと大腸腺腫と
の関連の解析は，我々が検索した範囲では本研究
が初めてと思われる．本研究は横断研究であり，
H.pyloriが大腸腺腫の危険因子であるという因果
関係の直接的な証明ではない．しかし，H. pylori
の感染が幼少期（5歳以下）に成立することを考慮
すれば，H.pyloriの感染がその後の大腸腺腫の発
症を促進していることを強く示唆している．

H. pylori感染が大腸腺腫の発症のリスク上昇
に関わる病原性メカニズムについては，以下の三
点が想定される．第一にH. pylori感染に起因す
る胃酸分泌低下が腸内細菌叢の変化 12）を引き起
こすことである．近年，大腸がんを促進する腸
内細菌が明らかにされ，大腸がんと腸内細菌叢
との関連が注目されている．グラム陰性嫌気性
菌Fusobacterium nucleatum（F. nucleatum）が，大腸

上皮細胞において遺伝子変異やDNAメチル化異
常により上皮細胞増殖を促進し腫瘍の進展に関与
することが報告されている．大腸がんや前がん病
変である大腸腺腫や鋸歯状病変において高頻度に
F. nucleatumのDNAが検出されたとの報告 13）があ
る．腸内細菌叢については個人差が大きいが，腸
内細菌叢の変異が大腸腫瘍発症のリスクの一因と
しての関与が想定されている．第二に，胃酸分泌
低下に伴うフィードバック機構により，高ガスト
リン血症が誘導されることである．ガストリンや
ガストリン前駆体の濃度の増加と大腸がんの発症
のリスク増加との関連を示唆する報告 14,15）や，ガ
ストリン増加により大腸粘膜細胞増殖が大腸腺腫
や大腸がんの腫瘍形成に作用する可能性 16）が示唆
されている．第三に，H. pyloriが，大腸発がんの
直接的なアクチベーターである可能性がある．大
腸がん患部組織においてH. pyloriが検出された報
告や，H. pyloriの病原性タンパク質であるCagA
の血清有病率が大腸腫瘍群において有意に陽性で
あったという報告 15,17）からも，CagAによるアポ
トーシス抑制と上皮細胞の増殖亢進が発がん促進
に関与している可能性が考えられている．

本検討の結果，H. pylori抗体陽性者156名（15.8%）
とH. pylori感染慢性萎縮性胃炎415名（41.9%）
の間に乖離がみられるが，その原因としてC-1以
上を萎縮性胃炎所見ありと判断したこと，除菌
後の既感染者や高度粘膜萎縮により自然経過で
H.pyloriが排除された者も含まれること，また，
使用した血清H. pylori抗体測定の精度の問題など
が考えられる．

今回の検討では，CT検査で計測した内臓脂肪
面積は，大腸腺腫発症の独立した危険因子であっ
た．一方，皮下脂肪面積は有意差を認めなかっ
た．内臓脂肪蓄積に起因する大腸腺腫発症の機序
として，インスリン抵抗性の関与が挙げられる 18）．
高インスリン血症がインスリン受容体やインスリ
ン様成長因子1受容体（insulin like growth factor 
1receptor：ILGF1R）の活性化を介し，上皮細胞
の増殖やアポトーシスの抑制ががん化に寄与する
と考えられている．また，内臓脂肪蓄積の増加に
伴う善玉の生理活性物質であるアディポネクチン
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の減少により抗腫瘍作用や抗炎症作用が抑制さ
れ，発がん促進に関与している可能性 19）が想定さ
れている．

生活習慣について，今回の検討においては，大
腸腺腫保有群で飲酒率と喫煙率がともに有意に
高く大腸腺腫発症と強い相関を示し，運動時間は
大腸腺腫非保有群と比べ短いという結果が得られ
た．アルコールが大腸腫瘍を引き起こすメカニズ
ムについては明確な説はないが，アルコールの代
謝産物であるアセトアルデヒドがDNAの合成を
促進する葉酸の働きを阻害することにより，発が
んの初期段階である遺伝子の低メチル化が引き起
こされることによる可能性が考えられている．こ
れらの結果より，大腸腺腫がMetS関連疾患である
生活習慣病の一つとして，また，生活習慣の改善
によって予防できる疾患として位置づけ，介入研
究による前向きな検討が必要であると考えられる．

今回の検討の第一の limitationは，男性受診者
のみを対象として解析を行ったことである．対
象期間中に，便潜血陽性で全大腸内視鏡検査
を受けた受診者は，男性1,450例に対し女性
348例であった．女性の症例数が男性より不均
等に少なく，相関解析における検出力不足を考
慮して，今回の解析からは女性対象者を除外し
た．性差によるH.pylori感染 /感染胃炎の関与に
ついては，今後検討していく必要があると考え
られる．第二の limitationは，解析対象者が大
腸がん検診スクリーニング検査の結果，便潜血
陽性例を対象としたこと，二次検査の大腸内視
鏡検査の結果については，当院と他施設で施行
された結果でありバイアスが存在することである．
そのため，今後さらなる疫学的検証の必要性があ
ると考えられた．第三の limitationは，今回の検
討ではC-1以上を萎縮ありと判断したが，C-1群
のなかには肉眼的に萎縮境界がはっきりせず，萎
縮のない偽陽性群が含まれている可能性が考えら
れる．したがって，H. pylori感染慢性萎縮性胃炎
の評価として，C-2以上を呈した症例群での検討
が必要であると思われる．

結　語
今回，人間ドック受診者を対象とした横断解析

により，大腸腺腫発症に及ぼすリスク因子につい
てH. pylori感染と内臓脂肪蓄積に着目したMetS
因子の関与を検討した．H. pylori抗体価陽性（≧
10.0U/mL），H. pylori感染慢性萎縮性胃炎，高齢，
内臓脂肪蓄積，飲酒，喫煙が危険因子，運動習慣
が予防因子として同定された．H. pylori感染と大
腸腺腫との強い関連は，大腸がん検診のスクリー
ニングとしての大腸腺腫のリスク因子の抽出や評
価に寄与する可能性が考えられる．
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Association between Helicobacter pylori Infection and Colorectal Adenoma 
in Japanese Male Population

Sumiko Ota, Yoshinori Hayashi, Kimiko Iijima, 
Noriko Sasabe, Toshiaki Gunji

Center for Preventive Medicine, NTT Medical Center Tokyo

Abstract
Objective: We examined an association between Helicobacter pylori (H. pylori) infection 
and colorectal adenoma (CA), including visceral adipose tissue (VAT), subcutaneous adi-
pose tissue (SAT), and lifestyle factors as covariates.
Methods: A total of 44,254 Japanese males underwent a comprehensive health check-up 
at our facility between April 2013 and March 2017. Among 2,662 subjects positive for the 
fecal occult-blood test, 1,450 underwent total colonoscopy. Subjects aged less than 40 years, 
those who did not undergo esophagogastroduodenoscopy screening or VAT/SAT measure-
ment or who were diagnosed with colorectal cancer or in�ammatory bowel diseases were 
excluded. �e �nal number of subjects enrolled for this cross-sectional study was 990 (mean 
age: 55.3 years). �e association of H. pylori antibody serostatus and endoscopic gastritis 
with CA was investigated using multiple logistic regression analysis. 
Results: Rates of H. pylori antibody seropositivity and chronic gastritis were higher in 
those with CA compared to those without (20.4% and 54.2% vs 13.0% and 34.7%, p<0.01 
and <0.01, respectively). �ere was a signi�cant, independent association between H. py-
lori antibody seropositivity and CA (OR=1.595, 95%CI=1.093-2.327, p=0.015) in Model 1. 
Similarly, there was a signi�cant, independent association between chronic gastritis and CA 
(OR=1.97, 95%CI=1.46-2.65, p<0.01) in Model 2. Age and VAT were predictors of CA in 
both Models. Alcohol and smoking habit increased the prevalence of CA in both Models, 
and exercise reduced it.
Conclusions: �e prevalence of CA was signi�cantly and independently increased by H.
pylori infection in a Japanese male population, a�er adjusting for metabolic parameters and 
lifestyle factors.

Keywords: Helicobacter pylori, colorectal adenoma, chronic atrophic gastritis
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人間ドック健診からみた尿中アルブミン値の推移と関連因子 
－効果的な保健指導を実施するために－
松尾由香　桑尾麻記　山本弥生　武田美作　森下恵利 

政木明子　窪 好美　元木徳治　末廣史恵

要　約
目的：慢性腎臓病（CKD）の発症・進展予防に対して保健指導を効果的に行っていくため，尿中アル
ブミン値が正常（30mg/g・Cr未満）である人間ドック受診者に対して，5年後の尿中アルブミン値
の変化を調べ，その関連因子について検討した．
方法：対象は，2009年および5年後の2014年に人間ドック健診を受診した9,694名中，糖尿病合
併者と腎炎合併または既往者を除き，2009年に正常アルブミン尿であった8,386名（男性 /女性：
4,322/4,064名，平均年齢50.9 ± 9.6歳）である．方法は，2014年の尿中アルブミン値の変化と
2009年の各因子との関係を検討した．
結果：2009年に正常アルブミン尿であった受診者の423名（5.04%）が2014年に微量 /顕性アルブ
ミン尿に移行し，そのうち86.3%の例では，尿中アルブミン値が100mg/g･Cr未満であった．微量/
顕性アルブミン尿に移行する関連因子は，2009年の尿アルブミン値が高値，年齢，BMI高値，臍
周囲径，高血圧合併，低HDLコレステロール値，低アルブミン血症であった．生活因子では，喫煙，
たんぱく質食品をよく食べるなどが移行に関連した．
考察：微量 /顕性アルブミン尿に移行する関連因子のうち，年齢以外はメタボリックシンドローム
に関連するものがみられ，血圧のコントロールや肥満の改善，禁煙，食生活の改善等で介入できる
ものが多いと考えられる．移行因子を持つ症例については，CKDへ進展する可能性も考慮して保
健指導を行う必要がある．

キーワード 人間ドック，尿中アルブミン値，微量アルブミン尿，保健指導

高知検診クリニック 連絡先：〒 80-0806 高知県高知市知寄町 2 丁目 4 番 36 号 
Tel：088-883-9711　E-mail：hokenshi@kenshin.or.jp

緒　言
尿中アルブミン排泄量測定は，尿検査において

試験紙法での尿蛋白検出閾値以下の少量のアルブ
ミン排泄量も検出される．慢性腎臓病（CKD）に
おいて微量アルブミン尿は糖尿病腎症の早期マー
カーであり 1），糖尿病非合併者においても心血管
疾患（CVD）の危険因子になることが知られてい
る 2）．また，微量アルブミン尿は糖尿病の有無に
関わらず，その後の臨床的蛋白尿の予知因子とな
ることも報告されている 3）．このため，CKDの発
症・進展において，微量アルブミン尿の存在が重
要視されている．糖尿病患者を対象とした尿中ア
ルブミンに関しては多数の報告があるが，一般人
間ドック健診で正常アルブミン尿からのその後の
変化をみた報告は少ない．CKDの発症・進展を

予防するうえで，尿中アルブミン値を活用した効
果的な保健指導を行っていくため，尿中アルブミ
ン値の推移とその関連因子について検討した．

対象と方法
対象は，2009年および5年後の2014年の両方

に人間ドック健診を受診した9,694名中，2009
年に正常アルブミン尿（＜30mg/g・Cr）で，か
つ，糖尿病の合併者（501名），および，腎炎合併
またはその既往者（152名）を除いた8,386名（男性
4,322名，平均年齢51.0±9.9歳，女性4,064名，
平均年齢50.8歳±9.3歳）である．これらの2014
年の尿中アルブミン値の推移を調べ，2009年の
各因子との関係を検討した．除外した糖尿病合併
者は，記載式問診票で現在，糖尿病の治療を受け
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ているか糖尿病と診断されて経過観察されている
者に加え，今回のHbA1cが6.5%以上の者とし
た．また，腎炎合併または既往者は同様に問診票
の記載がある者とした．高血圧は，現在治療を受
けているか，今回，収縮期血圧140mmHg以上，
拡張期血圧90mmHgのいずれかを満たせば高血
圧合併者とした．

尿中アルブミン排泄量は午前中空腹時採取した
尿を用い，免疫比濁法でアルブミン量，酵素法で
尿クレアチニン量を測定した．アルブミン尿は30
～299mg/g・Crを微量アルブミン尿，300mg/g・
Cr以上を顕性アルブミン尿とした 4）．

生活因子については問診票により，各自記入式
で回答を得た．回答の結果は多変量解析に用いる
ため2区分変数に変換した（表1）．

なお，個人情報保護を尊重し，サンプルデータ
を統計に用いることは，「個人情報について」とし
て利用目的等を施設内掲示し，データはすべて受
診者 ID消去したもので検討した．

結　果
ベースライン（2009年），5年後（2014年）の
尿中アルブミン値の分布

2009年の対象者の尿アルブミン値の多くは
10mg/g・Cr以下で，中央値は5.09mg/g・Crであっ
た（図1）．2014年のアルブミン尿の分布をみると，
7,963名（95.0%）は正常アルブミン尿のままで，

415名（5.0%）が微量アルブミン尿へ，8名（0.1%）
が顕性アルブミン尿へ移行していた（図2）．
5年後（2014年）に微量 /顕性アルブミン尿に移行
した症例の尿アルブミン値

2014年に微量/顕性アルブミン尿へ移行した症例
の尿アルブミン値をみると，中央値は48.3mg/g・Cr
で，全体の86.3%が100mg/g・Cr未満という結
果であった（図2）．5年後に微量 /顕性アルブミン
尿へ移行した症例のベースライン（2009年）の尿ア
ルブミン値をみると（図3），低い値から高い値ま
で広く分布し，必ずしも正常アルブミン尿のうち，
高いものだけからではなく，低い値からも移行し
ていた．

表1　微量 /顕性アルブミン尿の移行と生活因子（問診内容と回答の2区分変数）
生活因子への質問 回答 2区分変数

喫煙 なし，既往；あり 0；1
飲酒 なし，時々；毎日 0；1
生活強度 弱，中；強 0；1
運動習慣 なし，あり 0；1
食事を規則的にとっている No，Yes 0；1
間食・夜食をとる No，Yes 0；1
就寝前2時間以内に夕食をとることが多い No，Yes 0；1
人と比較して食べる速度が速い 遅い，普通；速い 0；1
外食，インスタント食品が多い No，Yes 0；1
塩分の取りすぎに注意している No，Yes 0；1
油料理，揚げ物料理をよく食べる No，Yes 0；1
穀物をよく食べる No，Yes 0；1
たんぱく質食品をよく食べる No，Yes 0；1
野菜類，海藻類をよく食べる No，Yes 0；1
果物を良く食べる No，Yes 0；1
刺激物をよく摂る No，Yes 0；1

図1 ベースライン（2009年）の全例の尿中アルブミン
値の分布



人間ドック　Vol.33  No.5  2019年 47 ( 703 )

微量 /顕性アルブミン尿に移行しない群と移行し
た群の比較

微量 /顕性アルブミン尿に移行しない群に対し
て移行した群は，年齢が高い，BMIと臍周囲径が
大きい，ベースラインの尿アルブミン値が高い，
HDLコレステロールが低い，LDLコレステロー
ルが高い，HbA1cが高い，および高血圧合併例
が多いが，有意な特徴であった（表2）．
微量 /顕性アルブミン尿に移行する因子

微量/顕性アルブミン尿に移行したかどうかに
対する関連因子を多重ロジスティック回帰分析で
みると，年齢が高い，臍周囲径が大きい，ベース
ラインの尿アルブミン値が高値，血清アルブミン

値が低値，HDLコレステロールが低値，eGFRが
高値，高血圧合併が移行する有意な因子であっ
た（表3）．なお，臍周囲径をBMIに置き換える
と，BMI（1kg/m2）のオッズ比1.04（95%CI，1.00–
1.07，p=0.0674）であり，また，HDLコレステ
ロールをトリグリセライドに置き換えると，トリ
グリセライド（10mg/dL）のオッズ比1.01（95%CI 
1.00–1.02，p=0.757）であった．
ベースラインのCKDステージ別にみた微量 /顕性
アルブミン尿への移行と尿アルブミン量の変化

2009年のeGFRからCKDステージ別に分類し，
各群の微量 /顕性アルブミン尿への移行と2009
年と2014年の尿アルブミン量の変化量をみると，

図2 5年後（2014年）に微量 /顕性アルブミン尿へ移行
した423例の2014年の尿アルブミン値の分布

図3 5年後（2014年）に微量 /顕性アルブミン尿へ移行
した症例のベースラインの尿アルブミン値の分布

表2　2014年に微量 /顕性アルブミン尿に移行しない群と移行した群のベースライン（2009年）の比較
正常アルブミン尿 微量 /顕性アルブミン尿 p

N（人） 7963 423
年齢（歳） 50.7 ± 9.5 55.4 ± 9.9 <0.0001
性別（男 /女） 4119/3844 203/220 0.1341#

BMI（kg/m2） 22.6 ± 3.1 23.6 ± 3.6 <0.0001
臍周囲径（cm） 80.4 ± 8.8 83.4 ± 9.5 <0.0001
尿アルブミン値（mg/g·Cr） 6.4 ± 4.9 15.0 ± 7.8 <0.0001
血色素量（g/dL） 13.9 ± 1.6 13.9 ± 1.7 0.5160
血清アルブミン値（g/dL） 4.30 ± 0.23 4.27 ± 0.24 0.0905
HDLコレステロール（mg/dL） 69.3 ± 16.6 66.5 ± 15.8 0.0007
LDLコレステロール（mg/dL） 124 ± 30 127 ± 30 0.0307
トリグリセライド（mg/dL） 105 ± 75 122 ± 92 <0.0001
HbA1c（%） 5.41 ± 0.28 5.50 ± 0.35 <0.0001
尿酸（mg/dL） 5.68 ± 1.51 5.77 ± 1.45 0.2358
eGFR（mL/分 /1.73m2） 71.1 ± 11.6 70.4 ± 14.0 0.2389
高血圧合併［人（%）］ 861（10.8%） 111（26.2%） <0.0001#

対応のない t検定，# χ 2 検定
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ステージG1群はG2群より移行率が高く，G3a
以下になるとステージが進むにつれ移行率が高く
なった．また，尿アルブミン量の変化量はG2よ
りG1がより大きいが，G3b，G4はさらに大きく
なった．
微量 /顕性アルブミン尿に移行する生活因子

微量 /顕性アルブミン尿に移行する生活因子で
は，「喫煙」，「たんぱく質食品をよく食べる」が有
意な促進因子で，「穀類をよく食べる」が抑制因子
であった（表4）．

考　察
今回，糖尿病または腎炎を合併した例を除いた

人間ドック健診者を対象に，正常アルブミン尿か
ら微量 /顕性アルブミン尿への移行するリスク因
子を検討した．正常アルブミン尿から5年後に微
量 /顕性アルブミン尿に5.04%が移行していたが，
そのほとんど（86.3%）が100mg/g・Cr未満に留ま
るという結果であった．なお，データには示さな
いが，除外した糖尿病合併者501例では，5年後
には微量 /顕性アルブミン尿へ，それぞれ16.2%，

0.4%の頻度で移行し，今回の非糖尿病対象者で
は糖尿例に比して移行率が1/3であった．

2型糖尿病患者を対象とした血管合併症の発症
と抑制に関する大規模臨床介入研究である Japan 
Diabetes Complications Study（JDCS）で，全体を
一つのコホートとして腎症発症・進展率を解析し
た報告 1）をみると，早期腎症のうち比較的軽症の
尿中アルブミン値30～150mg/g・Crの例では，
約8年間の観察で30.3%が30mg/g・Cr未満に正
常化した．腎症の発症・進展は正常アルブミン尿
の時点から適切な介入が必要であるが，今回の研
究では，微量 /顕性アルブミンに移行していたほ
とんどの例で尿中アルブミン値が100mg/g・Cr
未満であり，正常から微量アルブミン尿に移行し
た例でも，多くはアルブミン尿の早期の時点で介
入すれば改善が可能であると考える．

微量 /顕性アルブミン尿に移行しない群に対し
て移行した群では，2009年のBMIと臍周囲径が
大きく，HDLコレステロール低値，HbA1c高値，
高血圧合併が有意であり，メタボリックシンド
ロームの構成因子がアルブミン尿のリスク因子と

表3　各因子と微量/顕性アルブミン尿へ移行するオッズ比（多重ロジスティック回帰）
オッズ比 （95%CI） p

年齢（10歳） 1.23 （1.08-1.39） 0.0017
性別（男性0，女性1） 1.06 （0.76-1.47） 0.7239
臍周囲径（5cm） 1.08 （1.01-1.16） 0.0176
尿アルブミン値（5mg/g·Cr） 2.27 （2.11-2.43） <0.0001
血色素量（1g/dL） 0.98 （0.89-1.08） 0.6328
血清アルブミン値（1g/dL） 0.54 （0.32-0.92） 0.0238
HDLコレステロール（10mg/dL） 0.91 （0.85-0.99） 0.0198
LDLコレステロール（10mg/dL） 1.00 （0.96-1.04） 0.8969
HbA1c（1%） 0.95 （0.66-1.34） 0.7702
尿酸（1mg/dL） 1.04 （0.95-1.14） 0.4019
eGFR（10mL/分 /1.73m2） 1.09 （1.00-1.19） 0.0458
高血圧合併（無0，有1） 1.38 （1.07-1.77） 0.0118

表4　ベースライン（2009年）のCKDステージ別にみた2014年の微量/顕性アルブミン尿への移行と尿アルブミン量の変化
CKDステージ G1 G2 G3a G3b G4 G5

N 569 6097 1646 71 3 0
平均eGFR（mL/min/1.73m2） 98.2 71.4 54.6 41.3 26
微量 /顕性アルブミン尿 37 288 87 10 1 －
への移行人数*（%） （6.5%） （4.7%） （5.3%） （14.1%） （33.3%） －
∆尿アルブミン（mg/g•Cr）#$ 5.8 4.7 4.1 11.1 53.1 －
*：χ 2 検定  p=0.0057，#：2009年と2014年の差，$：ANOVA  p=0.0001
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なることが示された．また，多重ロジスティック
回帰分析でも，臍周囲径，HDLコレステロール，
高血圧合併がアルブミン尿のリスクとなることが
推定された．

ベースラインのCKDのステージ分類で各群の
微量 /顕性アルブミン尿の移行率をみるとステー
ジG2，G3aよりG1の方が高かった．G1のなか
には糸球体過剰濾過の症例が含まれて，その結果
が影響したのかもしれない．G3a以下はステージ
が進みにつれて移行率が増加した．

尿中アルブミンの出現要因には，一般住民での
検討では年齢，糖尿病，高血圧が示されており 5），
大西らの報告では 6），メタボリックシンドローム
がアルブミン尿陽性のリスクであり，メタボリッ
クシンドローム構成因子の保有数が増加するにつ
れ，アルブミン尿陽性に対するリスクが増加する
ことが報告されている．現在行われている特定保
健指導は，メタボリックシンドロームをターゲッ
トとした生活習慣病予防の目的に行われているが，
今回の解析からも特定保健指導においては可能な
ら尿中アルブミン排泄量を測定して，CKD進展の
可能性を踏まえた指導も重要になると考える．

今回，明らかになったアルブミン尿の進展因子
について，年齢以外ではメタボリックシンドロー
ムの構成因子となる肥満，特に内臓肥満，血糖代
謝異常，血圧，脂質異常症の他，喫煙など，リス
クを改善できる内容が多いと考えられた．糖尿病
や高血圧合併など，すでに医療機関にかかってい
る症例もあるが，糖尿病以外では尿中アルブミン
排泄量の検査は保険適応でなく，医療機関にか
かっていても検査されていないと考えられる．我
が国では集団健診で蛋白尿の検査を行ってきた実
績があるが，検査法はほとんどが試験紙法であり，
大半の微量アルブミン尿が見逃されている可能性
がある．そのため，集団健診においても尿中アル

ブミン排泄量を測定し，早期にCKDを発見し，保
健指導を行うことを勧めている報告もある 7）．当
施設では人間ドック健診の尿蛋白検査は試験紙法
に加え，2006年より尿アルブミン排泄量も全例に
行うようにしている．しかし，その結果の意義が
必ずしも十分理解されていない面もあったが，今
回の結果より，微量アルブミン尿をもつ対象者に
は，メタボリックシンドロームとの関係を十分考
慮して，指導する必要があると考えられた．

微量 /顕性アルブミン尿に移行する有意な生活
因子では，喫煙，たんぱく質食品をよく食べるな
ど，やはり，改善できる因子であった．喫煙は，
CKDのみならずCVDの危険因子であり，日本腎
臓学会のガイドラインでもCKDの進行抑制のた
め禁煙を推奨している 8）．今回の結果でも，喫煙
はアルブミン尿進展の有意な悪化因子であり（表
5），禁煙することの重要性が改めて示された．高
たんぱく質摂取は腎臓には負担がかかる可能性が
ある．一方で，「穀物をよく食べる」が抑制因子で
あったが，これらは高たんぱく質摂取でない対象
者が反映されたためかもしれない．

尿中アルブミン排泄量測定は試験紙法よりも，
CKDやCVDなどの予防に早期介入する必要のあ
る対象を，より確実に同定できる検査である．当
施設の人間ドック健診で尿中アルブミン排泄量を
測定しても，受診者の尿中アルブミン値に対する
認知度は低いように思われる．今回の研究結果を
もとに，尿中アルブミン値の意義を説明するとと
もに，保健指導に有効に生かし，CKD発症・進
展予防に向けて，受診者が生活改善に取り組める
ように支援していきたい．

なお，本研究では，2009年，2014年のそれぞ
れの微量 /顕性アルブミン尿の判定は，1回の尿中
アルブミン排泄量から行っていること，また，生
活習慣に関しては聞き取り調査でなく，記述式で

表5　生活因子と微量 /顕性アルブミン尿の移行する（多重ロジスティック回帰）
オッズ比 （95% CI） p

喫煙 1.36 （1.00-1.82） 0.0468
穀物をよく食べる 0.66 （0.46-0.97） 0.0341
たんぱく質食品をよく食べる 4.41 （1.65-18.0） 0.0013
有意な因子（p<0.05）のみ表示
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あり信頼性には多少制限があると考えられる．

結　論
CKDの発症・進展を早期に予防するためには，

微量 /顕性アルブミン尿に移行する各因子を把握
し，受診者の保健指導を行う必要があると考えら
れた．特に，基礎疾患や生活習慣の改善は重要で
あり，受診者が自らの生活習慣の問題に気付き，
行動変容を決定し，取り組められるよう，情報提
供を行い効果的な保健指導を行っていきたい．

利益相反
本報告に対して利益相反はありません．
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Transition of Urinary Albumin Level and Related Factors over 5 Years in Subjects Undergoing 
Health Check-ups : Study E�ective Health Guidance

Yuka Matsuo, Maki Kuwao, Yayoi Yamamoto, Misa Takeda, Eri Morisita, 
Akiko Masaki, Yosimi Kubo, Tokuji Motogi, Fumie Suehiro

Kochi Kenshin Clinic

Abstract
Objective: To effectively implement health guidance for prevention of chronic kidney 
disease (CKD) onset and progression, we examined changes in albumin in urine over a 
period of 5 years in subjects who underwent and had normal baseline urinary albumin 
level (<30 mg/g・Cr). Factors related to changes in level were examined.
Methods: Of 9,694 individuals who underwent a medical examination in 2009 and then 
5 years later in 2014, we enrolled 8,386 (males 4,322, females 4,064; average age 50.9 ± 9.6 
years) with normoalbuminuria in 2009, a�er excluding subjects with diabetes mellitus or 
nephritis. In 2014, we examined changes in urinary albumin level relative to the baseline 
level as well as related factors.
Results: We found that 5.04% of the subjects with normoalbuminuria in 2009 shifted 
microalbuminuria or macroalbuminuria in 2014, of whom 86.3% had urinary albumin 
levels lower than 100 mg/g・Cr. Factors associated with the at shi� were aging as well as 
higher urinary albumin level, greater waist circumference, hypertension, low HDL-C, hy-
poalbuminemia, greater BMI in 2009. As for lifestyle factors, smoking, and consumption 
of protein-rich foods were associated with the change.
Discussion: Among factors shown to be related to the transition to microalbuminuria or 
macroalbuminuria, we consider that those of metabolic syndrome other than age can be 
addressed by interventions to improve blood pressure, obesity and dyslipidemia as well as 
smoking cessation and improved dietary habits. For patients with such associated factors, 
health guidance with emphasis on the possibility of progression to CKD is important.

Keywords: medical examination, urinary albumin level, microalbuminuria, health guidance



人間ドック　Vol.33  No.5  2019年

原　著

52 ( 708 )

人間ドック 33：708-713，2019原　著

当施設における胃 X線検査による 
ヘリコバクター・ピロリ感染胃炎の診断精度と課題

林 裕子　崎原永辰　根間一徳　新城清彦 
池野愛美　大仲夏季　重田泰秀

要　約
目的：当施設における胃がん検診において，胃内視鏡検査に比べて胃X線検査後のヘリコバクター・
ピロリ（以下，HP）感染胃炎の除菌施行率が低い要因を検討するために，胃がん検診におけるHP感
染胃炎の診断精度と検査施行後のHP除菌率を両検査で比較した．本稿では，この現状の評価をも
とに，胃X線検査後の除菌治療における課題を明らかにすることを目的とする．
対象と方法：当施設で胃がん検診を受けたすべての受診者に対し，血清抗体検査の有無や除菌歴な
どを問診した．除菌施行率の推移は，X線・内視鏡の両検査で萎縮性胃炎と診断されもののうち，
過去5年間でどちらか一方の検査しか受けなかった受診者を対象とした．胃X線検査の診断精度の
評価は，2015年度に胃内視鏡検査を受けた1,320例のうち過去3年以内に胃X線検査を受け，HP血
清抗体価の検査結果がなされ，しかも除菌治療がなされていない238人（男性153人，女性85人）を
対象として，HP感染胃炎の診断に関して診断精度の指標を胃内視鏡検査と比較することで評価した．
結果：胃X線検査におけるHP感染胃炎の陽性反応的中度は69.6%で，胃内視鏡検査では62.0%と差
がなかったが，検査施行後の除菌施行率はX線検査では約20%で，内視鏡検査では約80%であった．
結論：HP感染胃炎の診断精度は，X線と内視鏡検査との間に有意差はなかった．X線検査後のHP
除菌施行率の有意な低さは，現行の医療保険制度の要件によるところが大きいと考えられた．

キーワード 胃 X 線検査，HP 感染胃炎，診断精度，除菌施行率

一般社団法人那覇市医師会  生活習慣病検診センター 連絡先：〒 900-0034 沖縄県那覇市東町 26-1 
Tel：098-868-9331　E-mail：sakihara@naha-med.or.jp 

緒　言
2016年の厚生労働省の指針により，胃がん検

診において胃内視鏡検査も対策型検診として実
施することが可能となったが，胃内視鏡検査は実
施医師の確保が難しく受け入れに制限があるうえ
に，胃部X線検査に比べて検査料金に差額負担が
あるなどの理由から，当施設においては胃X線検
査での受診率が高い．当施設における年間の胃が
ん検診受診者数は約7,500例で，胃内視鏡検査が
約1,500件に対し，胃X線検査数は約6,000件と
全体の約80%を占めている．

現在の問題点は，胃内視鏡検査の受診者に比較
して，胃X線検査を受けたヘリコバクター・ピロ
リ（以下，HP）感染胃炎の受診者がHP除菌治療に
至らない例が多数あるという点である．本稿では，
胃部X線検査のHP感染胃炎の診断精度を胃内視
鏡検査と比較検討したうえで，胃X線検査の受検

者がHP除菌治療につながっていない要因を考察
する．

対象と方法
胃X線検査によるHP感染胃炎の診断精度を胃

内視鏡検査と比較するため対象としたデータは，
2015年度に当施設で胃がん検診を受けた7,328
例（男性4,436例，女性2,892例）のうち，胃内視
鏡検査を受けたもの1,320例のなかから，過去3
年以内に胃X線検査を受け，過去にHP血清抗体
価の検査がなされており，まだ除菌治療を行って
いない238人（男性153人，女性85人）とした．読
影は，胃内視鏡検査担当の日本人間ドック学会専
門医1名と，NPO日本消化器がん検診精度管理評
価機構胃がんX線検診技術部門B資格取得者を含
む放射線技師3名で行った．HP感染胃炎の読影
に際しては，HP血清抗体価の結果を予め知らな
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い状態で評価した．
胃内視鏡検査におけるHP感染胃炎の評価は，

胃炎の京都分類 1）と萎縮度の木村・竹本分類 2）に
したがった．胃内視鏡装置はLASEREO7000で
経鼻スコープEG-L580NW7を用い（ともに富士
フィルム，東京），鎮静剤を使用せず意識下で行っ
た．撮影コマ数は30～40枚とした 3,4）．

胃X線検査においては，HP感染胃炎の評価は
H.pylori感染診断アトラス 5）に従った．胃粘膜表面
像において，ひだの形は空気量によって変わって
しまうため，背臥位3方向で行った．非6s（太い，
丈が高い，立ち上がりが急峻，表面・辺縁が粗い，
硬い，蛇行・屈曲）が2～3個まで正常，非6sが3～
4個を中間，非6sが5～6個を異常とした．3個の
場合はひだの分布を考慮して評価した．粘膜表面
像とひだの所見による指標を用いて未感染，現感
染（既感染も含む）のいずれかに分類した 3）．胃X線
装置はデジタルX線TVシステムZEXIRA DREX-
ZX80（キヤノンメディカルシステムズ，栃木）で，
バリトゲンHD（濃度200w/v% 150mL），発泡剤バ
ロス発泡顆粒-S 5.0gをバリウムで嚥下させる二重
造影法とした．撮影は，日本消化器がん検診学会
のガイドラインに示された任意型検診撮影法に準
じて12枚撮影した．HP血清抗体価が3U/mL未満
を未感染，10U/mL以上を感染としたが，その間
の境界型は未感染に含めた．特に禁忌事項のない
受診者に対しては，両検査法とも前処置として鎮

痙剤（ブスコパン注20mg）を筋肉注射した．
なお，対象者のほとんどが血清HP抗体価のみ

の測定であったため，陰性例は胃がんのリスク検
診のABC分類 6）におけるD群の可能性を考慮し，
胃内視鏡検査で萎縮性胃炎の木村・竹本分類にお
けるopen typeと判定された44例は母集団から除
外した．それぞれの所見判定は，重複回答形式で
おのおのの所見をありなしの二択とし，血清HP
抗体価とクロス集計し，その関連性をPearsonの
χ 2 検定で，漸近有意確率（両側）が5%以下ならば
関連があるとした．HP除菌施行率と診断精度の
指標は両検査法について感度，特異度，陽性反応
的中度を比較評価した．統計解析ソフトはSPSS 
ver19 for Windows（日本アイ・ビー・エム，東京）
を用いた．

本稿の内容は，平成30年度那覇市医師会精度
管理報告会において報告した．

結　果
当施設の胃がん検診における胃X線検査と胃内

視鏡検査の性別受診者数の過去5年間の年次推移
を表1に示す．年間の胃X線検査数は約5,800件，
胃内視鏡検査数が約1,300件である．2013年ま
での胃X線検査における要精検率は約5%であっ
た．2013年の2月からHP感染胃炎の保険対象の
拡大にともない約10%と増加したが，その後の
管理区分の変更の結果，2016年以降精検率が再

表1　過去5年間の胃X線検査と胃内視鏡検査での検査数・精検数など

年度 性別
胃X線検査 胃内視鏡検査

検査数 精検数 精検率
（%）

精検うち
萎縮性胃炎数

精検うち
萎縮性胃炎（%） 検査数 精検数 精検率

（%）
精検うち

萎縮性胃炎数
精検うち

萎縮性胃炎（%）

2017
男性 3595 171 4.8 77 45.0 848 34 4.0 20 58.8 
女性 2264 92 4.1 32 34.8 491 16 3.3 9 56.3 
合計 5859 263 4.5 109 41.4 1339 50 3.7 29 58.0 

2016
男性 3633 214 5.9 136 63.6 818 42 5.1 24 57.1 
女性 2238 109 4.9 59 54.1 539 21 3.9 14 66.7 
合計 5871 323 5.5 195 60.4 1357 63 4.6 38 60.3 

2015
男性 3604 387 10.7 269 69.5 832 85 10.2 51 60.0 
女性 2404 261 10.9 174 66.7 488 34 7.0 20 58.8 
合計 6008 648 10.8 443 68.4 1320 119 9.0 71 59.7 

2014
男性 3454 318 9.2 183 57.6 719 60 8.3 39 65.0 
女性 2395 260 10.9 169 65.0 471 41 8.7 22 53.7 
合計 5849 578 9.9 352 60.9 1190 101 8.5 61 60.4 

2013
男性 3209 187 5.8 37 19.8 729 99 13.6 70 70.7 
女性 2362 112 4.7 27 24.1 501 56 11.2 35 62.5 
合計 5571 299 5.4 64 21.4 1230 155 12.6 105 67.7 
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び5%ほどに減少してきている．
HP除菌施行率については，2017年の時点で過

去5年間の胃がん検診で萎縮性胃炎，または慢性
胃炎と判定された受診者において，胃X線検査，
または胃内視鏡検査のいずれか一方の検査しか
受けたことがない受診者の除菌施行率の累積は，
2017年でX線が18%，内視鏡で68%と大きな隔
たりがあった（表2）．同様に，過去5年間連続で
胃X線，または胃内視鏡を受けた受診者の場合，
除菌施行率はX線で19%，内視鏡で79%いずれ
も有意な差を認めた（表3）．

胃X線検査と胃内視鏡検査のHP感染胃炎の診
断精度については，胃炎の京都分類 1）とHP感染
診断アトラス 7）に従いHP感染・未感染での有所
見率と関連性を表4に示す．胃内視鏡検査によ
るHP未感染胃炎においては，ヘマチン，稜線状
発赤，胃底腺ポリープ，regular arrangement of 
collecting venules（RAC）の存在などが有意であ
り，HP感染胃炎では，強いびまん性発赤，萎縮，
点状発赤，RACなし，鳥肌胃炎，ひだの蛇行，白
濁粘液などが有意な所見であった．一方で，胃X
線検査によるHP未感染胃炎においては，ビロー
ド様，ひだが細い，丈が低い，立ち上がりがなだ
らか，表面・辺縁が平滑，柔らかい，まっすぐ，
萎縮なしが有意であり，HP感染胃炎では，敷石上，

顆粒状，フリース様，ひだの形状が太い，丈が高い，
立ち上がり急峻，表面・辺縁が粗い，硬い，蛇行・
屈曲，中等度萎縮などが有意な所見であった．

精度指標については，胃内視鏡検査のHP感染
胃炎に対する感度93.9%，特異度77.9%，陽性
反応的中度は62.0%であったのに対して，胃X線
検査のHP感染胃炎に対する感度87.3%，特異度
86.1%，陽性反応的中度は69.6%となり，両検
査法によるHP感染胃炎の診断精度に有意差は認
めなかった．

考　察
胃内視鏡検査が対策型検診と位置付けられてか

ら，内視鏡による胃がん検診希望者は増加して
いるが，胃X線検査の受診者数が依然として多い
背景には，胃内視鏡検査は実施医師の確保が難
しく受け入れに制限があるうえに，胃X線検査に
比べて検査料金に差額負担（当施設においては約
3,000円）があるなどの理由があり，胃X線検査
での検診受診者数が胃内視鏡検査の4倍となって
いる．

これまでの胃部X線読影は，病変のスクリーニ
ング検査の位置付けで，病変の存在診断を主とし
たものであったが，撮影装置のデジタル化により
従来の間接撮影と比較しても画質が著しく向上し

表2 HP感染胃炎が疑われる受診者のうち過去5年間の胃がん検診で胃X線または胃内視鏡いずれか一方し
か受けていないもののHP累積除菌率の年次推移

年度
胃X線 胃内視鏡

対象者 有回答者 除菌数 除菌率（%） 対象者 有回答者 除菌数 除菌率（%）
2017 775 641 116 18.1 270 254 173 68.1
2016 795 678 102 15.0 284 264 175 66.3
2015 701 530 72 13.6 299 268 138 51.5
2014 373 296 28 9.5 317 279 118 42.3

表3 HP感染胃炎が疑われる受診者のうち過去5年間の胃がん検診で胃Ｘ線または胃内視鏡いずれか一方を
5年連続で受けているもののHP累積除菌率の年次推移

年度
胃X線 胃内視鏡

対象者 有回答者 除菌数 除菌率（%） 対象者 有回答者 除菌数 除菌率（%）
2017 109 99 19 19.2 108 105 83 79.1
2016 196 178 34 19.1 114 111 85 76.6
2015 167 132 18 13.6 111 107 67 62.6
2014 87 72 10 13.9 119 113 57 50.4
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たことと，2005年に日本消化器集団検診学会か
ら「新・胃X線撮影法（間接・直接）ガイドライン」
が示され撮影法が標準化されたことにより，存在
診断の推奨グレードB8）と従来からエビデンスが
あるうえに，粘膜診断（質的診断）も可能となって
いる．当施設でも胃X線写真の読影にあたっては，

存在診断と粘膜診断の両方を記載することになっ
ているが，詳しい診断結果は後日報告書の郵送と
いう運用となり，当日診察時にHP除菌のことま
では説明できないことが多い．しかも，HP感染
胃炎を含む良性病変はカテゴリー2となり精検不
要となる．一方で，胃内視鏡検査の場合は，その

表4　HPの未感染・感染例における胃内視鏡と胃X線検査での各所見の出現割合と関連性

部　位 所　見
全体（n=238）

有所見率（%） χ ²検定
漸近有意確率（両側）未感染（n=172） 感染（n=66）

胃内視鏡

全体所見

強いびまん性発赤※※ 0.6 9.1 0.001
粘膜腫脹 0.0 0.0 ―
萎縮※※ 20.3 93.9 0.000
腸上皮化生 0.0 1.5 0.106
過形成性ポリープ 2.3 3.0 0.756
黄色腫 1.2 3.0 0.316
ヘマチン※※ 38.4 10.6 0.000
稜線状発赤※※ 26.2 3.0 0.000
陥凹型びらん 16.9 16.7 0.971
斑状発赤 10.5 13.6 0.490
地図状発赤 0.0 0.0 ―

穹窿～体部所見
胃底腺ポリープ※※ 37.8 3.0 0.000
点状発赤※※ 1.2 15.2 0.000
多発性白色扁平隆起 0.6 0.0 0.535

体下～角部小弯所見 RACあり※※ 73.8 6.1 0.000
RACなし※※ 25.0 92.4 0.000

前庭部所見 鳥肌胃炎※※ 0.6 10.6 0.000
隆起型びらん 9.3 7.6 0.674

ひだその他所見
皺壁腫大 1.7 1.5 0.902
蛇行※※ 2.3 10.6 0.006
白濁粘液※※ 0.6 10.6 0.000

萎縮度の
木村・竹本分類

C-0※※ 79.7 0.0 0.000
C-1※※ 12.2 27.3 0.005
C-2※※ 5.8 45.5 0.000
C-3※※ 2.3 22.7 0.000

胃X線

粘膜表面像

ビロード様※※ 83.7 18.2 0.000
敷石様※※ 3.5 30.3 0.000
顆粒様※※ 4.1 24.2 0.000
フリース様※※ 1.2 13.6 0.000
中間型 7.6 13.6 0.147

ひだの形

細い※※ 85.5 43.9 0.000
丈が低い※※ 84.3 40.9 0.000
立ち上がりなだらか※※ 51.7 28.8 0.001
表面・辺縁が平滑※※ 90.1 63.6 0.000
やわらかい※※ 92.4 66.7 0.000
まっすぐ※※ 69.8 36.4 0.000
太い※※ 12.2 48.5 0.000
丈が高い※※ 12.8 53.0 0.000
立ち上がり急峻※※ 44.8 65.2 0.005
表面・辺縁が粗い※※ 7.6 30.3 0.000
硬い※※ 5.8 25.8 0.000
蛇行・屈曲※※ 28.5 57.6 0.000

ひだの分布

a.萎縮なし※※ 64.5 22.7 0.000
b.軽度萎縮 19.2 22.7 0.542
c.中等度萎縮※※ 9.9 43.9 0.000
d.高度萎縮 5.2 10.6 0.138

1. ※※はχ 2 検定での 漸近有意確率（両側）が0.01未満を示す．
2. HP感染・未感染において有意な所見率を太字で示す．
3. 萎縮度の木村・竹本分類のopen typeは除外している．
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場で結果説明をし，HP除菌のための紹介状を医
師が書くことになっているのが高い除菌施行率の
要因であろう．

精検率については，2013年の2月からHP除菌
治療は，胃潰瘍・十二指腸潰瘍のみから慢性胃炎

（HP感染胃炎）へと保険対象が拡大されたことを
反映し，当施設では2014年と2015年の2年間は
除菌治療を目的とした要精査例が増えた．結果と
して，要精検者中に萎縮性胃炎の占める割合が6
割を超え，HP除菌を目的とした要精査を含め精
検率が約10%と増加した．その後，2015年に精
度管理が見直され，日本消化器がん検診学会の提
唱するカテゴリー分類 5）に従い，HP感染胃炎のみ
の所見の場合は経過観察と管理区分を変更したた
め，2016年以降精検率が再び5%に減少した．し
かし，結果として，2017年の累積除菌施行率が
18%ほどで留まっていることは，2014年と2015
年の萎縮性胃炎の精密検査への誘導でも除菌治療
につながらなかったことを示唆している．このこ
とは，現在の医療保険におけるHP除菌治療の対
象者は，「内視鏡検査において胃炎の確定診断が
なされた患者」と，胃X線検査の診断のみでは治
療することができず，消化器内科での胃内視鏡に
よる再検査を余儀なくさせられ，その際，再検査
を予約することや検査日の確保，胃内視鏡検査料

（1,445点）（カッコは保険点数）の自己負担が必要
となることなどが大きな要因ではないかと考えら
れる．

結論として，本稿において胃X線検査による
HP感染胃炎（質的診断）の診断精度は胃内視鏡検
査と比較してほぼ同等であることが分かった．し
かしながら，検査後の除菌施行率に関して大きな
隔たりがあり，胃X線検査が対策型検診として死
亡率減少効果をさらに高めるためには，個々の検
診施設がHP除菌治療に誘導する努力が必要であ
る．例えば，結果報告書に“経過観察ではあるが
HP除菌を検討する必要がある”とし，口頭でも

指導するなど受診者に分かりやすい工夫が必要と
なる．さらに，胃X線検査による胃炎の診断でも
HP除菌治療が可能となるような医療保険制度上
の要件緩和が最も合理的と考える．

結　語
胃部X線検査のHP感染胃炎診断精度は，胃部

内視鏡検査と比較して有意差はなかった．胃X線
検査によるHP感染胃炎の診断後の除菌施行率の
低さが課題であり，それをさらに高めるためには，
結果報告書での分かりやすい工夫はもちろんであ
るが，現行のHP除菌に関する医療保険制度の要
件緩和が必要と考えられた．

利益相反
本論文に関連し，開示すべきCOI関係にある企
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High Diagnostic Accuracy and Low Eradication Therapy Performance Rate 
for Helicobacter pylori Infection-induced Gastritis Diagnosed by Gastro-�uoroscopy

Yuko Hayashi, Eishin Sakihara, Kazunori Nema, Kiyohiko Shinjo, 
Manami Ikeno, Natsuki Onaka, Yasuhide Shigeta

Healthcare Center of the Naha Medical Association

Abstract
Objective: To clarify the reason for the low Helicobacter pylori (HP) eradication therapy 
performance rate following gastro-�uoroscopy in HP infection-induced gastritis, we com-
pared the diagnostic accuracies of X-ray and endoscopic examinations as well the situations 
of performing HP eradication.
Methods: 7,328 subjects who received gastric cancer screening in 2015 were enrolled in 
this study. In interviews, we asked all subjects if their HP serum antibody titers had been 
measured and if they had undergone HP eradication therapy or not. In addition, the diag-
nostic accuracy for HP infection-induced gastritis was compared between the examina-
tions.
Results: �e positive predictive value for HP infection-induced gastritis by X-ray examina-
tion was 69.6%, whereas it was 62.0% for endoscopic examination. In contrast, the eradica-
tion performance rates were 20% and 80%, respectively, for each method.
Conclusions: �e reason for the low eradication therapy performance rate for HP infec-
tion-induced gastritis diagnosed in X-ray examinations was considered not to be due ex-
amination accuracy but the requirements of the Japanese medical insurance system.

Keywords: gastro-�uoroscopy, HP infection-induced gastritis, diagnostic accuracy, HP 
eradication performance rate
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はじめに
我が国における死因第一位は“がん”であり，罹

患・死亡ともに増加している．がん対策の要点は，
一次予防，早期発見・早期治療，予後の改善であ
り，国策としても様々ながん対策が実施されてい
る．人間ドックにおいても，長い間 ，早期発見・
早期治療を目的とした“がん検診”が行われてきた
が，各施設が独自に検査項目を設定しており，検
診精度に関しても施設間格差が大きいのが現状で
ある．そこで，人間ドックにおけるがん検診の実
態を把握し，効率的かつ効果的ながん検診の方
法を検討するとともに，がん検診としての評価を
行うために，2009年度からがん登録を開始した．
今回，2013年度の成績を報告する．

対象・方法
対象は，2013年度（2013年1～12月，または

2013年4月～2014年3月）の人間ドック受診者か
ら発見されたがん（悪性疾患）症例である．方法は，
以下のとおりである（既報参照）1-3）．
1） 調査用紙はA票およびB票からなる．A票は発

見されたがんの個票で，詳細な基本情報（部位，
進行度，発見経緯など）を把握するものである．
2012年度分から術前・術後のTNM分類による
ステージ分類の記載を追加した．B票はがん検

診の精度を把握するもので，検査方法別に，受
診者数，要精査者数，精検受診者数，がん症例
数を収集している．

2） 登録項目の標準化を図るために，疾病分類は
国際疾病分類，腫瘍学（NCC：National Cancer 
Institute 監 修，ICD-O）を用い，病期分 類は
UICC（International Union Against Cancer），
TNM悪性腫瘍の分類 4）を用いている．

3）図表のうち，性別・年齢階級別がん発見率はB
票をもとに作成し，その他の図表はA票をもと
に作成した．

がん登録の経緯
2009年度から5年間のがん登録状況を表1に

示す．がん登録施設，およびがん症例数は年々増
加し，2013年度のB票提出施設でA票の基本情
報が適切に記載されている施設は85.2%であり，
年々著明に改善している．

1） みはらライフケアクリニック 
2） 三井記念病院総合健診センター 
3） 公益財団法人・大阪がん循環器病予防センター 
4） 一般財団法人淳風会・淳風会健康管理センター

5） 大東文化大学スポーツ・健康科学部看護学科 
6） 大阪大学大学院医学系研究科  社会環境医学講座環境医学 
7） 慶応義塾大学病院予防医療センター 
8） 医療法人グランドタワーメディカルコート

表1　人間ドックにおけるがん登録（2009～2013年度）
調査用紙（A票・B票）提出の現状

2009 2010 2011 2012 2013
がん登録施設数 140 166 175 178 172
B票提出施設数 134 136 156 173 162
がん症例数（A票） 3,074 3,340 3,466 4,400 3,537
※ がん症例数：B票提出施設でA票の基本情報が適切に入力されているも

の（2013年度：提出数の85.2％）
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2013年度の成績
1）全般的な分析結果

受診者数は1,295,940人（男性770,971人，女
性524,969人）で，男性が59.5%を占めた．また，
一日人間ドック受診者が95.1%を占めた（表2）．
年齢階級別にみると，男女とも35～69歳の受診
者が多かった（図1）．

登録されたがん症例は3,537例（男性2,104例，
女性1,433例）で，部位別症例数を表3に示す．部

表2　受診者数（2013年度）
一日ドック 二日ドック 合　計

男性 722,216 48,755 770,971
女性 509,867 15,102 524,969
合計 1,232,083 63,857 1,295,940

表3　がん症例数
男性 女性 合計

胃がん 575 188 763
食道がん 132 24 156
大腸がん 449 222 671
肺がん 198 71 269
乳がん 1 618 619
子宮頸がん 105 105
子宮体がん 16 16
卵巣がん 14 14
腎臓がん 100 21 121
膀胱がん 53 8 61
前立腺がん 389 389
甲状腺がん 32 70 102
肝臓がん 36 12 48
胆嚢がん 10 6 16
膵臓がん 48 23 71
その他がん 81 35 116
合計 2,104 1,433 3,537

図1　性別・年齢階級別受診者数

図2　部位別頻度（全体） 図3　部位別頻度（男性） 図4　部位別頻度（女性）
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位別頻度は，全体では胃，大腸，乳房，前立腺，肺，
食道，腎臓，子宮，甲状腺，膵臓の順，男性では
胃，大腸，前立腺，肺，食道，腎臓，膀胱，膵臓
の順，女性では乳房，大腸，胃，子宮頸，肺，甲
状腺，食道，膵臓の順であった（図2～4）．がん
症例の平均年齢は，男性62.14歳，女性55.12歳，
全体59.30歳で，男性では甲状腺がん・腎臓がん
の年齢が，女性では子宮頸がん・甲状腺がん・乳
がん・卵巣がん・子宮体がん・腎臓がんの年齢が
低い傾向がみられた（表4）．

検診受診歴をみると，初回受診発見が24.3%，
2年以内受診が64.1%，3年以内受診が3.8%，3

年以上前受診が7.9%で，2年以内受診例が最も
多かった（表5）．
2）胃がん

胃がん発見率は，胃X線検査（0.048%）と比較
して胃内視鏡検査（0.213%）の方が4.4倍高率（男
性4.5倍，女性4.0倍）であった．また，X線検査，
内視鏡検査ともに女性より男性の発見率が著明に
高率であった．X線検査の精検受診率は55.3%と
低かった．胃X線検査の精検受診率を100%と仮
定した場合の推定胃がん症例数は624例，胃がん
発見率0.088%となる（表6）（以下，推定がん発見
率は精検受診率を100%と仮定した場合のがん発

表4　がん症例の平均年齢
男性 女性 総計

平均 標準偏差 平均 標準偏差 平均 標準偏差
胃がん 63.06 9.44 58.70 10.24 61.99 9.82 
食道がん 61.38 8.57 61.63 9.25 61.42 8.65 
大腸がん 59.88 9.27 58.94 10.71 59.57 9.77 
肺がん 63.75 8.75 60.08 9.45 62.78 9.07 
乳がん 63.00 0.00 53.16 9.62 53.17 9.62 

子宮頸がん 45.05 10.09 45.05 10.09 
子宮体がん 55.63 9.17 55.63 9.17 
卵巣がん 53.71 6.58 53.71 6.58 
腎臓がん 55.31 10.47 55.81 10.07 55.40 10.36 
膀胱がん 61.83 10.34 58.63 10.25 61.41 10.30 
前立腺がん 65.28 7.00 65.28 7.00 
甲状腺がん 54.53 10.17 52.69 10.04 53.26 10.07 
肝臓がん 63.22 8.56 59.17 10.85 62.21 9.23 
胆嚢がん 60.40 12.40 62.33 5.96 61.13 10.25 
膵臓がん 62.19 10.08 63.22 12.24 62.52 10.75 
その他がん 61.72 9.66 58.03 8.85 60.60 9.54 
全体 62.14 9.33 55.12 10.71 59.30 10.49 

※例数が1例の場合、標準偏差が0となる

表5　がん症例の受診歴

初回受診 （%） 2年以内
受診 （%） 3年以内

受診 （%） 3年以上前
受診 （%） 不明 合計

胃がん 177 （24.41） 467 （64.41） 22 （3.03） 59 （8.14） 12 737
大腸がん 138 （22.15） 422 （67.74） 26 （4.17） 37 （5.94） 5 628
肺がん 30 （12.35） 190 （78.19） 5 （2.06） 18 （7.41） 3 246
乳がん 147 （25.79） 337 （59.12） 30 （5.26） 56 （9.82） 7 577
子宮頸がん 46 （46.46） 37 （37.37） 5 （5.05） 11 （11.11） 1 100
子宮体がん 2 （13.33） 10 （66.67） 0 （0.00） 3 （20.00） 0 15
卵巣がん 2 （16.67） 10 （83.33） 0 （0.00） 0 （0.00） 0 12
腎臓がん 41 （34.45） 62 （52.10） 7 （5.88） 9 （7.56） 0 119
膀胱がん 15 （25.00） 39 （65.00） 3 （5.00） 3 （5.00） 0 60
前立腺がん 78 （20.80） 255 （68.00） 10 （2.67） 32 （8.53） 3 378
甲状腺がん 39 （44.83） 40 （45.98） 2 （2.30） 6 （6.90） 0 87
肝臓がん 12 （25.53） 30 （63.83） 1 （2.13） 4 （8.51） 1 48
胆嚢がん 3 （20.00） 11 （73.33） 1 （6.67） 0 （0.00） 0 15
膵臓がん 12 （17.65） 51 （75.00） 3 （4.41） 2 （2.94） 1 69
全がん 742 （24.26） 1,961 （64.13） 115 （3.76） 240 （7.85） 33 3,091

※不明例は集計（%）から省く
※3年以内とは今回と過去3年間に1回受診したものとする
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見率と定義する）．
性別・年齢階級別に胃がん発見率をみると（図

5），男女とも加齢とともに上昇する傾向がみられ
た．胃X線検査では55歳以上の年齢で，内視鏡
検査では50歳以上のすべての年齢で女性より男
性が高率であった．内視鏡による胃がん発見率は，
男性では50歳から，女性では60歳から著明に上
昇していることが窺える．

胃がん症例の壁深達度，術前・術後のステージ
分類を解析した（図6，7）．早期がん比率は内視
鏡検査90.3%（m：70.5%，sm：19.8%），X線検
査71.1%（m：50.0%，sm：21.1%）で， 内 視 鏡
検査が著明に高率であった．術前・術後のステー
ジ分類においても，内視鏡検査の方が，0期・Ⅰ

期の割合が著明に高率であった．組織型は74.0%
（401/542）が分化型，26.0%（141/542）が未分化
型であった．

内視鏡的切除（EMR：endoscopic mucosal resection，
ESD：endoscopic submucosal dissection）が 施 行 さ
れた症例は，壁深達度mで77.9%（282/362），壁
深達 度smで25.9%（30/116），全胃がんの47.3%

（361/763）と高率であり，人間ドックにおける胃がん
検診（X線検査および内視鏡検査）によって内視鏡的
切除が可能な胃がん症例が多数発見されていること
が判明した．

ヘリコバクター・ピロリ感染例は75.0%（33/44）
であったが，症例数が少なく，参考までに留めて
いただきたい．

表6　胃がん発見率
胃X線検査 胃内視鏡検査

男性

受診者数 436,177 203,593
要精査者数（率） 18,543 （4.3） 33,228 （16.3）
精検受診者数（率） 9,762 （52.6）
胃がん症例数（率） 256 （0.059） 543（0.267）

女性

受診者数 276,897 128,942
要精査者数 （率） 8,650 （3.1） 19,596 （15.2）
精検受診者数（率） 5,283 （61.1）
胃がん症例数（率） 89 （0.032） 164（0.127）

合計

受診者数 713,074 332,535
要精査者数（率） 27,193 （3.8） 52,824 （15.9）
精検受診者数（率） 15,045 （55.3）
胃がん症例数（率） 345 （0.048） 707（0.213）
推定胃がん症例数（率） 624 （0.088）

重複例あり．（率：%）

図5　性別・年齢階級別　胃がん発見率 図6　胃がん症例の壁深達度
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3）大腸がん
大腸がん発見率は，便潜血検査（0.068%）と比

較して大腸内視鏡検査（全大腸内視鏡またはS状
結腸内視鏡，0.161%）の方が2.4倍高率（男性2.1
倍，女性2.9倍）であった．全大腸内視鏡検査の
大腸がん発見率は0.361%で，S状結腸内視鏡検
査（0.088%）よりも4.1倍高率であった．便潜血
検査は男性が高率であったが，内視鏡検査は女性
がやや高率であった．便潜血検査の精検受診率は
47.4%と極めて低かった．便潜血検査の精検受診
率を100%と仮定した場合の推定大腸がん症例数
は1,521例，大腸がん発見率0.143%となる（表7）．

性別・年齢階級別に大腸がん発見率をみると（図
8），便潜血検査では，男女とも加齢とともに上昇
する傾向がみられた．内視鏡検査では，男性では
35歳～64歳で加齢とともに上昇する傾向がみら

れたが，女性では，一定の傾向はみられなかった．
内視鏡検査は受診者数が少なく，さらなる検討が
必要と思われた．

大腸がん症例の壁深達度，術前・術後のステー
ジ分類を解析した（図9，10）．早期がん比率は内視
鏡検査89.6%（m：72.4%，sm：17.2%），便潜血検
査66.7%（m：42.7%，sm：24.0%）で，内視鏡検査
が著明に高率であった．術前・術後のステージ分
類においては，術前・術後とも内視鏡検査の方が0
期・Ⅰ期の割合が著明に高率であった．組織型は
98.8%（395/400）が高・中分化型，1.3%（5/400）
が低分化型であった．

大腸がん検診においては，がん発見率・早期が
ん比率ともに，便潜血検査よりも内視鏡検査が著
明に高率であった．

内視鏡的切除が施行された症例は，壁深達度m

表7　大腸がん発見率
便潜血検査 大腸内視鏡検査 S状結腸内視鏡検査（再掲） 全大腸内視鏡検査（再掲）

男性

受診者数 639,123 16,243 11,499 4,744
要精査者数（率） 37,489 （5.9） 3,002 （18.5） 2,532 （22.0） 470 （9.9）
精検受診者数（率） 17,218 （45.9）
大腸がん症例数（率） 487 （0.076） 26（0.160） 9（0.078） 17（0.358）

女性

受診者数 421,498 5,555 4,481 1,074
要精査者数（率） 21,419 （5.1） 662 （11.9） 593 （13.2） 69 （6.4）
精検受診者数（率） 10,710 （50.0）
大腸がん症例数（率） 234 （0.056） 9（0.162） 5（0.112） 4（0.372）

合計

受診者数 1,060,621 21,798 15,980 5,818
要精査者数（率） 58,908 （5.6） 3,664 （16.8） 3,125 （19.6） 539 （9.3）
精検受診者数（率） 27,928 （47.4）
大腸がん症例数（率） 721 （0.068） 35（0.161） 14（0.088） 21（0.361）
推定大腸がん症例数（率） 1,521 （0.143）

重複例あり．（率：%）

図7　胃がん症例の術前・術後ステージ分類
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で91.2%（177/194），壁深達度smで48.1%（50/104），
全大腸がんの51.9%（347/669）と高率であり，人
間ドックにおける大腸がん検診（便潜血検査および
内視鏡検査）によって，内視鏡的切除が可能な大
腸がん症例が多数発見されていることが判明した．
4）肺がん

肺がん発見率は，単純X線検査（0.020%）と比
較して胸部CT検査（0.140%）の方が7.0倍高率（男
性6.4倍，女性7.4倍）であった．また，単純X線
検査では男性が女性よりも1.4倍，胸部CT検査で
は1.2倍高率であった．精検受診率は単純X線検査
58.0%，胸部CT検査64.1%と低かった．精検受

診率を100%と仮定した場合の推定肺がん症例数
は単純X線検査364例（発見率0.035%），胸部CT
検査220例（0.219%）となる．喀痰細胞診による精
検受診率は39.2%と極端に低く，肺がん発見率も
0.010%であった（表8）．

性別・年齢階級別に肺がん発見率をみると（図
11），男女とも加齢とともに上昇する傾向を認め，
特に胸部CT検査では50歳以上の年代で著明に上
昇していた．

肺がん症例の術前・術後のステージ分類を解析
した（図12，13）．術前・術後とも胸部CT検査の
ほうが0期・1期の割合が著明に高率であった．

図8　性別・年齢階級別　大腸がん発見率 図9　大腸がん症例の壁深達度

図10　大腸がん症例の術前・術後ステージ分類
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図11　性別・年齢階級別　肺がん発見率

図12　肺がん症例の術前・術後　ステージ分類

表8　肺がん発見率
単純X線 胸部CT 喀痰細胞診

男性

受診者数 619,298 70,920 37,370
要精査者数（率） 8,599 （1.4） 2,680 （3.8） 90 （0.2）
精検受診者数（率） 4,781 （55.6） 1670 （62.3） 32 （35.6）
肺がん症例数（率） 140 （0.023） 104（0.147） 4（0.011）

女性

受診者数 423,537 29,489 10,665
要精査者数（率） 5,194 （1.2） 1104 （3.7） 35 （0.3）
精検受診者数（率） 3,220 （62.0） 757 （68.6） 17 （48.6）
肺がん症例数（率） 71 （0.017） 37（0.125） 1（0.009）

合計

受診者数 1,042,835 100,409 48,035
要精査者数（率） 13,793 （1.3） 3,784 （3.8） 125 （0.3）
精検受診者数（率） 8,001 （58.0） 2427 （64.1） 49 （39.2）
肺がん症例数（率） 211 （0.020） 141（0.140） 5（0.010）
推定肺がん症例数（率） 364 （0.035） 220（0.219） 13（0.027）

重複例あり．（率：%）
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人間ドックにおいては，特に胸部CT検査によっ
て，早期肺がんが多数発見されていることが窺えた．
5）乳がん

乳がん発見率は，視触診（0.041%）と比較して
マンモグラフィ（0.183%）で4.5倍，超音波検査

（0.216%）で5.3倍高率であった．精検受診率は視
触診52.9%，マンモグラフィ68.0%，超音波検査
64.6%と低かった．精検受診率を100%と仮定し
た場合の推定乳がん症例数（発見率）は視触診200
例（0.078%），マンモグラフィ613例（0.269%），
超音波検査476例（0.334%）となる（表9）．

年齢階級別乳がん発見率は，マンモグラフィお
よび超音波検査では，30歳以上の年代で加齢と
ともに著明に上昇する傾向を認めた（図13）．

乳がん症例の術前・術後のステージ分類を解析
した（図14）．マンモグラフィでは約80%の症例が，
超音波検査では75%の症例が，術前・術後とも0期・
Ⅰ期の症例であった．これらの検査によって，多
くの早期乳がんが発見されていることが判明した．

6）子宮頸がん
擦過細胞診による子宮頸がん発見率は0.042%，

精検受診率は59.1%で，精検受診率を100%と
仮定した場合の推定子宮頸がん症例数（発見率）は
208例（0.070%）となる（表10）．

年齢階級別子宮頸がん発見率は30～34歳が最
も高く，その後は加齢とともに減少する傾向を認
めた（図15）．

子宮頸がん症例の術前・術後のステージ分類を
解析した（図16）．術前・術後ともほとんどの症
例が0期・Ⅰ期であった．子宮頸がんは擦過細胞
診による検診によって，ほとんどが早期がんの時
期に発見されていることが判明した．
7）前立腺がん

PSA（Prostate speci� c antigen：前立腺特異抗原）
による前立腺がん発見率は0.146%，精検受診
率は50.7%で，精検受診率を100%と仮定した
場合の推定前立腺がん症例数（発見率）は852例

（0.289%）となる（表11）．

図13　年齢階級別　乳がん発見率

表9　乳がん発見率
視触診 マンモグラフィ 超音波検査

女性

受診者数 257,043 227,816 142,692
要精査者数（率） 3,326 （1.3） 11,604 （5.1） 5,213 （3.7）
精検受診者数（率） 1,760 （52.9） 7,894 （68.0） 3,370 （64.6）
乳がん症例数（率） 106（0.041） 417（0.183） 308（0.216）
推定乳がん症例数（率） 200（0.078） 613（0.269） 476（0.334）

重複例あり．（率：%）
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図14　乳がん症例の術前・術後　ステージ分類

表10　子宮頸がん発見率
頸部細胞診

受診者数 296,213
要精査者数（率） 4,461 （1.5）
精検受診者数（率） 2,637 （59.1）
子宮頸がん症例数（率） 123（0.042）
推定子宮頸がん症例数（率） 208（0.070）

（率：%）

図16　子宮頸がん症例の術前・術後　ステージ分類

　図15　年齢階級別　子宮頸がん発見率 (細胞診 )
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年齢階級別前立腺がん発見率は，50歳以上の年
代から，加齢とともに急激に上昇していた（図17）．

前立腺がん症例の術前・術後のステージ分類を
解析した（図18）．術前・術後ともほとんどの症
例がⅠ期・Ⅱ期であった．前立腺がんはPSA検診
によって，ほとんどの症例が比較的早期がんの時
期に発見されていることが判明した．
8）甲状腺がん

超音波検査による甲状腺がん発見率は0.272%
（男性0.205%，女性0.323%）で，女性に1.6倍高
率であった．精検受診率は66.8%で，精検受診
率を100%と仮定した場合の推定甲状腺がん症例
数（発見率）は111例（0.408%）となる（表12）．

年齢階級別甲状腺がん発見率は，どの年代にお
いても発見されるのが特徴的であり，他のがんと
異なるところである（図19）．
9）腹部超音波検査発見がん

腹部超音波検査における悪性疾患発見率は0.031%
（男性0.041%，女性0.016%）であった．精検受
診率は49.4%で，精検受診率を100%と仮定し
た場合の推定悪性疾患症例数（発見率）は659例

（0.063%）となる．腎臓がんが最も多く，次いで
膵臓がん，肝細胞がん，膀胱がん，胆嚢がん，肝
内胆管がん，腎盂がん，尿管がん，肝外・肝門部
胆管がんの順であった（表13）．

主ながんの術前・術後のステージ分類を表14

図17　年齢階級別　前立腺がん発見率　（PSA)

表11　前立腺がん発見率
PSA

受診者数 295,167
要精査者数（率） 9,066 （3.1）
精検受診者数（率） 4,599 （50.7）
前立腺がん症例数（率） 432（0.146）
推定前立腺がん症例数（率） 852（0.289）

（率：%）

図18　前立腺がん症例の術前・術後　ステージ分類
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表12　甲状腺がん発見率
超音波検査

男性

受診者数 11,690
要精査者数（率） 750 （6.4）
精検受診者数（率） 503 （67.1）
甲状腺がん症例数（率） 24（0.205）

女性

受診者数 15,495
要精査者数（率） 1,126 （7.3）
精検受診者数（率） 750 （66.6）
甲状腺がん症例数（率） 50（0.323）

合計

受診者数 27,185
要精査者数（率） 1,876 （6.9）
精検受診者数（率） 1,253 （66.8）
甲状腺がん症例数（率） 74（0.272）
推定甲状腺がん症例数（率） 111（0.408）

（率：%）

図19　性別・年齢階級別　甲状腺がん発見率

表13　腹部超音波検査発見がん
男性 女性 合計

受診者数 625,621 424,808 1,050,429
要精検者数（率） 18,220 （2.9） 13,390 （3.2） 31,610 （3.0）
精検受診者数（率） 8,736 （47.9） 6,895 （51.5） 15,631 （49.4）
悪性疾患症例数（率） 256（0.041） 70（0.016） 326（0.031）
推定がん症例数（率） 534（0.085） 136（0.032） 659（0.063）

（率：%）

男性 女性 合計
肝細胞がん 36 11 47
肝内胆管がん 7 2 9
胆嚢がん 10 6 16
肝外・肝門部胆管がん 5 0 5
乳頭部がん 0 0 0
膵臓がん 41 20 61
腎臓がん 91 19 110
腎盂がん 7 1 8
尿管がん 5 2 7
膀胱がん 29 6 35
その他のがん 25 3 28
合計 256 70 326



人間ドック　Vol.33  No.5  2019年 69 ( 725 )

に示す．腎臓がん・膀胱がんは，ほとんどが早期
がんに時期に発見されているのが特徴的である．
肝臓がん・胆嚢がん・膵臓がんも早期発見例が存
在し，今後に期待を抱かせるものである．
10）PET・PET/CT検査発見がん

PETまたはPET/CT検査における悪性疾患発見
率は1.084%（男性1.215%，女性0.787%）であっ
た．精検受診率は67.8%で，精検受診率を100%
と仮定した場合の推定悪性疾患症例数（発見率）は
40例（1.606%）となる．肺がんが最も多く発見さ
れている（表15）．
11） 婦人科系がん：
 経腹超音波検査と経腟超音波検査の比較

経腹超音波検査によるがん発見率は0.024%
で，子宮頸がん，卵巣がん・子宮体がんの順に多
かった．精検受診率は62.8%で，精検受診率を

100%と仮定した場合の推定がん症例数（発見率）
は14例（0.037%）となる（表16）．

経膣超音波検査によるがん発見率は0.036%
で，子宮頸がん，卵巣がん，子宮体がんの順に多
かった．精検受診率は52.4%で，精検受診率を
100%と仮定した場合の推定がん症例数（発見率）
は48例（0.069%）となる（表17）．
12）がん発見率の推移

がん登録開始にあたり，2008年度分のパイロッ
トスタディを行った．その結果も含めた受診者総
数に対する経年的ながん発見率を表18に示す．

2008年度は，地域がん登録を行っている医療
機関25施設を全国から選定して調査協力を依頼し
た．適切な事後管理が行われている施設が多く精
検受診率も高いため，高いがん発見率となってい
る．2009～2012年度はほぼ同程度のがん発見率

表14　腹部超音波検査発見がんの進行度
術前ステージ

0期 Ⅰ期 Ⅱ期 Ⅲ期 Ⅳ期　 不明 合計
肝臓がん 0 6 6 3 1 20 36
胆嚢がん 0 3 2 1 0 5 11
膵臓がん 0 11 6 5 18 19 59
腎臓がん 0 45 1 3 2 43 94
膀胱がん 15 9 0 0 0 21 45

術後ステージ
0期 Ⅰ期 Ⅱ期 Ⅲ期 Ⅳ期 不明 合計

肝臓がん 0 4 7 3 2 19 35
胆嚢がん 0 6 2 1 1 5 15
膵臓がん 0 9 5 6 8 23 51
腎臓がん 0 59 1 3 1 36 100
膀胱がん 16 16 2 0 0 13 47

表15　PET・PET/CT検査発見がん
男性 女性 合計

受診者数 1,729 762 2,491
要精検者数（率） 247 （14.3） 116 （15.2） 363 （14.6）
精検受診者数（率） 166 （67.2） 80 （69.0） 246 （67.8）
悪性疾患症例数（率） 21（1.215） 6（0.787） 27（1.084）
推定がん症例数（率） 31（1.793） 9（1.181） 40（1.606）

（率：%）

男性 女性 合計
肺がん 4 1 5
前立腺がん 2 0 2
乳がん 0 2 2
甲状腺がん 1 1 2
大腸その他，部位不明 2 2 4
その他，部位の明示不能な悪性腫瘍 12 0 12
合計 21 6 27
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であったが，2013年度は著明に上昇しており，が
ん検診の精度が向上していることが推測される．

しかし，すべての受診者が同じ検査を受診して
いるわけではないこと，精検受診率が極めて低い
ことを考慮すると，この数値をそのまま人間ドッ
クにおけるがん発見率とすることはできない．ど
の検査を組み合わせて施行するかによって，が
ん発見率は大きく異なってくる．がん登録におい
ては，どの検査でどの程度がん（悪性疾患）が発
見されるのか，またそのがんの種類，進行度，年
齢階級分布はどうなっているのかなど，各モダリ
ティー毎の評価をしてくことが重要である．

まとめ
1）人間ドックにおけるがん検診では早期がんの割

合が高く，多くのがんの早期発見に役立ってい
ることが窺えた．また，受診歴の分析から，2
年以内受診例のがん発見が最も多いことから，
逐年検診の重要性も示唆された．

2）人間ドックにおけるがん検診の手法に関して
は，がん発見率，早期がん比率，安全性，費用
効果，人材確保等を勘案し，各施設の実情に応
じた検査を導入するのが望ましい．また，がん
検診の効率を高めるためには，ハイリスク（胃

がん：ヘリコバクター・ピロリ，子宮頸がん：
ヒトパピローマウイルス，肝臓がん：B型・C
型肝炎ウイルスなど）を拾い上げ，リスクに応
じて適切な検査を施行するのも一考に値する．

3）がん検診の精度および評価を高めるためには，
検査自体の精度向上と事後管理の徹底が不可欠
である．今回の集計でも精検受診率が極めて低
く，十分な事後管理がなされているとはいいが
たいが，がん検診としての精度は向上している
ことが窺えた．十分な精検受診勧奨を行い，適
切な医療機関と連携して情報交換を行うよう，
各施設の努力を期待したい．

4）本学会のがん登録の精度は年々向上しており，
記入の不備も減少している．がん登録委員会で
も記入方法の改善を適時行っており，今後，が
ん登録の精度がさらに向上していくことが期待
できる．また，より多くの施設に参加していた
だけるよう尽力していきたい．

謝　辞
本報告書作成にあたり，御協力いただいた各施

設，集計・分析を担当された日本生産性本部，日
本人間ドック学会事務局の皆様に深く感謝の意を
表します．

表16　婦人科経腹超音波検査発見がん
受診者数 37,352
要精検者数（率） 492（1.3）
精検受診者数（率） 309（62.8）
悪性疾患症例数（率） 9（0.024）
推定がん症例数（率） 14（0.037）

（率：％）

子宮頸がん 4
子宮体がん 2
卵巣（卵管含む）がん 2
部位不明 1
合計 9

表17　婦人科経膣超音波検査発見がん
受診者数 70,069
要精検者数（率） 3,403（4.9）
精検受診者数（率） 1,784（52.4）
悪性疾患症例数（率） 25（0.036）
推定がん症例数（率） 48（0.069）

（率：％）

子宮頸がん 10
子宮体がん 6
卵巣（卵管含む）がん 8
部位不明 1
合計 25

表18　人間ドックにおけるがん発見率の推移
2008 2009 2010 2011 2012 2013

男性 0.47% 0.29% 0.27% 0.27% 0.29% 0.32%
女性 0.36% 0.27% 0.26% 0.24% 0.29% 0.35%
合計 0.45% 0.28% 0.27% 0.26% 0.29% 0.33%
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2013年がん登録調査にご協力いただいた施設一覧　172施設（※2013年調査依頼時・回答のあった人間ドック健診機能評価認定施設）

　新赤坂クリニック 　天心堂　健診・健康増進センター
　野村病院　予防医学センター 　芝パーククリニック
　牧田総合病院　人間ドック健診センター 　宇野病院
　武田病院健診センター 　松山赤十字病院　健康管理センター
　斎藤労災病院 　沖の洲病院　併設健診センター
　横浜総合健診センター 　NTT東日本 伊豆病院健診センター
　つくば総合健診センター 　芙蓉診療所　成人病医学センター
　東海記念病院　健康管理センター 　藤沢総合健診センター
　帝国ホテルクリニック 　大宮共立病院　総合健診プログラム
　アクティ健診センター 　東京品川病院　総合健診センター
　千里LC健診センター 　浦添総合病院健診センター
　吉田病院　健康相談センター 　高槻赤十字病院
　長崎病院　ヘルスケアセンター 　聖隷沼津第一クリニック　聖隷沼津健康診断センター
　ベルクリニック 　東濃厚生病院　健康管理センター
　相模原総合健診センター 　相談診療所　大阪総合健診センター
　高津中央クリニック 　総合病院　落合病院
　石和温泉病院　クアハウス石和 　横須賀市立市民病院　健康管理センター
　聖隷健康診断センター 　宮城県成人病予防協会　中央診療所
　聖隷予防検診センター 　聖隷佐倉市民病院　健診センター
　本荘第一病院 　宮崎総合健診センター
　金田病院 　松阪中央総合病院　健康管理施設　エポック
　広島中央健診所 　新宿追分クリニック
　オリーブ高松メディカルクリニック予防医療センタ 　ESクリニック
　千葉ロイヤルクリニック 　西奈良中央病院
　上尾中央総合病院　健康管理課 　庄内医療生活協同組合　鶴岡協立病院
　プラーカ健康増進センター 　アルファメディック・クリニック
　相澤健康センター 　大分県厚生連　健康管理センター
　アルパーク検診クリニック 　花輪クリニック
　札幌フジクリニック 　新潟縣健康管理協会
　大宮シティクリニック 　京都予防医学センター
　熊本セントラル病院 　太田綜合病院附属　太田熱海病院　予防医学センター
　福井県済生会病院 　富山赤十字病院　健診センター
　佐々木外科病院　総合健診センター 　公立昭和病院　予防健診センター
　済生会中津病院総合健診センター 　大久保病院　健康管理センター
　丸子中央病院 　札幌健診センター
　秩父病院　健診センター 　山内ホスピタル
　住友生命総合健診システム 　高知検診クリニック
　朝日大学病院　総合健診センター 　福井赤十字病院　健診センター
　兵庫県健康財団　保健検診センター 　ぎふ綜合健診センター
　熊本健康管理センター 　相模野病院
　栃木県保健衛生事業団 　オリエンタル上野健診センター
　中日病院健診センター 　保健福祉センター　JA健康管理センターさがみはら
　近畿中央病院 　愛媛県総合保健協会
　日本生命病院　ニッセイ予防医学センター 　神奈川県予防医学協会　中央診療所
　倉敷中央病院　総合保健管理センター 　キナシ大林病院
　八戸市総合健診センター 　東京都予防医学協会　人間ドック
　大阪赤十字病院　健診センター 　寿泉堂クリニック
　慈恵クリニック 　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
　いわて健康管理センター 　春日クリニック　人間ドック・健診センター
　ちばなクリニック　健康管理センター 　御池クリニック
　山口総合健診センター 　岡山赤十字病院
　新古賀クリニック 　淳風会健康管理センター
　公立藤岡総合病院　健康管理センター 　岩手県予防医学協会　人間ドックセンター
　北九州小倉病院 　明治安田新宿健診センター
　保健福祉センター　JA健康管理センターあつぎ 　慶友健診センター（宇沢整形外科）
　人間ドックセンター　ウェルネス天神/人間ドックセンター　ウィメンズウェルネス天神デュアル 　神戸健診クリニック
　品川シーズンテラス健診クリニック 　オリエンタルクリニック
　穂高病院 　永沢クリニック
　SBS静岡健康増進センター 　ステーションクリニック
　霞ヶ浦成人病研究事業団　健診センター 　東海大学医学部付属八王子病院
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2013年がん登録調査にご協力いただいた施設一覧　172施設（※2013年調査依頼時・回答のあった人間ドック健診機能評価認定施設）つづき

　新潟県保健衛生センター　成人病検診センター 　済生会松阪総合病院　健診センターあさひ
　三河安城クリニック 　一翠会千里中央健診センター
　さがらパース通りクリニック　人間ドックウェルライフ 　渓仁会円山クリニック
　みなと健診クリニック 　楠樹記念クリニック
　サンライズクリニック 　柏厚生総合病院　健診センター
　中電病院 　福岡赤十字病院　人間ドック健診センター
　中京病院　健康管理センター 　武蔵野赤十字病院　健診センター
　府内健診センター 　京都工場保健会　総合健診センター
　田辺中央病院　健康管理センター 　JA北海道厚生連　帯広厚生病院　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 　アルコクリニック
　加古川総合保健センター 　さやま総合クリニック　健診センター
　埼玉県済生会　川口総合病院健診センター 　藤沢市保健医療センター診療所
　平鹿総合病院　健診センター 　高知赤十字病院　健康管理センター
　秋田赤十字病院 　青雲会病院
　宮城県医師会　健康センター 　鈴鹿回生病院　健康管理センター
　済生会熊本病院　予防医療センター 　出雲市立総合医療センター
　立川北口健診館 　KKCウエルネス新大阪健診クリニック
　横浜北幸クリニック 　岡山済生会昭和町健康管理センター
　江南厚生病院　健康管理センター 　岩手県予防医学協会　県南センター
　けいゆう病院 　豊田厚生病院
　聖隷健康サポートセンターShizuoka 　三友堂病院　健康管理センター
　青森県総合健診センター　附属あおもり人間ドックセンター 　阿知須共立病院　総合健診センター
　高岡総合健診センター 　東京山手メディカルセンター　健康管理センター
　東京衛生病院 健診センター 　上越地域総合健康管理センター
　大阪医科大学　健康科学クリニック 　組合立　諏訪中央病院　ドック健診センター
　新神戸ドック健診クリニック 　中野胃腸病院　健診センターなかの

※2013年調査時の認定番号順に掲載
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委員会報告 人間ドック 33：730-738，2019

人間ドック健診施設における
喫煙の標準的問診改訂版を用いたパイロット調査

学術委員会　喫煙対策委員会
委員長　中村正和 1）

副委員長　新 智文 2）

委員　大森久光 3）　加藤公則 4）　福田 洋 5）　武藤繁貴 6）　森 由弘 7）

学術委員長　岩男 泰 8）　　
担当理事　　伊藤千賀子 9）

調査の背景と目的
喫煙対策委員会では，会員施設における禁煙

活動の推進を目的に，2012年から人間ドックに
おける喫煙に関する標準的問診を示してきた 1-2）．
このたび，2018年の第3期の特定健診・特定保健
指導において示された「喫煙・受動喫煙に関する
質問票」3）や，特定保健指導用の詳細な質問項目 3）

等を踏まえて，人間ドックにおける効果的な禁煙
支援に役立つ標準的問診を改訂し，本誌において
会告として会員に示した 4）．

標準的問診の改訂版を会告として会員に提示す
るのに先立ち，本委員会の委員が所属または関係
する施設において，その使い勝手を検討するため
パイロット調査を実施した．本報告ではその結果
を報告する．

調査方法
人間ドック受診者を対象としたパイロット調査

を，本委員会の委員が所属または関係する5施設
において，本学会倫理委員会の承認を得て（平成
30年3月16日承認，番号0012），2018年5月7日
～6月11日の期間に実施した．調査人数を各施設
100人以上とした．調査後，各施設の調査担当責

任者にアンケートを行い，調査を実施しての感想
や気づいた点を把握した．

調査結果
A．使い勝手の検討の結果

5施設全体で，人間ドック受診者1,421名を対
象にアンケートが配布され，843名から回答が得
られた（回収率59.3%）．施設別の実施状況は表1
のとおりである．

問診票の妥当性と使い勝手について，問診票に
記載された意見と，各施設の調査担当責任者や本
委員会の委員からの意見を集約した．その結果，
妥当性，使い勝手ともにおおむね問題はなかった

1） （公社）地域医療振興協会ヘルスプロモーション研究センター 
2） JA 北海道厚生連  帯広厚生病院 健診センター 
3） 熊本大学大学院  生命科学研究部 生体情報解析学 
4） 新潟大学大学院 医歯学総合研究科 生活習慣病予防検査医学講座， 
 一般社団法人 新潟県労働衛生医学協会

5） 順天堂大学 医学部 総合診療科 
6） 聖隷福祉事業団 聖隷健康診断センター 
7） KKR 高松病院  呼吸器内科 
8） 慶応義塾大学病院予防医療センター 
9） 医療法人グランドタワーメディカルコート

表1　パイロット調査の実施状況－施設別回収率
施設名 配布数 回答数 回収率

JA北海道厚生連 帯広厚生病院 431 220 51.0%

日本赤十字社
熊本健康管理センター 292 127 43.5%

新潟県労働衛生医学協会
プラーカ健康増進センター 307 214 69.7%

聖隷健康診断センター 291 183 62.9%

KKR高松病院 100 99 99.0%

全体 1,421 843 59.3%
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が，問診票の表記について，以下のような改善点
が明らかになった．
1. 紙巻たばこ，加熱式たばこ，電子たばこの違い

がわからないとの意見があった．それぞれ製品
について説明が必要である．

2. 職場での受動喫煙の頻度を問う質問で，『6.（職
場に）行かなかった』の選択肢について，『5.全
くなかった』との違いがわかるよう，説明が必
要である．

3. 回答方法（回答欄の□に選択した番号を記入す
る）の説明がなく，わかりにくかった．選択肢
の番号に○をつける方法に変更し，最初に回答
方法を説明する方がよい．

4. 裏面の記入漏れを防ぐため，『裏面に続く』の文
字を大きくした方がよい．

5. 未回答率が5%以上みられた質問は，電子た
ばこの喫煙状況（ニコチンなし，または不明
14.0%，ニコチン入り12.0%），加熱式たばこ
の喫煙状況（7.6%）であり，これらのたばこ製
品についての説明が必要である．
以上の改善点をもとに調査票を改訂し，「人間

ドックにおける喫煙に関する標準的問診」の改訂
版を完成した．
B．回答内容の集計結果
1．職場における受動喫煙の機会
Q1. 職場において，この1ヵ月間に，自分以外の

人が吸っていたたばこの煙を吸う機会があり
ましたか？（回答数843名）（図1）

ほぼ毎日151名（17.9%），週に数回程度85名
（10.1%），週に1回程度60名（7.1%），月に1回程
度98名（11.6%），全くなかった349名（41.4%），
行かなかった85名（10.1%），未回答15名（1.8%）
であった．
2．家庭における受動喫煙の機会
Q2. 家庭において，この1ヵ月間に，自分以外の

人が吸っていたたばこの煙を吸う機会があり
ましたか？（回答数843名）（図2）

ほ ぼ 毎 日64名（7.6%）， 週 に 数 回 程 度31名
（3.7%），週に1回程度24名（2.8%），月に1回程
度28名（3.3%），全くなかった691名（82.0%），未
回答5名（0.6%）であった．
3．喫煙状況
Q3. 現在，紙巻たばこ，加熱式たばこ，電子た

ばこのいずれかを吸っていますか？（回答数
843名）（図3）

吸 う142名（16.8%）， や め た211名（25.0%），
もともと吸わない482名（57.2%），未回答8名

（0.9%）であった．
a）「吸う」と回答した方
1）吸い始めてから現在までの総本数は100本以

上ですか．総本数には紙巻たばこ以外に加熱
式たばこや電子たばこ等も含みます（図4）．
吸うと回答した人数142名，1）に回答した人

数は145名であった．はい144名（99.3%），い
いえ1名（0.7%）であった．
2）習慣的にたばこを吸うようになってから何

図1　Q1. 職場での受動喫煙の状況 図2　Q2.家庭での受動喫煙の状況
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年間たばこを吸っていますか（回答数145名）
（図5，6）．

5年刻み（図5）：5年以下 3名（2.1%），6～10
年 4名（2.8%），11～15年 15名（10.3%），16～
20年 27名（18.6%），21～25年 25名（17.2%），
26 ～ 30 年 26 名（17 . 9 %），31 ～ 35 年 17 名

（11.7%），36～40年 20名（13.8%），41年以上 
8名（5.5%）であった．

10年刻み（図6）：10年以下 7名（4.8%），11～
20年 42名（29.0%），21 ～30年 51名（35.2%），
31～40年 37名（25.5%），41年以上 8名（5.5%），
最大48年であった．

図3　Q3.現在の喫煙について

図7　Q3. a）-3）これまで6ヵ月以上吸っていますか

図5　Q3. a）-2）習慣的に何年間たばこを吸っていますか

図4　Q3. a）-1）吸い始めてから100本以上ですか

図8　Q3. a）-4）最近1ヵ月間たばこを吸っていますか

図6　Q3. a）-2）習慣的に何年間たばこを吸っていますか
（10年刻み）
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3）これまで6ヵ月以上吸っていますか（回答数
144名）（図7）．
は い142名（98.6%）， い い え2名（1.4%）で

あった．
4）最近1ヵ月間，たばこを吸っていますか（回答

数144名）（図8）．
は い142名（98.6%）， い い え2名（1.4%）で

あった．
5）朝，目が覚めてから何分くらいでたばこを吸

いますか（回答数141名）（図9）．
61分以降 23名（16.3%），31～60分 28名（19.9%），

6～30分 63名（44.7%），5分以内 27名（19.1%）で
あった．
6）現在吸っているたばこ製品について，お答え

ください． 
6-1）紙巻たばこを吸っていますか．吸って

いる場合は1日平均本数を回答してくだ
さい（回答数145名）（図10-1，10-2）．

はい105名（72.4%），いいえ40名（27.6%）で
あった．はいと回答した105名のうち，未回答
1名を除いた104名の1日平均本数は，10本以
下 34名（32.7%），11～20本 58名（55.8%），21
～30本，11名（10.6%），31 ～40本 1名（1.0%）
であった．
6-2）加熱式たばこを吸っていますか．アイコ

スやグローを吸っている場合は1日平均
のカートリッジの本数を回答してくださ
い．プルームテックを吸っている場合は，
1日平均のカプセルの個数を回答してく
ださい（回答数145名）（図11-1，11-2）．

は い54名（37.2%）， い い え80名（55.2%），
未回答11名（7.6%）であった．

はいと回答した54名のうち，未回答1名を
除いた53名の1日平均本数は，10本以下 31
名（58.5%），11～20本 20名（37.7%），21～
30本2名（3.8%）であった．

図9　Q3. a）-5）朝，目が覚めてから何分でたばこを吸うか

図10-2　Q3. a）-6-1）紙巻きたばこ1日の平均本数

図10-1　Q3. a）-6-1）紙巻きたばこを吸っていますか

図11-1　Q3. a）-6-2）加熱式たばこを吸っていますか
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6-3）電子たばこ（ニコチン入り）を吸ってい
ますか（回答数145名）（図12）．

はい22名（15.2%），いいえ106名（73.1%），
未回答 17名（11.7%）であった．
6-4）電子たばこ（ニコチン無し，または不明）を

吸っていますか（回答数145名）（図13）．
はい10名（6.9%），いいえ115名（79.3%），

未回答 20名（13.8%）であった．
6-5）上記以外に使っているたばこ製品があ

ればお答えください．
回答なしであった．

7）現在，加熱式たばこや電子たばこを吸ってい
る方はお答えください．加熱式たばこや電子
たばこを吸い始める前に，紙巻たばこを吸っ
ていましたか（回答数61名）（図14）．
吸っていた55名（90.2%），吸っていなかっ

た6名（9.8%）であった．
8）あなたは禁煙することにどのくらい関心があ

りますか（回答数145名）（図15）．
関心がない 32名（22.1%），関心はあるが，

今後6ヵ月以内に禁煙しようとは考えていない
88名（60.7%），今後6ヵ月以内に禁煙しようと
考えているが，直ちに（1ヵ月以内に）禁煙する
考えはない15名（10.3%），直ちに（この1ヵ月

図11-2 Q3. a）-6-2）加熱式たばこの1日平均使用量
（カートリッジ・カプセル）

図13 Q3. a）-6-4）電子たばこ（ニコチン無し）を吸って
いますか

図12 Q3. a）-6-3）電子たばこ（ニコチン入り）を吸って
いますか

図14 Q3. a）-7）加熱式たばこを吸い始める前に紙巻き
たばこを吸っていましたか

　　　　図15　Q3. a）-8）禁煙への関心度
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以内に）禁煙しようと考えている2名（1.4%），
未回答 8名（5.5%）であった．
9）これまでに禁煙することを目的に1日以上続

く禁煙を何回しましたか．
9-1）1日以上続く禁煙をしたことがない場合は

0と記入して下さい（回答数140名）（図16）．
し た こ と が な い58名（41.4%），1回 29

名（20.7%），2回 23名（16 .4%），3回 21名
（15.0%），5～10回 7名（5.0%），11回 以 上 2
名（1.4%），最大50回であった．
9-2）禁煙したことがある場合，そのうち医

療機関で禁煙治療を受けた回数をお答
えください（回答数101名）（図17）．

0回 87名（86.1%），1回 11名（10.9%），2
回 2名（2.0%），それ以上 1名（1.0%）であった．

10）過去1年間に禁煙することを目的に1日以上続

く禁煙をしましたか（回答数138名）（図18）．
は い25名（18.1%）， い い え113名（81.9%）

であった．
11）10）で「はい」と回答した方はお答え下さい．過

去1年間に最も長く続いた時の禁煙の方法を1
つだけお答えください（図19）．

はいと回答した人数25名，11）に回答した人
数は30名であった．ニコチンパッチ（貼り薬）
を使った医療機関での禁煙治療 2名（6.7%），
薬局・薬店でのニコチンガムやニコチンパッ
チ 1名（3.3%），自力などのその他の方法 27名

（90.0%）であった．

b）「やめた」と回答した方はお答えください．
　（回答数216名）
1）禁煙したのはいつですか（回答数216名）（図20）．

図16　Q3. a）-9）これまでに禁煙を何回しましたか

図18 Q3. a）-10）過去1年間に禁煙することを目的に1
日以上続く禁煙をしましたか

図17　Q3. a）-9）医療機関で禁煙治療を受けた回数

図19　Q3. a）-11）最も長く続いた禁煙方法
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1年 以 内 17名（7.9%），1年 以 上 前 199名
（92.1%）であった．

2）どのような方法で禁煙しましたか．これまで
2回以上禁煙した方は，一番最近の禁煙方法
をお答えください（回答数32名）（図21）．
チャンピックス（飲み薬）を使った医療機関

での禁煙治療 3名（9.4%），ニコチンパッチ
（貼り薬）を使った医療機関での禁煙治療 3名
（9.4%），薬局・薬店でのニコチンガムやニコ
チンパッチ1名（3.1%），自力などのその他の方
法 25名（78.1%）であった．
3）「1年以内」と回答した方はお答えください．そ

れは何ヵ月前でしたか（回答数12名）（図22）．
1ヵ月 2名，2ヵ月 2名，4ヵ月 1名，5ヵ月 2名，6ヵ

月 1名，8ヵ月 2名，9ヵ月 1名，10ヵ月 1名であった．

4）「1年以上前」と回答した方はお答えください．
それは何年前でしたか（回答数190名）（図23）．
1～5年前 39名，6～10年前 47名，11～15年前 

33名，16～20年前 21名，21～25年前 9名，26～
30年前 25名，31～35年前 11名，36年以上 5名で
あった．
5）習慣的にたばこを吸うようになってから何年

間たばこを吸っていましたか（回答数198名）
（図24）．

1～5年間 29名，6～10年間 37名，11～15年間 
29名，16～20年間 32名，21～25年間 17名，26
～30年間 25名，31～35年間 11名，36～40年間 
10名，41年以上 8名であった．
6）禁煙する前に吸っていたたばこ製品の使用量

をすべてお答え下さい．

図20　Q3. b）-1）禁煙したのはいつですか

図22　Q3. b）-3）1年以内に禁煙した時期

図21　Q3. b）-2）禁煙の方法

図23　Q3. b）-4）禁煙した年数
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6-1）紙巻たばこを吸っていましたか．吸って
いた場合は1日平均本数を回答してくだ
さい（回答数205名）（図25-1，25-2）．

はい200名（97.6%），いいえ5名（2.4%）で
あった．はいと回答したうち，10本以下 59名

（29.5%），11～20本 94名（47.0%），21～30本
（11.0%），31～40本 18名（9.0%），41本以上 7
名（3.5%）であった。
6-2）加熱式たばこを吸っていましたか．ア

イコスやグローを吸っていた場合は1日
平均のカートリッジの本数を回答して
ください．プルームテックを吸っていた
場合は，1日平均のカプセルの個数を回
答してください（回答数141名）（図26）．

はい 3名（2.1%），いいえ 138名（97.9%）で
あった．

考　察
2018年の第3期の特定健診・特定保健指導にお

いて示された喫煙に関わる質問票 3）等をもとに本
委員会が作成した標準的問診の改訂版の使い勝手
を調べるため，5施設の人間ドック受診者を対象
としてパイロット調査を行った．各施設の調査担
当責任者や本委員会の委員から意見を集約したと
ころ，使い勝手はおおむね良好であった．アンケー
トの表記等について上述した意見があり，それを
踏まえて調査票を改訂し，「人間ドックにおける
喫煙に関する標準的問診」の改訂版を完成した．

未回答の割合が多かった新型たばこの項目につ
いては，紙巻たばこ，加熱式たばこ，電子たばこ
の違いがわからないとの意見もあり，調査後に紙
巻たばこ，加熱式たばこ，電子たばこの定義につ
いて説明を追加した．現在，国内ではニコチン入

図24　Q3. b）-5）習慣的に喫煙していた年数

図25-2　Q3. b）-6-1）吸っていた時の平均本数

図25-1 Q3. b）-6-1）禁煙する前に紙巻きたばこを
吸っていましたか

図26 Q3. b）-6-2）禁煙する前に加熱式たばこを吸って
いましたか
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りの電子たばこは店頭では購入できず，インター
ネットによる個人輸入は可能である．電子たばこ
を使用していると回答した受診者が一定数あるの
は，ニコチンの含まれない電子たばこを使用して
いるほか，加熱式たばこと混同して誤回答してい
る可能性が考えられた．この問診票を通じて，指
導者側も新型たばこについて正しく認識をしても
らうことが重要であることから，問診票に定義を
加えた．

回収率が施設によって異なっているのは，回収
率が99%と最も高かった施設では，保健師や看
護師の前で記載してもらったのに対して，他の施
設では，受診時に渡して，健診終了時までに提出
してもらう形式を取ったためと考えられた．

本標準的問診は，人間ドックにおいて禁煙支援
を実施するために役立つ問診項目に加えて，会員
施設の禁煙推進活動をモニタリングするための項
目で構成されている．後者については，受診者の
喫煙率のほか，禁煙の関心度，年間の禁煙試行率
や禁煙率が把握または算出できるように問診項目
が作成されている．詳細については，本誌の会告 4）

に示した標準的問診の解説を参照されたい．
本報告では，パイロット調査の目的を踏まえて，

問診項目の回答結果については単純な集計結果を

示すにとどめた．今後，より代表性のあるデータ
を用いて，会員施設における人間ドック受診者の
喫煙の実態や施設における禁煙推進活動の状況に
ついて，詳細集計を含めて解析を行い，その結果
について定期的に報告を行いたいと考えている．

まとめ
2018年度からの第3期の特定健診・特定保健

指導に合わせて喫煙の標準的問診を改訂し，その
使い勝手を検討した．その結果はおおむね良好で
あった．本標準的問診は人間ドックにおける禁煙
支援に有用であるだけでなく，施設における禁煙
推進活動のモニタリングにも有用と考えられる．

文　献
1） 日本人間ドック学会 学術委員会 喫煙対策小委員会：会告 

人間ドックにおける喫煙に関する標準的問診．人間ドック
2012；26（5）：巻頭．

2） 日本人間ドック学会 学術委員会 喫煙対策小委員会：会告 
人間ドックにおける喫煙に関する標準的問診の一部改訂と
解説．人間ドック2013；27（5）：巻頭1-4.

3） 厚生労働省：標準的な健診・保健指導プログラム【平成
30年 度 版】．https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/
bunya/0000194155.html ［2019.2.8］

4） 日本人間ドック学会 学術委員会 喫煙対策委員会：会告 人
間ドックにおける喫煙に関する標準的問診の一部改訂と解
説．人間ドック 2019；33（5）：巻頭1-6.
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委員会報告 人間ドック 33：739-750，2019

本学会会員施設における 
低線量CT肺がん検診の実施状況に関する調査報告書 

－第3回調査報告－

学術委員会　低線量CT肺がん検診推進委員会
委員長　瀧澤弘隆 1）

副委員長　丸山雄一郎 2）

委員　笹森 斉 3）　長尾啓一 1）　畠山雅行 4）

学術委員長　岩男 泰 5）　　
担当理事　　伊藤千賀子 6）

過去における経過と今回調査の目的
平成20年11月に本学会会員514施設に「低線

量CT肺がん検診」に関するアンケート調査を実施
し，267施設（回収率51.9%）から回答を得た結果，
被曝線量を減らした低線量CT肺がん検診の普及
率が30%弱と極めて低い事実が明らかになり 1），
斯界に強い衝撃を与えた．

平成22年度において本学会学術委員会（山門 實
委員長，当時）の下に「低線量CT肺がん検診推進
小委員会」が設けられ，初年度事業として「なぜ低
線量CT検診が普及しないのか」，その理由を探る
ために第2回アンケート調査を実施した．第2回
調査においては，全国531施設にアンケートを発
送し，312施設（58.8%）から回答を得た．そのう
ち有効回答施設は300施設となり，アンケート送
付施設数，回答施設数，回答率ともに第1回調査
時を上回った 2）．

その結果，肺がんCT検診の低線量化が遅々と
して進まない主因が，撮影線量低下によって必発
するCT画像の画質劣化にあり，その画質劣化が，
放射線科医師をはじめとした通常線量CTの画像
診断を専らとする読影医師とCT撮影を行う診療
放射線技師の両者に心理的抵抗を生じさせている
ことが判明した．

その一方で，低線量CT検診に携わってきた読

影医師と撮影技師は，いわゆる健常者を対象とす
るCT検診であるがゆえに，あえて画質の劣る低
線量撮影画像を読影し続けてきており，両者にお
ける意識上のギャップははなはだ大きかった．

当時，この高い障壁への対応策として，低線量
撮影においても画質劣化を最小限に抑制する画像
再構成法「逐次近似応用再構成法」が開発途上にあ
り，その普及に大きな期待が寄せられていた．

近時実用化された本法は，CT撮影情報の再構
成過程において，低線量撮影の結果生じる画質劣
化の程度を読影診断に支障のないレベルに止める
効果をもたらした 3-7）．この新技術を標準装備し
たCT撮影装置が現在，各メーカーから販売され
急速に普及しつつある状況にある．

そのような現況下において，会員施設における
「低線量CT肺がん検診」の現状を再調査して本学
会会員施設に周知することは，人口あたり世界一
のCT装置保有国である我が国において，国民的
な関心の高い医療被曝の抑制に大きく寄与するこ
とが期待され，受診者からも強い支持の得られる
事柄であると確信し，第3回調査を行った．

今回の調査は，低線量CT肺がん検診における
現況を把握するとともに，放射線診断に要請され
ている「撮影の正当性」と，「撮影条件の最適化」を
強く推進するうえで必要な調査と考えられ，ご多

1） 一般財団法人柏戸記念財団 ポートスクエア柏戸クリニック 
2） JA 長野厚生連 浅間南麓こもろ医療センター 
3） 社会医療法人財団仁医会 牧田総合病院健診プラザ Omori

4） メディカルなら奈良市総合医療検査センター 
5） 慶応義塾大学病院予防医療センター 
6） 医療法人グランドタワーメディカルコート
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用のなかご協力下さった施設の皆様に深く感謝申
し上げたい．

背　景
我が国は，人口の長寿化に伴って男性では半数

が，女性では1/3が生涯に何らかの悪性腫瘍に罹
患しており，いかに巧妙に予防策を講じて行くか
が予防医学に課せられた重要な使命である．肺が
んは，1998年に男女とも死亡トップの座に躍り出
て年々増え続け，年間死亡者数は2016年がん死亡
統計で男女合わせて73,838人（男52,430人，女
21,408人）と男女合計で第1位を占め続けている．

一次予防たる禁煙は，長期間にわたる草の根運
動，平成14年健康増進法施行され平成17年2月
27日効力が発生した「たばこ規制枠組条約」，たば
こ税税率引き上げ等に伴って浸透してきており，
さらに，1年後に迫った東京オリンピック・パラリ
ンピック開催に向けて受動喫煙防止対策の強化が
図られている．しかし，肺がんは，喫煙開始後数
十年を経て現出するのが一般的であり，喫煙者の
減少が肺がん死亡減少に繋がるのは20～30年後
と推定されている．その間における肺がん死亡抑
制策は，早期診断に資する肺がん検診法に頼らざ
るを得ない．

肺がんの特徴は，他臓器がんに比べて生存率が
低い点にあり，その理由として，組織学的に多様
性があり，発育進展様式に大きな違いがある点，
末梢型の場合には早期に症状が出にくい点，単純
X線では，骨，筋，心臓大血管などの構造的ノイ
ズのため，早期病変の認識が困難である点などが
挙げられている．従って，多くの肺がんは早期検
出が難しく進行がんとして発症している．

1990年から臨床に供されたヘリカルCT装置は
連続高速短時間撮影を可能にし，撮影線量を大
幅に低減した「低線量CT肺がん検診」が肺がん診
断技術の一つに加えられて，肺がん検診の新時代
を切り開いた．いずれも単純X線写真に比べて数
倍～10倍の末梢型腺がんを検出し，その6～8割
がⅠ期肺がんで，多くが切除可能な小型肺がんで
あった 8-10）．このCT検診における質の担保・標準
化・水準向上を図るため，「特定非営利活動法人 

肺がんCT検診認定機構」11）が関連6学会により設
立され，同機構では医師および臨床放射線技師を
対象とした認定制度を設けて，精度管理の優れた
低線量CT肺がん検診の全国的普及を図っている．

2010年11月に，米国国立がん研究所（NCI）が
8年間にわたって53,500人の喫煙男女を対象に実
施していた大規模肺がんスクリーニング試験�e 
National Lung Screening Trial（NLST）の成績とし
て，低線量CT肺がん検診により肺がん死亡率が
20%減少したことを公表した 12）．これは，低線量
CT検診の有効性を肺がん死亡率の面から立証す
る世界初の研究成果で，この成績は，その後にお
ける米国における低線量CT検診普及に寄与して
いる．加えて，2018年9月にTorontoで開催され
たIASLC 19th World Conference on Lung Cancer
において10年間にわたったNELSON Studyの結
果として，男性では肺がん死亡が26%減少し，女
性ではそれ以上の肺がん死亡減少をみたことが公
表され，低線量CT肺がん検診の肺がん死亡減少
効果を裏付けた．正式な論文発表が待たれている．

調査方法
実施期間： 2017年11月30日～2018年1月31日
対　　象： 本学会会員施設と非会員で機能評価認

定を取得した施設のなかで，HP上で
CT肺がん検診を実施していることが
2016年2月時点で確認できた1,010
施設．

方　　法： 郵送およびメールで依頼し，オンライ
ン，FAX，もしくは郵送で回答を得た．

設　問
以下の設問に対して回答を求めたが，前2回の

調査と異なり，被曝線量の指標として採用してい
た管電流量（mAs）に加えてCTDIvol（mGy）を新
項目として採用した．CTDI（CT dose index）vol
は，管電流量がX線管からの照射線量を電流量で
表示しているのに対して，被検者に届く放射線量
をより正確に表す標準的指標として広く使用され
ており，自動記録されるdose reportは後の線量
把握に役立つ．設問を別表に示す．
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結　果
1．回答施設数，回収率および施設内訳
A）回答施設数

回答数は531件で回収率が52.6%，回答方法の
内訳はオンライン回答が413件（77.8%），FAX・
郵送回答が118件（22.2%）であった．
B）回答施設内訳

施設の内訳では，日本人間ドック学会会員施設
が525施設（98.9%），非会員施設が6施設（1.1%）
であった．全531施設中，人間ドック健診施設機
能評価認定施設が203施設（38.2%），未認定施設
が328施設（61.8%）であった．
C）「CT肺がん検診」を実施していると回答した施設

回答531施設中450施設（84.7%）が実施してい
ると回答し，81施設（15.3%）が実施していないと
回答した．

人間ドック検診施設機能評価認定の有無別で
は，認定施設では190施設（93.6%）がCT肺がん
検診を実施し，未認定施設では260施設（79.3%）
が行っていた．
2．設問別回答集計結果

以下の集計分析は，「CT肺がん検診を実施して
いる」と回答した450施設を対象に行った．
A） 平成28年度CT肺がん検診実施数および
 年齢階層別男女別分布について
1）年間実施数

年間実施数集計は，450施設からの回答中，対

象者の年齢階層別・男女別実施数記入欄すべての
項目に記載がなされていた421施設について行っ
た．その結果，男性が201,778人（69.7%），女性
が87,771人（30.3%）で合計289,549人であった．
男女合計での年齢階層別分布では，39歳以下が
20,157人（7.0%），40～49歳が72,903人（25.2%），
50 ～59歳 が91,508人（31.6%），60 ～69歳 が
73,279人（25.3%），70歳以上が31,702人（10.9%）
で，50歳代が最多であった（図1）．
2）年間実施数別施設数分布

CT肺がん検診を行っていると回答した450施設
の年間実施数別割合では，実施数1～49人が67施
設（14.9%），50～99人が55施設（12.2%），100～
499人が185施設（41.1%），500～999人が55施設

（12.2%），1,000人以上が77施設（17.1%），未回
答が11施設（2.4%）で，100～499人規模施設が最
多を示した（図2）．
B）使用しているCT撮影装置について

シングルスライスCT装置（SDCT）使用が4施設
（0.9%），マルチスライスCT装置（MDCT）が445
施設（98.9%），両者併用が1施設（0.2.%）であっ
た．ディテクター列数別では，1列から320列ま
で広く分布するなかで，使用台数分布では64列
が175台（37.9%）と最多で，16列143台（31.0%），
80列45台（9 .7%），4 列33台（7 .1%），320列25
台（5.4%）の順であった（図3）．

図1　CT肺がん検診 年齢階層別 男女別 実施数分布 図2　CT肺がん検診 年間実施数別施設割合
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C）撮影条件等について
1）管電圧

管電圧は100 kVpから140 kVpに分布し，120 
kVpが416施設（92.4%）であった．
2）固定式，自動照射制御式（CT-AEC）の別

450施設中固定式と回答した施設は124施設
（27.6%）であった．CT-AEC式と回答した施設は

417施設（92.7%），未回答33施設（7.3%）で，固定
式とCT-AEC式の回答数を比較すると，100前後の
併用施設，または重複記載施設の存在が示された．

撮影管電流は，固定式では3 mAsから200 mAs
まで分布するなかで低線量CTの基準とされる
50 mAs以下 13）であったのは124施設中101施設

（81.5%）であった（図4）．
3）CTDIvol値

CT-AEC式でのCTDIvol値は，1.0 mGy以下か
ら15.0 mGy超まで分布するなかで，低線量CTの
基準とされる2.5 mGy以下 13）の施設は，枠で囲ん
だ2群の合計157施設（34.8%）であり，それを超
える2.6～4.0 mGyの施設が93施設（20.7%），4.1
～15.0 mGyが134施設（29.9%），15.0 mGy超の
施設が33施設（7.3%），未回答が33施設（7.3%）で
あった（図5）．
4）撮影スライス厚

撮影スライス厚は，0.32 mmから10 mmまで
分布するなかで，5 mmスライス撮影施設が175

図3　ディテクター列数別CT装置台数分布

図4　固定式管電流別CT装置分布
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施設（38.9%），1 mm施設が75施設（16.7%），0.5 
mm施設が64施設（14.2%）であった（図6）．
5）肺がんCT検診認定機構 認定放射線技師について

認定技師が「いる」と答えた施設が172施設（38.2%），
「いない」と答えた施設が269施設（59.8%）で，未回
答が9施設（2.0%）であった（図7）．
D） 画像処理法「逐次近似応用再構成法」
 使用について
「使用している」と答えた施設が232施設（51.5%），

「使用していない」と答えた施設が214施設（47.6%）
で，未回答が4施設（0.9%）であった（図8）．

図6　撮影スライス厚別 施設分布

図5　CTDIvol値別 施設割合

図7　肺がんCT検診認定機構 認定技師在籍割合 図8　画像処理法「逐次近似応用再構成法」の使用
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E）読影環境について
1）読影スライス厚

読影スライス厚は，回答のあった441施設にお
いて0.5mmから10mmに分布するなかで，5mm
が277施設（62.8%）と突出して多く，後は1mmが
27施設（6.1%），2mmが26施設（5.9%），7mmが
25施 設（5.7%），10mmが20施 設（4.5%）の 順 で
あった（図9）．
2）読影方法

読影メディア別では，モニター読影が437施設
（97.1%），フィルム読影が3施設（0.7%），両者併

用が3施設（0.7%），未回答が7施設（1.6%）であっ
た（図10）．
3）読影医師の専門性

読影医師は，①放射線科専門医260施設（57.8%）
と②放射線科・呼吸器専門医75施設（16.7%）で大
半を占め，その他，③放射線科専門医・その他25
施設（5.6%），④放射線科・呼吸器専門医・その他
19施設（4.2%），⑤呼吸器専門医35施設（7.8%），
⑥呼吸器専門医・その他7施設（1.6%），⑦その他
21施設（4.7%）に分かれ，未回答が8施設（1.8%）
であった（図11）．

図10　読影方法別 施設割合 図11　読影医師 専門性別施設割合

図9　読影スライス厚分布
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4）二重読影について
二重読影は，実施施設が301施設（66.9%），非

実施施設は140施設（31.1%），未回答が9施設
（2.0%）であった（図12）．

5）比較読影について
比較読影は，実施施設が411施設（91.3%），非実

施施設が23施設（5.1%），未回答が16施設（3.6%）で
あった（図13）．
6）肺がんCT検診認定機構 認定医師について

認定医師は，「いる」と答えた施設は144施設
（32.0%），「いない」と答えた施設は262施設（58.2%），
未回答施設が44施設（9.8%）であった（図14）．

F） CT肺がん検診の利益・不利益の受診者への
 説明について

説明を，①文書でしている施設が116施設
（25.8%），②口頭でしている施設が83施設（18.4%），
③文書と口頭でしている施設が6施設（1.3%），以
上何らかの形で説明しているグループが合計45.5%
で，④説明していない施設が223施設（49.6%），未
回答が22施設（4.9%）であった（図15）．
G） 低線量CT検診および各種ガイドラインへの
 認識について
1） 「低線量」でのCT肺がん検診を実施しているか

について
①行っていると答えた施設が331施設（73.6%），

②行っていないと答えた施設が117施設（26.0%），

図14　肺がんCT検診認定機構 認定医師在籍割合

図12　二重読影 有無別施設割合

図15　CT検診の利益・不利益 受診者への説明

図13　比較読影 有無別施設割合
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未回答が2施設（0.4%）であった（図16）．
「低線量」でのCT肺がん検診を行っていると回

答した331施設のなかでCTDIvol値について回答
のあった312施設についてCTDIvol値の分布を調
べると，低線量と定義されている2.5 mGy以下が
153施設（49.0%）に止まったのに対し，CTDIvol値
が2.5 mGy超と低線量域を逸脱した施設が159施設

（51.0%）に及んでおり，「低線量」の「意識」と「実際」
との間には大きな乖離がみられた（図17）．
2） 肺がんCT検診ガイドライン（日本CT検診学会

編）について
①知っていると答えた施設は391施設（86.9%），

②知らないと答えた施設は50施設（11.1%），未回
答が9施設（2.0%）であった（図18）．

3） 有効性評価に基づく肺がん検診ガイドライン厚
生労働省祖父江班報告書について
①知っていると答えた施設は235施設（52.3%），

②知らないと答えた施設は200施設（44.4%），未回
答が15施設（3.3%）であった（図19）．
H） 設問G）1）において「低線量」でCT肺がん検診
を行っていないと回答した施設での理由に関
するする自由記載

自由記載では，低線量でCT肺がん検診を行っ
ていない理由として，①「医師が高画質を希望し
ているため」33回答（22.3%），②「肺以外の縦隔
や腹部等の軟部組織を評価したいため」28回答

（18.9%），③「CT装置が古く，逐次近似応用法等
ができない装置のため」26回答（17.6%），④「医師

図18　肺がんCT検診GL*の知識 有無別施設割合
*日本CT検診学会編 肺がんCT検診ガイドライン

図16　「低線量」CT検診実施との回答施設割合

図19　祖父江班報告書*の知識 有無別施設割合
*有効性評価に基づく肺がん検診ガイドライン厚生労働省祖父江班報告書

図17　「低線量」回答施設でのCTDIvol値分布
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からの指示で行っていない」25回答（16.9%），⑤
「医師・技師により議論されたことがないため」10
回答（6.8%）等が主なところであった（図20）．
＜精度管理指標について＞
i）集計について

精度管理指標の集計について，①集計している
施設が170施設（37.8%），②集計していない施設
が259施設（57.5%），未回答が21施設（4.7%）で
あった（図21）．
ii）集計成績について

集計していると回答した170施設において，要
精検率は0.2～30.6%に分布し平均5.0 %で，精
検結果把握率は，0～100%に分布し平均69.9%で
あった．

発見肺がん数は76施設325名，人口10万対比
212，切除肺がん数は53施設185名（56.9%）であっ

た．Ⅰ期肺がんは，切除肺がん中157名（84.9%）
で全肺がん中では48.3%であった（表1）．

考　察
本調査における低線量CT肺がん検診受診者数

は，平成20年11月に実施した第1回調査 1）におけ
る178,824人から289,549人へと増加をみた．年
齢階級別，および男女別分布に大きな変化はなく，
男女とも50歳代が最多であった．そのなかから
今回325名の肺がんが検出された．

CT撮影装置は，第1回調査では約20%を占め
たSDCTが激減し，替わってMDCTが主流とな
り，64列機種と16列機種とが7割弱を占めた．

撮影方法は，固定式と自動照射制御式（CT-AEC）
の別では，CT-AECが417施設（92.7%）と第2回調
査時 2）の3倍近くに増加し大多数を占めた．その情

図21　精度管理指標集計 実施施設割合

図20　「低線量」でのCT検診を行わない理由

表1　精度管理指標集計成績
発見肺がん数 回答施設数 総受診者数 人口10万対比

325名 76施設 153,403名 212

切除肺がん数，割合 非切除肺がん数，割合
185名 56.9% 140名 43.1%

上記の内，Ⅰ期肺がん数，割合 その他の病期がん数，割合
157名 84.9% 28名 15.1%

全肺がん中，Ⅰ期肺がん数，割合 その他の病期がん数，割合
157名 48.3% 168名 51.7%



人間ドック　Vol.33  No.5  2019年92 ( 748 )

況下で142施設から固定式と回答が寄せられてい
ることから，かなりの施設で併用が行われている
か，または質問に対して複数記載があったと推察
される．

撮影条件では，固定式管電流量で撮影してい
る施設での設定電流量の分布は，低線量CTの
定義にあたる50mAs以下が124施設中101施設

（81.5%）と，第1回調査時における266施設中79
施設（29.7%）に比して，施設数では21施設増加
し，比率では格段の向上が認められた．

しかしながら，CT-AEC方式での撮影線量を
みると様相が一変し，低線量CTの定義にあたる
CTDIvol値2.5 mGy以下での撮影施設は157施設

（34.8%）と低く，固定式でのmAsとCT-AEC方
式でのCTDIvolとの間に大きな乖離が生じてい
た．2.5mGy以下での撮影施設は，一部が固定式
での低線量域施設との重複が推定されるが，第2
回調査においても固定式よりCT-AEC方式での低
線量化率が52.1% vs 19.5%と低く，今回調査に
もその傾向が現れていた．要因として，自由記載
欄に記載された理由の他に，CT-AEC方式での撮
影時被ばくコントロールシステムへの過信・誤解，
低線量CT検診への理解の不足，調査対象施設が
前回の300施設から450施設に拡がった点などが
挙げられよう．

撮影スライス厚は，従前に比較し薄層化が進ん
で5mm厚以下が主流になった．対して，読影ス
ライス厚も薄層化が進み，5mm厚が6割以上を
占めた．いずれも撮影装置の性能向上とサーバー
大容量化，モニター診断の普及などがもたらした
結果であろう．

読影医師は，放射線科専門医が最も多く，次い
で呼吸器専門医が多く，二者が相互にあるいは他
の医師と連携して読影を行っており，専門性の明
らかでない施設は第1回調査における9.7%から
4.7%に減少した．

二重読影と比較読影では，実施率が二重読影
66.9%，比較読影91.3%と二重読影で低かった．

精度の高いCT診断を行ううえで欠かせない診
療放射線技師と読影医師の質担保の観点から，特
定非営利活動法人 肺がんCT検診認定機構による

認定資格取得の有無でみると，認定放射線技師が
「いる」施設は38.2%で，認定医師が「いる」施設は

32.0%と，両者ともに全国普及には程遠い現状が
示された．同機構のホームページ 11）に掲載されて
いる認定医師数1,428名，認定技師数1,451名とい
う認定資格取得者数に照らせば，一層の認定資格
取得者養成が急務であり，本学会会員施設におけ
る理解と積極的参加に期待されるところが大きい．

CT肺がん検診の利益・不利益に関するイン
フォームド・コンセントを予め行うことが重要であ
るが，文書，口頭などで行っている施設は45.5%
と半数に満たなかった．しかし，第2回調査時
29.0%より向上した．「肺がんCT検診ガイドライ
ン」について知っていると答えた施設は86.9%と，
第2回調査時80.7%とほぼ同等であった．「有効性
評価に基づく肺がん検診ガイドライン厚生労働省
祖父江班報告書」については52.3%で，第2回調査
時47.0%を僅かに上回った．これらインフォーム
ド・コンセントに係わる事項は，健常者を対象とし
た検診事業において最重要の事柄であり，低線量
CT肺がん検診を推進するうえで不可欠な要件と認
識して普及に努めることが大切であり，施設関係者
を始め各関係学会を挙げて取り組むべき最重要課
題と考えられる．

回答施設における「低線量でCT検診を行って
いるとの意識」と「実際の撮影線量」との整合性に
ついて知るために「低線量でCT検診を行っている
か」の質問を加えた．この質問に312施設が肯定
的に回答したが，当該施設でのCTDIvol値分布で
は，低線量の定義値を満たした施設は49.0%と
半数に届かず，定義値から逸脱した施設が半数を
超えていた．さらに，低線量化の推進力として期
待されている「逐次近似応用再構成法」を使用して
いると回答した施設が全体の半数を超える232施
設あるなかで，157施設（34.8%）のみが実際に2.5 
mGy以下の低線量でCT検査を行っている現実
は，一部の施設において「逐次近似応用再構成法」
が有効利用されていない状況を示唆するものとし
て注目されよう．

自由記載欄での低線量でCT肺がん検診を行っ
ていない理由として，高画質の追求，腹部臓器な
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どのと同時撮影，装置が古いこと，医師からの指示，
医師・技師間での議論のないこと等が挙げられた．

精度管理指標に関し，参加施設中37.8%が集
計を行っており，76施設から325名の発見肺がん
が報告された．発見肺がん中Ⅰ期肺がんは48.3%
と，6～8割と報告されている文献上の成績 8-10）に
比して低かった．精度管理指標の向上に向けた一
層の尽力が必要と考えられる．

結　語
本調査における低線量CT肺がん検診受診者数

は，第1回調査時より約6割増加し289,549人で
あった．そのなかから325名の肺がんが検出された．

CT撮影装置はMDCTが主流となり，撮影方法
はCT-AECが大多数を占めた．

撮影条件では，固定式での回答中低線量撮影が
81.5%を占め，第1回調査時29.7%に比して大幅
な向上を認めた．しかしながら，CT-AEC方式で
は低線量での撮影施設は34.8%と少なく，固定
式との間に大きな乖離が示された．

読影医師の専門性の明らかでない施設割合は，
第1回調査時に比べて半減した．二重読影と比較
読影の実施率は，比較読影に比して二重読影で低
かった．特定非営利活動法人 肺がんCT検診認定
機構認定資格取得者の在籍率は，認定技師，認定
医師ともに30%台で全国普及には程遠い現状が
示された．

CT肺がん検診の利益・不利益に関するイン
フォームド・コンセントの実施施設は50%を下回
り，厚生労働省祖父江班報告書についての知識も
50%程度であった．

撮影時管電流量50 mAs以下ないしCTDIvol値
2.5 mGy以下と定義されている「低線量」に関する
認識において，施設間に大きな相違のあることが
明示された．質問「低線量でCT検診を行っている
か」に肯定的に回答した施設において，CTDIvol値
が低線量の定義を満たしたのは50%弱の施設に過
ぎず大きな矛盾を示した．低線量化の推進力とし
て期待されている「逐次近似応用再構成法」の使用
施設が半数を超えるなかで，実際に低線量でCT検
査を行っている施設が3割強のみである現実は，一

部の施設において同プログラムが有効利用されて
いない状況を示唆するものとして注目される．

健常者を対象としたCT検診においては，「撮影
の正当性」を担保するために，十分な情報提供や
精度の高い撮影，読影，検診システムに立脚した
検診実施が重要であり，画質劣化の低減を図りつ
つ可及的に撮影線量の低減を行って，「撮影条件
の適正化」を担保していく必要があろう．今後に
おいて，CT肺がん検診実施施設を始め，関連学会，
メーカーサイド等での議論の活発化と低線量化へ
の真摯な取組に期待したい．
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別表　設問
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平成30年度 第4回日本人間ドック学会理事会議事録

1．日　時 平成 30 年 12 月 14 日（金）15：00 ～ 17：55
2．会　場 主婦会館プラザエフ　地下 2 階　「クラルテ」
3．出席者 日本人間ドック学会　理事長　篠原幸人
  （副理事長）伊藤千賀子，和田高士
  （理　　事）新　智文，荒瀬康司，石坂裕子，井上和彦，岩男　泰，鏑木淳一，加納繁照，
   櫻井健一，杉森裕樹，髙谷典秀，田中幸子，土屋　敦，中川高志，中村正和，
   中川高志，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）五十嵐邦彦，大井利夫，折津政江
  （オブザーバー）田口淳一，事務局他　　　　　　　　　　　　計 30 名

篠原幸人理事長が開会挨拶を行い，理事会は定款第45条により理事総数30名のうち，出席者数26名
であり過半数を超えており，適法に成立していることを宣言した．

議事進行を行うにあたり，議長は定款第44条により篠原幸人理事長が行うこと，議事録署名人につい
ては本日出席の伊藤千賀子，和田高士2人の副理事長および，五十嵐邦彦，大井利夫，折津政江3人の
監事となることが報告された．

（議決承認事項）
1）第1号議案　健診団体連絡協議会（健団協）へ提出する本学会の統一見解の承認

篠原幸人理事長より健団協の3つの検討課題に対して，本学会基本問題検討委員会にて議論した経緯
等の報告がなされた後，取りまとめを行った健団協委員の野村幸史理事が，資料に基づき詳細に説明を
行った．理事会は，別段の異議無く，満場一致で承認可決した．
2）第2号議案　2018年度人間ドック健診専門医の認定および人間ドック健診指導医 /研修施設の承認

鏑木淳一理事より以下の内容について説明がなされ，理事会は別段の異議無く，満場一致で承認可決した．
・ 受験合格者は日本人間ドック学会105名，日本総合健診医学会36名，合計141名

　認定期間：2019年4月1日～2024年3月31日の5年間
・ 指導医は日本人間ドック学会新規認定8名，日本総合健診医学会新規認定2名，合計10名
・ 研修施設は日本人間ドック学会新規認定6施設，日本総合健診医学会新規認定1施設，合計7施設

認定期間：2019年4月1日～2024年3月31日の5年間
3）第3号議案　遺伝学検査に関する教育プログラム（e-learning案）の実施承認

田口淳一オブザーバーより遺伝学検査に関する教育プログラム（e-learning案）がほぼでき上がった旨，
報告がなされた．今後は広報委員会の協力を得て，会員に周知し広く利用を促す事とし，教育研修会を
年2回程度開催する事で，理事会は別段の異議無く，満場一致で承認可決した．
4）第4号議案　2019年度特定健診・特定保健指導集合契約A（案）の締結の承認

武藤繁貴理事より2019年度特定健診・特定保健指導集合契約Aを締結するに際し，健保連等の保険
者に集合契約A単価を人件費率に見合った価格体系にして欲しい要望書を提出した事，その結果以下の
本体価格に改訂された旨，報告がなされた．

・ 基本検査項目：6,500円　　　　 6 ,500円（据え置き）
・ 動機付け支援：7,000円　　　　 7 ,700円（10%値上げ）
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・ 積極的支援：22,000円　　　　 22,836円（3.8%値上げ）
また，消費税については，以上の本体価格に2019年9月末までは8%を，10月1日より10%を上乗せ

する事に決定している契約書類一式の提示がなされた．加えて，厚労省健康局「風疹対策」依頼に対して
は，この集合契約Aスキームを利用し，別途に契約する．

上記に対し，理事会は別段の異議無く，満場一致で承認可決した．
5）第5号議案　2018年度学術委託研究の募集結果（公募）の承認　

篠原幸人理事長より学術委託研究の募集状況等について，以下の結果の説明がなされた．
・ 公 募 期 間：2018年6月1日～9月28日
・ 公募研究数：13研究　
・ 採択研究数：7研究（役員採点者13人により，5段階評価を行い，上位7研究に決定）
・ 研究費合計：306万円（それぞれの研究に振り分け，2018年度分として支給する）

理事会は採択された7研究について，別段の異議無く，満場一致で承認可決した．
6）第6号議案　第63回日本人間ドック学会学術大会長の公募（案）の承認

篠原幸人理事長より公募要領の説明がなされ，既に12月3日から募集が開始されている旨，説明がな
され，事後承認を求めた．理事会は，別段の異議無く，満場一致で承認可決した．
7）第7号議案　新規委員会活動等の承認

篠原幸人理事長より「健診施設実態調査委員会」仮称の新委員長には，新智文理事に，また人間ドック
健診専門医制度委員会の小委員会には天野隆弘先生以下4名の先生方が就任されると，説明がなされた．
理事会は，別段の異議無く，満場一致で承認可決した．
8）第8号議案　会員の入退会

篠原幸人議長の指名にて会員の入退会について，以下のとおり事務局が報告を行った．
前回理事会承認以降の8月18日から12月6日までの集計で入会者はA会員・医師会員88名，退会者

は30名でA会員5,813名，B会員・医師以外の会員は入会者7名，退会者4名で427名，C会員・施設会
員は入会8施設，退会なしで1,697施設，賛助会員は入退会なしで31機関，合計7,968会員となった．
理事会は別段の異議無く，承認可決した．
9）日本総合健診医学会の件

篠原幸人理事長より日本医学会への加盟および人間ドック健診専門医認定を実現するなどのために，
「日本人間ドック・総合健診医学会会則」私案の提示がなされた．これはVirtualな集合体を一時的にでも
仮設して，2～4年に1回，両学会が合同で総会を開催する事も盛り込まれているが，一方で2学会の活
動は今迄通り行うと説明がなされた．各理事より様々な意見があったが，根本的には連合体形成に反対
意見はなく，更に検討を続ける事となった．
10）その他の承認事項等

篠原幸人理事長より以下の承認事項について，説明がなされた．
①B型肝炎訴訟啓発ポスター/リーフレットの会員への配布依頼（厚労省健康局）
②「西日本地区情報交換会」後援依頼（日本人間ドック健診協会）
③「これからの健診事業を考える会」後援依頼（日本人間ドック健診協会）
④「第5回つなげる，やさしさ．健診・人間ドック体験記コンクール」後援依頼
⑤医療用医薬品バレニクリン酒石酸塩添付文書改訂の再要望

（禁煙推進学術ネットワークよりの依頼 /中村正和理事（本学会代表委員）
⑥血清アルカリホスファターゼ（ALP）常用基準法改定に関する意見募集（日本臨床化学会 JSCC）
理事会は別段の異議無く，承認可決した．
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（報告事項等）
1）第59回日本人間ドック学会学術大会の開催結果報告

加藤公則第59回学術大会長より役員への大会協力への謝辞が述べられ，開催内容結果および大会参加
者数，収支結果等の報告がなされた．
2）第60回日本人間ドック学会学術大会

井上和彦第60回学術大会長より開催概要について，以下の報告がなされた．
開催時期は2019年7月25日～26日，会場は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にて，主要プログラムは確定しつつあること，一般演
題募集は2019年1月8日～3月12日の予定である．
3）平成30年度事業別収支内訳表（4月～9月）

那須繁財務担当理事より今年度予定している本学会事業が，収支共に予算とおり順調に執行されてい
る旨，報告がなされた．
4）各種委員会報告等

各担当委員長より開催した委員会報告がなされた．
①基本問題検討委員会（第3回，第4回）
②倫理・利益相反委員会（第1回）

・ 第三期特定保健指導「新潟モデル」パイロットスタディ実施に関する倫理審査を承認（健康保険組
合連合会と新潟県労働衛生医学協会との共同事業）

③財務委員会（第1回）
④学術委員会（第1回）
　がん登録小委員会 /女性の人間ドック健診の在り方に関する委員会
⑤リキッドバイオプシー委員会（第1回）
⑥高齢受診者に対する人間ドック健診のあり方委員会（第1回，第2回）
⑦健診判定・指導マニュアル作成腹部超音波小委員会（第1回）
⑧健診判定・指導マニュアル尿沈渣小委員会（第1回）
⑨人間ドック・健診用語集作成委員会（第1回）
⑩編集委員会（第1回，第2回）
⑪第27回国際健診学会 IHEPA2020/第4回国際人間ドック会議組織委員会（第1回，第2回）
⑫広報委員会（第1回）
⑬人間ドック健診施設機能評価委員会（第6回，第7回，第8回，第9回）
　健診実施病院支援事業検討小委員会 /Ver.4および保健指導評価検討小委員会
・以下の26施設を認定とする．

〇医療法人北斗会　宇都宮東病院　健診センター（栃木県）【新規】
〇上都賀厚生農業協同組合連合会　上都賀総合病院（栃木県）【新規】
〇公益財団法人　慈愛会　いづろ今村病院（鹿児島県）【新規】
〇掛川市袋井市病院企業団　中東遠総合医療センター（静岡県）【新規】
〇公益社団法人　東京都教職員互助会　三楽病院（東京都）【更新】
〇社会医療法人社団　カレスサッポロ　時計台記念病院（北海道）【更新】
〇医療法人　協仁会　小松病院　健康管理センター（大阪府）【更新】
〇公益財団法人　岩手県予防医学協会　人間ドックセンター（岩手県）【更新】
〇一般財団法人健康医学協会　附属　東都クリニック（東京都）【更新】
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〇一般財団法人健康医学協会　附属　霞が関ビル診療所（東京都）【更新】
〇岡谷市民病院　健診センター（長野県）【新規】
〇独立行政法人地域医療機能推進機構　九州病院（福岡県）【新規】
〇医療法人クレモナ会　ティーエムクリニック（埼玉県）【新規】
〇医療法人藤和会　藤間病院総合健診システム（埼玉県）【新規】
〇公益財団法人　愛媛県総合保健協会（愛媛県）【更新】
〇一般財団法人淳風会　淳風会健康管理センター（岡山県）【更新】
〇社会福祉法人恩賜財団済生会支部　神奈川県済生会　神奈川県病院（神奈川県）【更新】
〇公益財団法人　筑波メディカルセンター　つくば総合健診センター（茨城県）【更新】＊Ver4
〇焼津市立総合病院（静岡県）【新規】
〇公益財団法人　神奈川県予防医学協会　中央診療所（神奈川県）【更新】
〇学校法人　杏林学園　杏林大学医学部付属病院（東京都）【新規】 ＊Ver4
〇広島県厚生農業協同組合連合会　廣島総合病院（広島県）【新規】
〇社会医療法人　大雄会　大雄会ルーセントクリニック（愛知県）【新規】
〇独立行政法人地域医療機能推進機構　埼玉メディカルセンター（埼玉県）【更新】
〇医療法人財団明理会　イムス仙台クリニック（宮城県）【更新】
〇一般社団法人オリエンタル労働衛生協会　オリエンタル上野健診センター（東京都）【更新】

・健保連等への人間ドック指定（以下4施設）
〇地方独立行政法人　新小山市民病院　予防医学センター（栃木県）
〇医療法人　鉄蕉会　亀田京橋クリニック（東京都）
〇一般財団法人　佐野メディカルセンター　佐野市民病院（栃木県）
〇一般財団法人　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）

⑭人間ドック健診専門医制度委員会（第1回）
　試験問題検討・作成小委員会（第4回）/認定小委員会合（第2回，第3回）
⑮人間ドック健診認定医 /専門医研修会（第49回，第50回）
⑯人間ドック健診施設機能評価サーベイヤー研修会（第19回）
⑰人間ドック健診施設機能評価Ver.4.公式講習会
⑱人間ドック健診情報管理指導士ブラッシュアップ研修会（第50回，第51回，第52回）

5）その他
①日本総合健診医学会よりの「外部精度管理調査」への参加施設募集依頼

篠原幸人理事長より，表記参加施設募集に対して現段階では，個々の施設で参加されるかどうか判断
して戴きたいと報告がなされた．
②判定区分の一部変更の件

和田高士副理事長より呼吸機能の判定区分について，%1秒量のC・D区分の一部変更を実施したいと
説明がなされ，理事会は別段の異議無く，承認可決した．

以上予定された全ての議決承認事項，報告事項等について審議され，篠原幸人議長は閉会を宣言し，
散会した．
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2019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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2019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・2018年12月14日一部変更）

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）

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

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・2018年12月14日一部変更）　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．特別寄稿は原則として編集委員会からの依頼
論文とします .

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，
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E-mail），別刷りの希望部数を書いてください．なお，題名，著者名，所属機関には英文を併記し
てください．

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

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

（4） 4頁目以後：本文を書き，緒言（はじめに），対象，方法，結果（成績），考察（考案），結語（まとめ），
利益相反（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「福間ら 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） 福間淑子，海老沢雅子，佐藤勤子ほか：除菌治療への誘導を意識した健診専門施設の胃が

んリスク検診 (ABC分類 )－当施設受診者の偽A群とD群の特徴－．人間ドック 2016；31：
435-444．

2） Arase Y: Evaluation of Severity and Complications of Nonalcoholic Fatty Liver Disease. 
Ningen Dock Int 2014; 1: 16-23.

（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） 鏑木淳一：Ⅳ 検査項目とその判定・事後指導計画  16.リウマトイド因子・血清梅毒反応．日
本人間ドック学会監，篠原幸人編，人間ドック健診の実際，文光堂，東京，2017，174-175.

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［2012.3.2］

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．
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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（原則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（ただし，日本人間ドック学会学術大会の開催日により，抄録集の発行月が変わる場合が
あります）．
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．
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・ 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20年12月
1日一部改正，平成25年2月8日全部改正，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27年8月12日厚生労働省告示第344号　平成29年4月7
日一部改正）

4） 「遺伝学的検査に関するガイドライン」（平成23年2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，日本家族性腫瘍学会，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））

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　平成29年2月23日一部改正）
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31年3月1日］
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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．特別寄稿は原則として編集委員会からの依頼
論文とします .

なお，臨床研究に関する論文は1964年のヘルシンキ宣言（以後の改定を含む）の精神に則ったもので
なければなりません．すなわち，論文の内容が疫学研究あるいは臨床研究の場合は，その研究計画が自
施設の倫理委員会あるいは日本人間ドック学会倫理委員会の承認を得ていること，ならびに対象者のイ
ンフォームド・コンセントが得られていることが必要です．また，そのことを本文中に記載してください．
症例報告の場合は，受診者のプライバシーに十分配慮し，インフォームド・コンセントを得た上で投稿
してください．
2．投稿資格

投稿者は本学会正会員，施設会員，および名誉会員とします．編集委員会が特に認めたものは，この
限りではありません．
3．投稿様式

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

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

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

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

桁ごとに（，）を入れます．（例）1,234,567,890
図，表は計10点以内とします．図，表，写真は1枚につき，原稿400字分とします．図，表，写真は，

写真製版のためそのまま利用できる「汚れのない明瞭な原画」を添付してください．なお，サイズは編集
の都合により適宜変更する場合があります．図，表はA4判の別紙に，写真はA4判の台紙に貼り，写真
は台紙の裏に筆頭著者名，写真番号と天地を明記し，それぞれにまとめて原稿の末尾に添付してくださ
い．また挿入の場所を原稿の欄外に明記してください．あるいはデータを保存し，OS名やバージョン
番号を明記したCD-ROMでお送りください．さらに，図，表，写真の表題および説明を別紙に和文で
番号順にまとめて原稿の末尾に添付してください．

統計解析にソフトを使用した場合は，ソフト名等を記載してください．（例）統計解析ソフトはSPSS 
ver17 for Windowsを用いた．
4．投稿論文の書き方

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

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

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

（4） 4頁目以後：本文を書き，緒言（はじめに），対象，方法，結果（成績），考察（考案），結語（まとめ），
利益相反（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「福間ら 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） 福間淑子，海老沢雅子，佐藤勤子ほか：除菌治療への誘導を意識した健診専門施設の胃が

んリスク検診 (ABC分類 )－当施設受診者の偽A群とD群の特徴－．人間ドック 2016；31：
435-444．

2） Arase Y: Evaluation of Severity and Complications of Nonalcoholic Fatty Liver Disease. 
Ningen Dock Int 2014; 1: 16-23.

（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） 鏑木淳一：Ⅳ 検査項目とその判定・事後指導計画  16.リウマトイド因子・血清梅毒反応．日
本人間ドック学会監，篠原幸人編，人間ドック健診の実際，文光堂，東京，2017，174-175.

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［2012.3.2］

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

変更は認められません．
7．別刷り

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

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

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

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

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

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

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

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

本誌の発行は年5回（原則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（ただし，日本人間ドック学会学術大会の開催日により，抄録集の発行月が変わる場合が
あります）．
12．原稿送付先

原稿は次の宛先へ郵便書留，レターパック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20年12月
1日一部改正，平成25年2月8日全部改正，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27年8月12日厚生労働省告示第344号　平成29年4月7
日一部改正）

4） 「遺伝学的検査に関するガイドライン」（平成23年2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，日本家族性腫瘍学会，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））

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　平成29年2月23日一部改正）
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31年3月1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
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投稿承諾書
日本人間ドック学会　殿

論文題名：

上記論文は，  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    所属の

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

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

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

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

筆頭著者署名 （Ａ　　　　）

共著者署名 （Ａ　　　　） 共著者署名 （Ａ　　　　）

共著者署名 （Ａ　　　　） 共著者署名 （Ａ　　　　）

共著者署名 （Ａ　　　　） 共著者署名 （Ａ　　　　）

共著者署名 （Ａ　　　　） 共著者署名 （Ａ　　　　）

共著者署名 （Ａ　　　　） 共著者署名 （Ａ　　　　）

共著者署名 （Ａ　　　　） 共著者署名 （Ａ　　　　）

年　　月　　日　提出
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日本人間ドック学会  御中

利益相反（COI）自己申告書

論文題名：

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

項　目 該当の状況 有であれば，著者名：企業名などの記載

①報酬額　
1つの企業・団体から年間 100 万円以上

有 ・ 無

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

有 ・ 無

③特許権使用料　
1つにつき年間 100万円以上

有 ・ 無

④講演料　
1つの企業・団体から年間合計 50万円以上

有 ・ 無

⑤原稿料　
1つの企業・団体から年間合計 50万円以上

有 ・ 無

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

有 ・ 無

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

有 ・ 無

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

有 ・ 無

⑨旅費，贈答品などの受領
1つの企業・団体から年間 5万円以上

有 ・ 無

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

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 Sasamori 1 . For journals, the names 
and initials of the �rst three authors, followed by “et al.” if there are other coauthors, the complete title, 
abbreviated journal name according to Index Medicus, volume, beginning and end pages, and year should 
be included. For books, the names and initials of the �rst three authors, followed by “et al.” if there are 
other coauthors, the complete title, book name, edition number, beginning and end pages, name and city 
of publisher, and year should be included. Examples of references are given below.
Journal: Ishizaka N, Ishizaka Y, Nagai R, et al.: Association between white cell count and carotid 
arteriosclerosis in Japanese smokers. Atherosclerosis 2004; 175: 95-100.
Book: Kaplan NM: Measurement of blood pressure. In: Kaplan NM(ed), Kaplan's Clinical Hypertension. 
7th ed., Lippincott William & Wilkins, Philadelphia, 2002, 25-55.

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

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

Con�ict of Interest (COI) 
All authors are required to disclose any 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 
and is not being submitted or considered for publication in whole or in part elsewhere except in the 
form of an abstract.

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

3. Signature of all authors : 

Name (print) Signature Date 
( A                           )

Name (print) Signature Date 
( A                           )

Name (print) Signature Date 
( A                           )

Name (print) Signature Date 
( A                           )

Name (print) Signature Date 
( A                           )

Name (print) Signature Date 
( A                           )

Name (print) Signature Date 
( A                           )

※著者が人間ドック学会のＡ会員の場合は，署名欄の右に会員番号も併記してください．
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日本人間ドック学会誌 略語一覧
略語 正式名（英） 正式名（和）

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

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

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



人間ドック　Vol.33  No.5  2019年 131 ( 787 )

「人間ドック」著作権管理委託について

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

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

記

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

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

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

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

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

　　公 益 社 団 法 人
日本人間ドック学会
理事長　篠原　幸人
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人間ドック第33巻  総目次
第33巻　第1号～5号

◆Vol.33 No.1（平成30年6月）

〔巻頭言〕

　地域医療構想と地域包括ケアシステム（病院を取り巻く変化）

  医療法人社団 相和会  理事長 ‥‥‥ 土屋　敦 5

〔総　説〕

　大腸がん検診の現状と今後の展望

  東京慈恵会医科大学 総合健診・予防医学センター ‥‥‥ 加藤智弘 7

〔原　著〕

（ 1 ） 黒沢病院人間ドック症例における PSA生長曲線の検討

  医療法人 社団美心会 ‥‥‥ 吉原尊樹 22

（ 2 ） 胃内視鏡検診受診者における「胃炎の京都分類」からみた H. pylori感染動態

  川崎医科大学総合医療センター  健康管理学 ‥‥‥ 鎌田智有 29

（ 3 ） 前立腺がん患者におけるアミノインデックスがんリスクスクリーニング（AICS（前立腺））の 
 術前後変化の検討
  神奈川県立がんセンター  泌尿器科 ‥‥‥ 蓼沼知之 35

（ 4 ） 大腸 CT検査における微小ポリープの陽性的中率，読影についての検討

  亀田メディカルセンター  健康管理科 ‥‥ 馬嶋健一郎 43

（ 5 ） 当院における外国人ドックの現状と課題

  小倉記念病院  健康管理センター ‥‥ 大渕美帆子 50

（ 6 ） 特定保健指導におけるフォローアップ検査の効果についての検討

  公益財団法人 SBS 静岡健康増進センター ‥‥‥ 小林未来 55

（ 7 ） 当センター受診者におけるメタボリックシンドロームの実態と非メタボ高危険群との比較検討 
 －より有効な特定保健指導の確立を目指して－

  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 ‥‥‥ 石川和克 62

〔症例報告〕

　健診を契機に発見された直腸，結腸，胆嚢 3重複がんの 1例

  医療法人北斗会 宇都宮東病院健診センター ‥‥ 宇賀神卓広 69
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平成 29 年度 第 4 回日本人間ドック学会理事会議事録 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  76
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◆Vol.33 No.3（平成30年9月）
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　第 59回学術大会を終えて
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◆Vol.33 No.4（平成30年12月）

〔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 549

〔総　説〕

　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

  埼玉医科大学病院  健康管理センター ‥‥‥ 清水正雄 550

〔特別寄稿〕

　論文投稿に際しての統計学的記述の留意点

  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 ‥‥‥ 荒瀬康司 557

〔原　著〕

（ 1 ） 胃 X線検査所見と血清 ABC分類について

  医療法人大宮シティクリニック ‥‥‥ 堀越隆之 571

（ 2 ） 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－

  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 ‥‥‥ 石川和克 579
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　便潜血検査陽性で発見された腸管嚢胞状気腫症の 1例
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－ 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－
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◆Vol.33 No.5（平成31年3月）

〔巻頭言〕

　黄金籝
えい

に満つるも一
いっけい

経に如かず

  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 ‥‥‥ 荒瀬康司 661

〔理事長講演〕

　岐路に立つ人間ドック健診 －人間ドック学会はどう対応するか－

  日本人間ドック学会 理事長
  東海大学 名誉教授，国家公務員共済組合連合会 立川病院 神経内科 ‥‥‥ 篠原幸人 663

〔総　説〕

　膵がんの早期診断と人間ドック超音波検査

  大阪がん循環器病予防センター ‥‥‥ 田中幸子 668
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〔特別寄稿〕

　人間ドックの意義・有用性：特に主観的健康感の観点から

  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 675

〔原　著〕

（ 1 ） 傾向スコアを用いた特定保健指導の長期的な検査値改善効果の検証

  株式会社日立製作所  研究開発グループ ‥‥ 長谷川泰隆 683

（ 2 ） 人間ドック男性受診者における Helicobacter pylori感染と大腸腺腫罹患との関連についての検討

  NTT 東日本関東病院  予防医学センター ‥‥‥ 太田純子 694

（ 3 ） 人間ドック健診からみた尿中アルブミン値の推移と関連因子  
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  高知検診クリニック ‥‥‥ 松尾由香 701
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  一般社団法人那覇市医師会  生活習慣病検診センター ‥‥‥ 林　裕子 708

〔委員会報告〕
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石栗　一男‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 571
石坂　裕子‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 440, 714
泉　並木‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 586
一関　智子‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 595
伊藤　一人‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 22
伊藤　恭子‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 7
伊藤　千賀子‥‥‥‥‥‥‥‥ 486, 714, 730, 739
井上　和彦‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 29, 714
井上　雅子‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 602
井上　基‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 455
岩男　泰‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥714, 730, 739

う
上田　里織‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 433
上野　光博‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 455
宇賀神　卓広‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 69, 609
梅本　晋‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 35

お
大内　尉義‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 419
大川　志帆‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 465

大木　亮‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 22
大崎　高伸‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 683
太田　純子‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 694
大谷　哲生‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 465
大仲　夏季‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 708
大渕　美帆子‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 50
大森　久光‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 486, 730
小川　真理子‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 550
尾上　秀彦‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 478

か
加瀬　嘉明‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 22
片山　佳代子‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 35
加藤　公則‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥417, 486, 730
加藤　智弘‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 7
狩野　敦‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 62, 579
鎌田　智有‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 29
河合　正記‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 35
菅野　真由子‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 471

き
菊池　信矢‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 35, 440
岸田　健‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 35
木野　梢‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 471
君塚　孝雄‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 571
清澤　真人‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 550
金田一　万里子‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 62, 579

く
國近　則仁‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 683
窪　好美‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 701
黒澤　功‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 22
桑尾　麻記‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 701
桑原　政成‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 419
郡司　俊秋‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 694
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こ
小林　伸行‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 433
小林　未来‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 55
小山　美緒‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 609
近藤　洋史‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 683

さ
齋藤　隆‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 22
斎藤　辰哉‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 602
齋藤　敏子‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 595
崎原　永辰‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 708
笹沼　英紀‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 69
佐々部　典子‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 694
笹森　斉‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 739
笹山　名月‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 471
佐橋　徹‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 55

し
塩村　惟彦‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 55
四方　菜穂子‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 35
軸屋　良介‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 35
重田　泰秀‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 708
篠原　幸人‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 663
島本　武嗣‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 43
清水　正雄‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 550
新城　清彦‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 708
新藤　昇‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 571

す
末廣　史恵‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 701
杉田　智子‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 55
杉森　裕樹‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 714
鈴木　慶二‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 22
鈴木　涼子‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 465

そ
祖父江　友孝‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 714

た
高尾　俊弘‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 29, 602
髙田　優子‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 609
高野　真幸‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 465
高橋　有香‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 586
瀧澤　弘隆‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 739
武田　美作‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 701
田島　太一‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 43
蓼沼　知之‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 35
田中　幸子‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 668, 714
谷　瑞希‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 440
谷口　加楠枝‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 465
谷原　真一‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 471
垂水　信二‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 683

つ
土屋　敦‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 5, 433
津戸　直樹‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 69, 609
角掛　篤子‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 62, 579

と
遠山　和成‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 55
戸塚　真弓‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 22

な
長尾　啓一‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 739
中川　一美‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 571
中川　高志‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 571
中川　良‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 571
中澤　浩二‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 447
中島　実映‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 455
永田　洋美‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 465
永田　雅良‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 465
中野　求‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 55
中村　正和‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 486, 730
成田　政広‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 550

に
新美　佑有‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 440
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ね
根岸　正治‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 683
根間　一徳‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 708

の
野末　則夫‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 447

は
橋爪　章仁‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 35
長谷川　泰隆‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 683
長谷部　靖子‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 478
畠山　雅行‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 739
林　裕子‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 708
林　良典‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 694
春間　賢‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 29
伴　秀行‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 683

ふ
福嶋　敬宜‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 69
福田　洋‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 486, 730
富士岡　幸‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 433
藤舘　道代‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 62, 579
藤沼　澄夫‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 69, 609
藤本　壮八‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 29, 602

ほ
洞澤　勲‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 465
堀越　隆之‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 571

ま
曲　友弘‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 22
政木　明子‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 701
馬嶋　健一郎‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 43
松尾　由香‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 701
松村　友里‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 602
松本　佐智代‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 433
松山　薫‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 55
眞部　紀明‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 29
丸山　雄一郎‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 739

み
三浦　猛‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 35
水野　伸彦‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 35
三原　修一‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 714
宮下　正弘‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 595

む
武藤　繁貴‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 486, 730
村岡　研太郎‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 35
村木　洋介‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 43
村田　雅彦‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 595

も
元木　徳治‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 701
森　由弘‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 486, 730
森下　恵利‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 701
森下　知代‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 55
森山　優‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 571
門利　知美‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 602

や
八木　完‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 478
安井　将人‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 35
山門　實‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 440
山川　久美枝‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 455
山口　ひとみ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 571
山中　英壽‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 22
山中　義之‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 29, 602
山本　潤‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 571
山本　浩史‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 35, 440
山本　麻以‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 440
山本　弥生‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 701

よ
吉田　由貴‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 62, 579
吉田　ゆき江‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 465
吉原　尊樹‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 22
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わ
脇本　敏裕‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 602
和田　高士‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥549, 614, 675
渡邉　早苗‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 478
渡辺　美穂‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 69
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人間ドック第 33巻 著者名索引（英文）

A
Akihito Hashizume ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 42
Akiko Masaki ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 707
Atsuko Ikeda ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 42
Atsuko Tsunokake ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 68, 585
Atsushi Abe ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 464
Atsushi Kano ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 68, 585
Atsushi Tsuchiya ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 5, 439

E
Eishin Sakihara ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 713
Eri Morisita ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 707

F
Fumie Suehiro ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 707

H
Hidehiko Onoue ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 485
Hidekazu Ishii ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 28
Hideki Sasanuma ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 75
Hidetoshi Yamanaka ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 28
Hideyuki Ban ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 693
Hirofumi Kondo ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 693
Hiromi Nagata ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 470
Hiroshi Yamamoto ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 42, 446
Hitomi Yamaguchi ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 578

I
Isao Horasawa ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 470
Isao Kurosawa ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 28

J
Jun Yamamoto ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 578

K
Kan Yagi ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 485
Kanae Taniguchi ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 470
Kaori Ishii ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 477
Kaoru Matsuyama ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 61
Kayoko Katayama ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 42
Kazuhiko Inoue ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 34
Kazumi Ashikaga ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 601
Kazumi Nakagawa ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 578
Kazunori Nema ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 713
Kazuo Ishiguri ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 578
Kazushige Toyama ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 61
Kazuto Itoh ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 28
Kazuyoshi Ishikawa ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 68, 585
Keiji Suzuki ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 28
Ken Haruma ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 34
Kenichiro Majima‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 49
Kentaro Muraoka ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 42
Kimiko Iijima ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 700
Kiminori Kato ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 417
Kiyohiko Shinjo ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 713
Koji Nakazawa ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 454
Kozue Kino ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 477
Kumie Yamakawa ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 464

M
Mai Yamamoto ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 446
Maki Kuwao ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 707
Manami Ikeno ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 713
Mariko Kindaichi ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 68, 585
Mariko Ogawa ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 556
Masahiko Murata ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 601
Masahiro Miyashita ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 601
Masahiro Narita ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 556
Masaki Adachi ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 556
Masaki Kawai ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 42
Masako Inoue ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 608
Masanori Kuwabara ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 419
Masao Shimizu ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 556
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Masaru Moriyama ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 578
Masato Kiyosawa ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 556
Masato Yasui ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 42
Masayoshi Nagata ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 470
Masayuki Takano ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 470
Mayuko Kanno ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 477
Mayumi Totsuka ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 28
Michiyo Fujidate ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 68, 585
Miei Nakashima ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 464
Miho Watanabe ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 75
Mihoko Obuchi ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 54
Miki Kobayashi ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 61
Minoru Yamakado ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 446
Mio Koyama ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 613
Misa Takeda ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 707
Mitsuhiro Ueno ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 464
Miyuki Fujioka ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 439
Mizuki Tani ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 446
Motoi Inoue ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 464
Motome Nakano ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 61

N
Nahoko Shikata ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 42
Namiki Izumi ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 594
Naoki Tsudo ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 75, 613
Natsuki Onaka ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 713
Natsuki Sasayama ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 477
Noboru Shindoh ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 578
Nobuhiko Mizuno ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 42
Nobuyuki Kobayashi ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 439
Noriaki Manabe ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 34
Norihito Kunichika ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 693
Noriko Sasabe ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 700
Norio Nozue ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 454
Noriyoshi Fukushima ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 75

R
Rho Ohki ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 28
Ritsuko Iohara ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 68, 585
Ryo Nakagawa ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 578
Ryoko Suzuki ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 470
Ryosuke Jikuya ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 42

S
Sachiko Tanaka ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 668
Sachiyo Matsumoto ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 439
Sanae Watanabe ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 485
Saori Ueda ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 439
Shiho Okawa ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 470
Shinichi Tanihara ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 477
Shinji Tarumi ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 693
Shinya Kikuchi ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 42, 446
Shouji Negishi ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 693
Souhachi Fujimoto ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 34
Souhati Fujimoto ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 608
Sumiko Ota ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 700
Sumio Fujinuma ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 75, 613
Susumu Umemoto ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 42

T
Tadahiko Shiomura ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 61
Taichi Tajima ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 49
Takaki Yoshihara ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 28
Takanobu Osaki ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 693
Takao Kimizuka ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 578
Takashi Nakagawa ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 578
Takashi Saitoh ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 28
Takashi Wada ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥549, 614, 682
Takayuki Horikoshi ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 578
Takeshi Kishida ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 42
Takeshi Miura ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 42
Takeshi Shimamoto ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 49
Takuhiro Ugajin ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 75, 613
Tatsuya Saito ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 608
Tetsuo Otani ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 470
Tokuji Motogi ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 707
Tomoari Kamada ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 34
Tomohiro Kato ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 7
Tomohiro Magari ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 28
Tomoko Ichinoseki ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 601
Tomoko Sugita ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 61
Tomomi Monri ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 608
Tomoyo Morishita ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 61
Tomoyuki Tatenuma ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 42
Toru Sabashi ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 61
Toshiaki Gunji ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 700
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Toshihiro Takao ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 34, 608
Toshihiro Wakimoto ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 608
Toshiko Saitou ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 601

Y
Yasuhide Shigeta ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 713
Yasuji Arase ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 557, 661
Yasuko Hasebe ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 485
Yasutaka Hasegawa ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 693
Yayoi Yamamoto ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 707
Yoshiaki Kase ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 28
Yoshinori Hayashi ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 700
Yoshiyuki Yamanaka ‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 34, 608
Yosimi Kubo ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 707
Yosuke Muraki ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 49
Yu Niimi‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 446
Yuka Matsuo ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 707
Yuka Takahashi ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 594
Yuki Yoshida ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 68, 585
Yukie Yoshida ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 470
Yukito Shinohara ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 663
Yuko Asai ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 470
Yuko Hayashi ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 713
Yuko Ishizaka ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 446
Yuko Takada ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 613
Yuri Matsumura ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 608
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人間ドック第 33巻 キーワード索引

アルファベットほか

40～50歳代女性 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 595
AICSⓇ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 35, 440
ALT＞AST ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 579
AST＞ALT ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 579
eGFRの変化 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 455
H. pylori感染 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 29
H. pylori ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 571
HP感染胃炎 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 708
PSA生長曲線 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 22
X線検査 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 571
γ -GTP ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 579

あ
アミノインデックスⓇがんリスクスクリーニング ‥ 35, 440

「アミノインデックス技術」‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 35
アルコール性肝障害‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 478

い
胃X線検査 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 708
胃炎の京都分類‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 29
胃粘膜萎縮‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 29
医療統計‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 557
医療被ばく‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 550
因果効果推論‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 683

か
外国人‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 50
貸切りレディース健診‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 465
肝機能障害‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 579
がん検診‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 440

き
喫煙‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 455
急速なeGFR変化率の出現頻度 ‥‥‥‥‥‥‥ 455
禁煙関心度‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 433

禁煙指導‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 433

く
グリーソングレードグループ‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 22

け
傾向スコアマッチング‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 683
血清ABC分類 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 571
研究デザイン‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 557
検査値‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 683
健診システム‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 586

こ
行動変容ステージ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 433
高齢者‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 419
国民健康基礎調査‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 675

し
脂肪肝‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 478
重複がん‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 69
主観的健康感‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 675
受診行動‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 471
循環器疾患‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 419
除菌施行率‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 708
女性‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 465
診断基準‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 62
診断精度‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 708
診療‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 419

す
膵がんの早期診断‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 668
睡眠‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 595

せ
生活習慣‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 440, 471
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精神的健康度‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 602
積極的支援‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 55
前立腺がん‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 22, 35

そ
壮・中年勤労者‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 602

た
大腸CT検査 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 43
大腸がん‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 7, 69, 447
大腸がん検診‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 7,  69
大腸腺腫‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 694
単一健康保険組合‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 465
胆嚢がん‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 69
蛋白尿‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 455

ち
地図状発赤‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 29
腸管嚢胞状気腫症‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 609

て
低線量CT検査 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 550

と
東京都‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 447
統計リテラシー‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 557
読影時間‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 43
特定保健指導‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 55, 683

に
二次検査受診勧奨‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 586
二次検査受診率‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 471
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編集後記

この「人間ドック第33巻第5号」が会員の皆様のお
手元に届く頃には，春寒も少しゆるみ，本格的な春
の足音が聞こえてきているのではないかと思います．

漢書などを引用し論文記述の重要性を説いた荒瀬
康司編集委員長の巻頭言に続いて，第59回日本人間
ドック学会学術大会の理事長講演について，篠原幸
人理事長に「岐路に立つ人間ドック健診－人間ドック
学会はどう対応するか－」のタイトルで執筆いただき
ました．今後の人間ドック健診のあり方をどうすべ
きなのか，健診システムなど標準化・統一化が望ま
れるものがある一方，テーラーメイドが適している
ものもあり，学会員すべてが人間ドックの今後のあ
り方について真剣に考えなければなりません．その
方向性を考えるにあたっては，人間ドックの有用性
を客観的に評価することも重要です．和田高士副理
事長には，特別寄稿として主観的健康度の観点から
の人間ドックの意義・有用性の検証を紹介していた
だきました．

人間ドックでは，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
とともに悪性疾患への対策も重視しなければなりま
せん．がん死亡数を部位別にみますと，第一位：肺，
第二位：大腸，第三位：胃に次いで膵臓が第四位となっ
ています．また，膵がんの5年生存率はその他の多
くの悪性腫瘍に比べかなり低く，予後の悪いことが
知られています．その克服のためには，早期発見が
大切であり，早急に対応しなければなりません．膵
がんは対策型検診の対象疾患とはされておらず，人
間ドックにおける腹部超音波検査を膵がん早期発見

の突破口としたいものです．膵エコーの第一人者で
ある田中幸子先生に執筆いただいた総説「膵がんの早
期診断と人間ドック超音波検査」は，人間ドックに携
わる医師，および，腹部超音波検査を担当する技師
にとって大変勉強になるものと思われます．

4本の原著論文は，新たな知見もあり，ユニーク
で興味深い内容です．ただし，それぞれの著者自身
が記載していますように limitationがあります．今
後，さらに深く，広く綿密に探求してもらうことを
期待しています．昨今，臨床研究では公正性・透明
性が強く求められています．倫理審査委員会で承認
されたことを明示している原著論文もありますが，
個人情報の匿名化のみ記載されたものもありました．
投稿規定では，「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．」となって
います．

委員会報告も3本投稿いただきました．日々忙し
いなかでの委員会活動には頭の下がる思いです．こ
れらの報告を礎として，人間ドックが受診していた
だく国民の健康増進に貢献できるように，確固たる
医学的根拠を持って邁進したいものです．

荒瀬編集委員長が巻頭言で利他の精神で論文投稿
を呼びかけておられますが，いい加減な知識では論
文は作成できませんので，必然的に文献検索を含め
勉強します．すなわち，自分を利することにもなり
ます．是非とも多くの論文投稿をお待ちしてします．

（井上和彦）

人間ドック
（O�cial Journal of Japan Society of Ningen Dock）
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日本人間ドック学会　入会申込書
　貴学会の趣旨に賛同し，入会いたします．

※①～⑥の全項目にご記入のうえ，会費振替受領証のコピーを裏面に貼り，下記送付先にお送りください．
　（施設・賛助会員の場合①，④及び⑤は不要です）

①

ふ り が な ：
氏　　名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印　　□ 男性  ・  □ 女性

生年月日：19　　　　年　　　　月　　　　日（★必ず記入）

医師免許：（登録番号）　　　　　　　　　 　　 （★ A 会員のみ記入）

E - m a i l ：
　　　　　　　 　　□  メール配信を希望する　　□  メール配信を希望しない

社団法人日本内科学会の「認定内科医」または「総合内科専門医」の方はその認定番号をご記入下さい．

認定内科医：　　　　　　　　　　　　　　総合内科専門医：

②

いずれかをマルで囲み，年会費を下記口座へお振り込みのうえ，お申し込み下さい．

・A 会員（医師のみ）
  〔年会費 1 名 10,000 円〕

・B 会員（医師以外）※健診施設等医療機関に勤務されている方
  〔年会費 1 名 6,000 円〕
□保健師　□管理栄養士　□看護師　□その他（　　　　　　）

（↑★必ず記入）
・C 会員（施設会員）医療機関
  〔年会費 1 施設 30,000 円〕

・S 会員（賛助会員）企業など
  〔年会費 1 施設 30,000 円〕

※裏面に振替受領証のコピーを貼り付けてください
　郵便振込先：00150－ 5－ 81128　名義（受取人）：日本人間ドック学会
　他の金融機関からの振込先：ゆうちょ銀行　○一九店（ゼロイチキュウ店）・当座・0081128
　通信欄に，お名前，施設名，ご連絡先，お電話番号を明記の上，お払い込み下さい．

③

施設区分：いずれかをマルで囲んで下さい．
01 厚生労働省 06 国（その他） 11 北海道社会事業協会 16 船保会 21 医療法人
02 独立行政法人国立病医院機構 07 都道府県 12 厚生連 17 健保及び連合 22 学校法人
03 国立大学法人 08 市町村 13 国保連 18 共済及び連合 23 会社
04 独立行政法人労働者健康福祉機構 09 日赤 14 全社連 19 国保組合 24 その他法人
05 その他公的 10 済生会 15 厚生団 20 公益法人 25 個人

ふりがな：
施設名：

住所：（〒　　―　　　）

TEL：　　　　　　　　　　　　　　FAX：

C 会員，S 会員はご記入ください．※記入のない場合は人間ドックご担当者様宛に資料をお送りいたします

部課名：　　　　　　　　　　　　担当者：

④
自宅住所：（〒　　―　　　）

TEL：　　　　　　　　　　　　　　FAX：

⑤ 入会後の通知および資料は（　勤務先　・　自宅　）あてに送付（未記入は勤務先）

⑥
個人情報の取扱いについて（裏面の「個人情報の取扱いについて」をご覧下さい．）

当学会の個人情報の取扱いについて同意いただける方は，「同意する」にチェックし，同意いただけない方は， 
「同意しない」にチェックしてください．

（第 1号様式）

【送付先】〒 102-0075　東京都千代田区三番町 9-15　ホスピタルプラザビル 1F
　　　　　　　　　　　公益社団法人　日本人間ドック学会　入会申込　係
  【TEL】　03-3265-0079　　　

□　同意する　　　　□　同意しない

FAXは不可

（↑★必ず記入）
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個人情報の取扱いについて（会員用）

1．個人情報の利用目的
会員管理，学術大会の開催，学会誌の発刊，人間ドック認定医・専門医養成，人間ドック健診施設機能評価，
人間ドック健診情報管理指導士及び食生活改善指導士養成，メール配信のため．

2．個人情報の提供
以下の場合を除き，あらかじめご本人の同意を得ないで，個人情報を提供することはありません．
・法令に基づく場合．
・人の生命，身体又は財産の保護のために必要がある場合であって，本人の同意を得ることが困難であるとき．
・公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって，本人の同意を得るこ

とが困難であるとき．
・国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力

する必要がある場合であって，本人の同意を得ることによって当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあ
るとき．

3．個人情報の委託
個人情報の取扱いの全部または一部を委託することがあります．委託にあたっては，十分な個人情報の保護
水準を満たしている者を選定し，委託を受けた者に対する必要，かつ適切な監督を行います．

4．個人情報の開示等の求めについて
個人情報の「開示等のご請求」につきましては，以下の「個人情報に関わる苦情・相談窓口」で受け付けて
おります．本法人の「開示対象個人情報の取扱いについて」に基づき，遅滞なく回答いたします．

5．個人情報提供の任意性
個人情報のご提供は任意です．ただし，必要な個人情報をご提供されない場合には，上記利用目的の業務を
履行できない場合があります．

〈個人情報に関わる苦情・相談窓口〉
公益社団法人日本人間ドック学会
〒 102-0075　東京都千代田区三番町 9-15　ホスピタルプラザビル 1F

個人情報保護管理者（兼　苦情・相談窓口責任者）：総務課
TEL：03-3265-0079　FAX：03-3265-0083　E-Mail：info@ningen-dock.jp
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日本人間ドック学会　申請変更届
　以下に該当するときは，必ずご連絡ください．
　学会誌などの郵便物がお届けできなくなることがあります．

1. 転勤・引っ越しなどにより，勤務先（自宅）住所が変わった場合

2. 資料送付先を勤務先から自宅へ，またはその逆へ変更する場合

3. C 会員（施設会員），S 会員（賛助会員）で施設名が変更になった場合

4. C 会員，S 会員で担当者が変更になった場合

【現在，届けている項目】

会員番号

氏　　名
（※↑ C，S 会員はご担当者）

施 設 名

施設住所（〒　　–　　　）

施設電話　　　　　　　　　　　　　　　　　　施設 FAX

自宅住所（〒　　–　　　）

自宅電話　　　　　　　　　　　　　　　　　　自宅 FAX

【新しく変更する項目】※変更箇所のみご記入お願い致します．

氏　　名

施 設 名

施設住所（〒　　–　　　）

施設電話　　　　　　　　　　　　　　　　　　施設 FAX

施設 E-mail
（※↑ C，S 会員のみ）

自宅住所（〒　　–　　　）

自宅電話　　　　　　　　　　　　　　　　　　自宅 FAX

E-mail

資料送付先　　【　施設住所　・　自宅住所　】　※どちらかに○をご記入下さい．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　無記入の場合は登録どおりとします．

◆個人情報の取扱いについて（裏面の「個人情報の取扱いについて」をご覧下さい．）
　当学会の個人情報の取扱いについて同意いただける方は「同意する」にチェックを入れてください．

□ 同意する　　　　　　　□ 同意しない

【備考】

（第 2号様式）

FAX 03-3265-0083まで



PMS-M03b-01

個人情報の取扱いについて（会員用）

1．個人情報の利用目的
会員登録情報管理のため．

2．個人情報の提供
以下の場合を除き，あらかじめご本人の同意を得ないで，個人情報を提供することはありません．
・法令に基づく場合．
・人の生命，身体又は財産の保護のために必要がある場合であって，本人の同意を得ることが困難であるとき．
・公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって，本人の同意を得るこ

とが困難であるとき．
・国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力

する必要がある場合であって，本人の同意を得ることによって当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあ
るとき．

3．個人情報の委託
個人情報の取扱いの全部または一部を委託することがあります．委託にあたっては，十分な個人情報の保護
水準を満たしている者を選定し，委託を受けた者に対する必要，かつ適切な監督を行います．

4．個人情報の開示等の求めについて
個人情報の「開示等のご請求」につきましては，以下の「個人情報に関わる苦情・相談窓口」で受け付けて
おります．本法人の「開示対象個人情報の取扱いについて」に基づき，遅滞なく回答いたします．

5．個人情報提供の任意性
個人情報のご提供は任意です．ただし，必要な個人情報をご提供されない場合には，上記利用目的の業務を
履行できない場合があります．

〈個人情報に関わる苦情・相談窓口〉
公益社団法人日本人間ドック学会
〒 102-0075　東京都千代田区三番町 9-15　ホスピタルプラザビル 1F

個人情報保護管理者（兼　苦情・相談窓口責任者）：総務課
TEL：03-3265-0079　FAX：03-3265-0083　E-Mail：info@ningen-dock.jp



キ
リ
ト
リ
線

日本人間ドック学会　退会届
　理事会御中

　全項目をご記入ください．

　年　　　　　月　　　　　日をもって貴会を退会いたします．

　退会理由：

【A会員，B会員】

会 員 名 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 印

会員番号

連 絡 先 （〒　　　　　　）

電　話

【C会員，S会員】

施 設 名 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 印

会員番号

連 絡 先 （〒　　　　　　）

電　話

【この届けを記入した人】　会員ご本人の場合は未記入で結構です

氏　名

◆個人情報の取扱いについて（裏面の「個人情報の取扱いについて」をご覧下さい．．）
　当学会の個人情報の取扱いについて同意いただける方は「同意する」にチェックを入れてください．

□ 同意する　　　　　　　□ 同意しない

（第 3号様式）

FAX 03-3265-0083まで

送付先：
〒 102-0075　東京都千代田区三番町 9-15　ホスピタルプラザビル 1F

公益社団法人
日本人間ドック学会　退会　係あて
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個人情報の取扱いについて（会員用）

1．個人情報の利用目的
会員登録情報管理のため．

2．個人情報の提供
以下の場合を除き，あらかじめご本人の同意を得ないで，個人情報を提供することはありません．
・法令に基づく場合．
・人の生命，身体又は財産の保護のために必要がある場合であって，本人の同意を得ることが困難であるとき．
・公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって，本人の同意を得るこ

とが困難であるとき．
・国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力

する必要がある場合であって，本人の同意を得ることによって当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあ
るとき．

3．個人情報の委託
個人情報の取扱いの全部または一部を委託することがあります．委託にあたっては，十分な個人情報の保護
水準を満たしている者を選定し，委託を受けた者に対する必要，かつ適切な監督を行います．

4．個人情報の開示等の求めについて
個人情報の「開示等のご請求」につきましては，以下の「個人情報に関わる苦情・相談窓口」で受け付けて
おります．本法人の「開示対象個人情報の取扱いについて」に基づき，遅滞なく回答いたします．

5．個人情報提供の任意性
個人情報のご提供は任意です．ただし，必要な個人情報をご提供されない場合には，上記利用目的の業務を
履行できない場合があります．

〈個人情報に関わる苦情・相談窓口〉
公益社団法人日本人間ドック学会
〒 102-0075　東京都千代田区三番町 9-15　ホスピタルプラザビル 1F

個人情報保護管理者（兼　苦情・相談窓口責任者）：総務課
TEL：03-3265-0079　FAX：03-3265-0083　E-Mail：info@ningen-dock.jp




