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各加盟団体　会員各位

健診団体連絡協議会　議　長　篠原　幸人
公益社団法人 全日本病院協会　会　長　猪口　雄二

一般社団法人 日本総合健診医学会　理事長　福武　勝幸

公益社団法人 日本人間ドック学会　理事長　篠原　幸人

一般社団法人 日本病院会　会　長　相澤　孝夫

健診団体連絡協議会
「適切な健保連人間ドック健診に望まれる要件」

周知のお願い

拝啓　時下ますますご清栄のこととお慶び申しあげます．
日頃より諸事業に対し格別なるご支援，ご協力を賜り厚くお礼申しあげます．
さてこの度，健診団体連絡協議会では，新たに「適切な健保連人間ドック健診に望まれる要件」を取り

纏めましたので，会員各位におかれましては，施設内で周知を図るともに，その完全実施に向けて，現
状の確認と不備がある場合の是正について遺漏なきよう，ご協力をお願い申しあげます ．
詳細は別紙1・2にてお知らせいたしますので，ご理解賜りたく，何卒よろしくお願いいたします．

敬　具

会　告
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－別紙1－

1．適切な健保連人間ドック健診に望まれる要件（以下，本要件）
➡別紙2

2．本要件作成の経緯
私ども人間ドック健診に携わる4団体（全日本病院協会・日本総合健診医学会・日本人間ドック学会・
日本病院会）は，1959年から健康保険組合連合会（以下「健保連」）と人間ドック健診の指定契約を結び，
良質な健診施設を紹介して参りました．

2017年には，指定契約のさらなる質の確保や統一を図るべく「健診団体連絡協議会」を発足し，2018
年には「健保連人間ドック健診　基本検査項目」を4団体で統一して作成しました．
この度は，施設認定の標準化の次のステップとして，人間ドック健診を行う施設の体制について，最
低限必要と考えられる要件の健診団体連絡協議会としての統一を目指し，2019年5月31日（金）に開催
された第7回健診団体連絡協議会にて，4団体の合意により本要件を取り纏めました．

3．施設におけるご対応について
本要件は，健診団体連絡協議会の4団体が合意し，健保連にご賛同いただいたものです．

健保連人間ドック健診 指定施設様の場合
　健保連への人間ドック健診の指定を受ける施設は，本要件を満たしていることが条件となります．（最
後につけている付記もご参照ください）

上記の指定を受けていない施設様の場合
本要件の順守は必須ではありませんが，人間ドック健診の質確保には全て重要な事項ですので，整備
が必要と考えております．

4. お問い合わせ
ご所属の学会事務局にお問い合わせください．

全日本病院協会　　　℡ 03-5283-7441（担当　吉田）
日本総合健診医学会　℡ 03-5413-4400（担当　小泉）
日本人間ドック学会　℡ 03-3265-0079（担当　森山）
※日本病院会の会員様は日本人間ドック学会までお問い合わせください．

以上

※日本人間ドック学会ホームページにて，健団協に関して掲載しております．
　http://ningen-dock.sakura.ne.jp/dock_test/other/kendankyo
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－別紙2－
策定日　2019 年 5 月 31 日
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－付記－

日本人間ドック学会
人間ドック健診施設機能評価認定施設 各位

公益社団法人　日本人間ドック学会
人間ドック健診施設機能評価委員会

委員長　野村　幸史

人間ドック健診施設機能評価　認定施設における
健診団体連絡協議会「適切な健保連人間ドック健診に望まれる要件」

の取り扱いについて

拝啓　時下ますますご清祥のこととお慶び申しあげます．
日頃は当法人諸事業に格別なるご厚誼を賜り御礼申しあげます．
さてこの度，別紙のとおり，健診団体連絡協議会にて新たに「適切な健保連人間ドック健診に望まれ

る要件」が取り纏められ，健保連への人間ドック健診の指定を受ける施設は，本要件を満たしているこ
とが条件となりました．
　日本人間ドック学会が行う「人間ドック健診施設機能評価」の認定要件は，「適切な健保連人間ドック
健診に望まれる要件」を満たしておりますし，長年の評価事業から得られた精度管理に重要な事項が加
えられています．今回の指定要件取り纏めを機に新たなお手続きが発生することはございません．
ご案内旁々ご理解下さいますようお願い申しあげます．

敬　具

お問い合わせ先
公益社団法人　日本人間ドック学会（事務局担当　森山・吉川）
Tel　   03-3265-0079
Mail　info@ningen-dock.jp

※日本人間ドック学会ホームページにも掲載しております．

　●健診団体連絡協議会について
　　http://ningen-dock.sakura.ne.jp/dock_test/other/kendankyo
　●健保連人間ドック健診について
　　https://www.ningen-dock.jp/valuation/sitei
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2018年度　優秀論文賞報告

編集委員会　委員長　荒瀬康司

　編集委員会では，和文誌「人間ドック」および英文誌「Ningen Dock International」に発表された論文から，人間
ドック学あるいは学会誌の質的向上に寄与すると考えられる論文を優秀論文とし，優秀論文賞を授与しています．
　選考については，2018年度，学会誌掲載された全論文を，査読者・編集委員により審査していただきました．
和文原著1編，英文原著1編を選出し，審議の結果，下記2題が優秀論文として，理事会に報告され，承認されま
した．
　また，7月26日（金）に開催された第60回日本人間ドック学会学術大会（岡山）会員集会にて受賞論文として表彰
されました．2018年度の選考対象論文数および受賞論文は以下のとおりです．

選 考 対 象 誌：和文誌「人間ドック」 33巻　1，3，4，5号
選 考 対 象 誌：英文誌「Ningen Dock International」 Vol.6 No.1
選考対象論文数：和文原著等23編，英文原著等10編

受　賞　論　文
1．和文　優秀論文賞
吉原 尊樹 1）　齋藤 隆 1）　加瀬 嘉明 2）　山中 英壽 2）　戸塚 真弓 3）　石井 秀和 3）　曲 友弘 4）　黒澤 功 1）

鈴木 慶二 5）　大木 亮 6）　伊藤 一人 6）

1）医療法人 社団美心会，2）医療法人 社団美心会 黒沢病院予防医学研究所，3）医療法人 社団美心会 黒沢病院附属ヘ

ルスパーククリニック 高崎健康管理センター，4）医療法人 社団美心会 黒沢病院 泌尿器科，5）公益財団法人 老年病

研究所，6）群馬大学大学院医学系研究科 泌尿器科学

「黒沢病院人間ドック症例におけるPSA生長曲線の検討」
（人間ドック 2018；33-1：22-28）

2．英文　優秀論文賞
Minako Ito, Yoshiko Yonaha
Medical Check-up Center, Yokohama City Minato Red Cross Hospital

「Gallbladder Adenomyomatosis is Associated with Metabolic Risk Factors, Fatty Liver, 
  and Gallstones in Individuals Subjected to Comprehensive Health Check-ups」

（Ningen Dock International 2019；6-1：18-23）
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第 60回学術大会
一般演題プレナリーセッション・学術大会長賞（最優秀発表賞）報告

日本人間ドック学会　編集委員会

　第 60回日本人間ドック学会学術大会へ応募のあった一般演題 497題（口頭・ポスター ※国際セッション 3
題のぞく）より，2名査読による高得点だった口頭 6演題，ポスター 6演題を『プレナリーセッション』とし
て発表し，当日座長・選定委員（2名）による採点評価をし，最優秀口頭発表賞・最優秀ポスター発表賞を選び，
7/26（金）の閉会式にて井上和彦学術大会長より表彰状・記念品の授与が行われました．
　プレナリーセッション発表および学術大会長賞（最優秀発表賞）の表彰については，今後も学術大会にて継
続していく予定ですので，今後とも一般演題へ奮ってご応募いただけますようお願い申し上げます．

●最優秀口頭発表賞：2-11-06　信國　貴子（健康保険組合連合会大阪中央病院　健康管理センター）
　「人間ドック受診後の追跡調査と精密検査受診率向上への取り組み」
●最優秀ポスター発表賞：P-2-06　真崎　暦美（三井記念病院　総合健診センター）
　「看護師の事前問診から得られる情報による胃検査のリスクマネージメントの検討」

○プレナリーセッション（口頭発表）
・2-11-01　遠藤　宏樹（医療法人社団潤康会　芝パーククリニック）
　「人間ドックにおける肥満関連項目と逆流性食道炎の関連
　  ～非肥満者でも腹囲高値や体重増加は逆流性食道炎のリスク因子となるか～」
・2-11-02　城下　智（信州大学　医学部　消化器内科）
　「直接作用型抗ウイルス剤治療による C型肝炎ウイルス排除が脂質変動と脂質判定区分の変化に与える影響」
・2-11-03　久禮　泉（淀川キリスト教病院　健康管理増進センター）
　「検診上部消化管内視鏡検査における十二指腸腺腫症例の検討」
・2-11-04　福田　彰（大阪医科大学　健康科学クリニック）
　「当施設に於ける年度別頻度からみた肥満 /メタボリックシンドロームの推移状況と予防指標」
・2-11-05　高松　道子（社会医療法人　生長会　ベルクリニック　ソリューション室）
　「自動音声応答装置（IVR）導入による予約業務の改善～電話応答率 95%を目指して～」

○プレナリーセッション（ポスター発表）
・P-2-01　太田　純子（NTT東日本関東病院　予防医学センター）
　「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」
・P-2-02　栗島　浩一（筑波メディカルセンター病院　呼吸器内科）
　「健診発見 IV期非小細胞肺癌の臨床的検討」
・P-2-03　牧野　裕理（富山赤十字病院　健診センター）
　「胃内視鏡検査で萎縮性胃炎を有する受診者への，ピロリ菌検査および除菌治療への受診勧奨の効果」
・P-2-04　村山佳緒理（地方独立行政法人　長野県立病院機構　信州医療センター　健康管理センター）
　「上部内視鏡検査時におけるプロポフォールによる鎮静についての現状と今後の課題」
・P-2-05　山橋　直子（一般財団法人淳風会　メンタルサポートセンター）
　「ストレスチェック制度における職場環境改善に関する意識調査」
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機能評価事業認定施設　優秀賞・新規賞のご紹介

　
去る2019年7月25～26日に岡山県で開催された，第60回日本人間ドック学会学術大会の会員集会（26日）に
て，人間ドック健診施設機能評価 優秀賞・新規賞の表彰式が執り行われました．
さらに，機能評価委員会による特別企画（25日）では，受賞施設より，表彰事項に関する取り組みをご紹介い

ただきました．
受賞施設は，2018年度に人間ドック健診施設機能評価を受審された以下9施設です．

本制度は，人間ドック健診施設機能評価認定施設の中から，優れた予防医療活動を展開している施設の表彰
を通じて，他の施設の参考にしていただくと同時に受賞施設には自負を持って更なる発展に努めて貰いたいと
考え，平成26年にスタートしました．優れた具体的な取り組みに着目して選出し，該当する項目に対して表彰
するものです．近年は地域色や施設特性が反映された取り組みを評価しています．
また，従来の「優秀賞」に加えて更新施設とは異なる新規受審施設の視点に立った「新規賞」を設けることと致
しました．

優秀賞
施　設　名 受　賞　項　目

1
北海道厚生農業協同組合連合会
JA北海道厚生連　旭川厚生病院

「結果説明・保健指導・フォローアップの連携体制」

2
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

「健診部門における教育体制」

3
地方独立行政法人
長野市民病院　健診センター

「人間ドックと食事を活用した健康意識向上の啓発」

4
社会医療法人財団　白十字会
佐世保中央病院　健康増進センター

「BSCを用いた目標設定と継続的な業務改善体制」

新規賞
施　設　名

1 医療法人社団東山会　調布東山病院

2 学校法人　埼玉医科大学病院　健康管理センター

3 岡谷市民病院　健診センター

4 地方独立行政法人　新小山市民病院　予防医学センター

5 学校法人　杏林学園　杏林大学医学部付属病院　人間ドック
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受賞項目について（詳細）

1．北海道厚生農業協同組合連合会　JA北海道厚生連　旭川厚生病院（北海道）

3.4.2 健診当日に健診結果を説明している

（取り組み概要）
受診者ほぼ全員に対して，画像を含めて健診結果を説明している．受診日当日に専門医の二
重チェックを行い，結果の判定書も担当保健師から直接手渡ししている．

3.5.1 専門スタッフが保健指導を実施している

（取り組み概要）
受診当日に，結果説明の内容を受けて，受診者ほぼ全員に対して担当保健師が保健指導を行い，
結果通知書を手渡している．昼食後の時間を用いた栄養指導や運動指導も行われている．

3.6.2 精密検査や治療が必要な受診者に対するフォローアップが適切である

（取り組み概要）
各検査項目で，精密検査の指示率は 10%以下，実施・把握率は概ね 80%以上である．得ら
れた結果は病院全体で評価し，がん拠点病院として北海道全体の厚生連でも検討されており，
年報にまとめられている．

2．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）

1.3.1 全職員に対する教育体制がある

（取り組み概要）
外部の研修会への参加が積極的に行われており，研修会参加後には伝達講習会を実施するな
ど，全職員で情報，知識の共有化に努めている．
特筆すべき点としては，健診独自の接遇委員会を中心に職員が一丸となり，2016年に日総研
の接遇大賞を受賞している．医療分野に留まることなく，施設全体のレベルアップのために
必要な幅広い教育分野に取り組んでいる．

3．地方独立行政法人　長野市民病院　健診センター（長野県）

2.2.2 受診者の利便性と快適な受診環境に配慮している
3.3.1 受診者に有用な情報を提供している

（取り組み概要）
人間ドック受診を食生活など生活習慣を見直す機会と捉え，減塩食メニューとして 2種類の
「信州づくしヘルシー減塩定食（塩分 1.8g）」を提供している．これらのメニューは，国立循
環器病研究センターの「かるしお」認定を日本初で取得している．減塩メニューの認定に至
るまでの努力，さらに減塩とは思えない味付けの開発を評価する．
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4．社会医療法人財団　白十字会　佐世保中央病院　健康増進センター（長崎県）

3.4.1 継続的な業務改善に取り組む体制がある

（取り組み概要）
法人全体で中期経営計画書が作成され，それを基にセンターの運営が行われている．センター
内で BSCを利用した年度事業計画書が作成され運用している．進捗状況を四半期ごとに全職
員で確認している．BSCを活用した組織的な取り組みは特筆すべき点である．
ワーキンググループ内で策定した機能向上チェック表（人間ドック機能評価の項目を定期的
に見直すチェック表）を用いて担当を決め，四半期ごとに確認作業を行っている．
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● 専門医ホームページ（http://www.senmoni.jp/）に『人間ドック健診専門医制度』について，掲
載しております．

①  2019年度人間ドック健診専門医認定試験について

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　地下 1階会議室（JR品川駅港南口より 徒歩 5分）
試 験 内 容：100問　マークシート方式　筆記試験（100分間）

・ 受験申請受付は終了し，受験該当者には 8月末に審査料 3万円の請求書を発送いたしました．
 事務局にて入金確認後，10月上旬に，『受験票・注意事項等』書類を発送いたします．
 注）期日内にお振込いただけない場合，受験出来ないこともございますので，ご注意ください．

② 研修施設・指導医　2019年度認定申請について
注！人間ドック健診指導医の認定条件は，一部変更となりました！（変更：下線部分）

【指導医認定条件：申請時に下記をすべて満たすこと】　本会：総合健診医学会　本法人：人間ドック学会
1）両学会が認定する「専門医」であり，専門医認定後，2年以上の健診実績があること．
2）「指導医」申請時に継続して 5 年以上 ，本会あるいは本法人の医師正会員であり，会費を完納していること．
3）「指導医」申請時に，本会・本法人の学会誌，または同等の雑誌への原著論文が 1編以上（共同著者も可）
ある，あるいは本会・本法人主催の学術大会での発表が 1 回以上 （共同発表も可）あること．

4）本会・本法人主催の学術大会に 5回以上参加していること．
 ※但し，上記業績は申請前直近 10年間の参加，業績に限り，また同等の雑誌については委員会審議を要する．

【研修施設認定条件：申請時に下記条件を満たすこと】
1）本会および本法人の認定する施設（機能評価・実査等）であり，指導医が 1名以上在籍していること．

　　　　申請期間：2019年 10月 1日（火）～ 11月 20日（水）必着

※ 9月末，指導医・研修施設申請書（DL版）を専門医ホームページに掲載いたします．
 事務局より書類等は送付いたしません．
 自己申告での申請のみとなりますので上記条件を確認の上，申請ください．
※	なお，暫定研修施設・指導医の委嘱の案内は，2020 年 1 月頃，該当施設に送付予定です．
 研修施設・指導医等について，詳しくは事務局までお問い合わせください．

③ 人間ドック健診専門医・指導医・研修施設　資格更新について
　2014年度認定（更新）の専門医・指導医・研修施設は，今年度更新満期を迎えます．

【2014年度認定（満期：2020/3/31）専門医・指導医・研修施設　更新期間】
　　　　　2019年 12月 2日（月）～ 2020年 3月 10日（火）必着

★専門医：両学会企画等の 50 単位（必須 4項目）取得，実績報告書（症例サマリー 10 例）提出
★指導医：専門医資格を継続し，指導医講習会に 1回参加していること
　研修施設：両学会の認定施設等であり，指導医が 1名以上在籍していること
※該当者・該当施設には 11月末に更新申請書類等を送付します．
　各条件を満たし，更新を希望する場合は，早めに申請してください．
※専門医の取得単位について，超えた単位は，更新後に繰越すことはできません．
※各資格について，満期満了で更新しない場合は，資格喪失となりますのでご留意ください．
※各資格の更新について，詳しくは 11月末に送付する書類等でご確認ください．

※人間ドック健診専門医制度に関しての問い合わせ等はメールにてお願いいたします．

　日本人間ドック学会人間ドック健診専門医制度委員会事務局　　senmoni@ningen-dock.jp　
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　人間ドック健診専門医認定（更新）者は，認定期間 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 2019　対象者】
　人間ドック健診専門医の認定者および更新者が対象です．

※ 2014 年度認定（更新）の専門医【認定期間：2015/4/1 ～ 2020/3/31】は，今年度満期を迎えるた
め必須項目であるセルフトレーニング問題を未修了の場合，専門医資格を更新できず，資格喪失と
なりますので，ご留意ください．

※ セルフトレーニング問題は，専門医試験問題集（2019 年改訂版）より出題されます．
 『人間ドック健診専門医　試験問題集　2019 年改訂版』　価格： 6,000 円＋税　※送料 300 円
 各書店または発行所（株式会社サイエンティスト社：http://www.scientist-press.

com）よりご購入の上，是非活用ください．

【セルフトレーニング問題 2019　問題申請期間・採点料】
　　● 2019年 10月 1日（火）～ 11月 20日（水）　※必着
　　●採点料：2,000円　　●取得単位：5単位

【セルフトレーニング問題　申請・採点方法】
① セルフトレーニング問題の申請を希望する者は，学会誌 34-3号（9月末発刊号）に掲載のセルフト
レーニング問題（25問）を解答し，解答用紙に必要事項等を記入する．

② 人間ドック学会指定口座に採点料 2,000円を振込み，解答用紙に振替受領書（コピー）を貼付の上，
11/20までに事務局宛てに郵送する．

③ 到着後，学会事務局は，入金確認および解答用紙の受理通知をメールします．
④ 採点業務を行い，12月認定小委員会で審議後，採点結果および解答・解説を送付します．
 （一定の基準を満たさない場合は，修了したことになりませんのでご注意ください）
⑤ 学会誌 34-5号（3月末発刊号）に解答・解説を掲載します．
 （専門医ホームページには来年 1月，解答・解説等を掲載予定）

注意！！
※ 現時点で，未修了の人間ドック健診専門医対象者には，『セルフトレーニング問題解答用紙・採点料
振込口座について』の案内を学会誌送付時に同封しております．

  （対象者以外には案内は同封しておりません．認定期間内に 1回修了している方は対象外です）
※ セルフトレーニング問題の申請は，1年間で 1回に限ります．毎年同形式で実施していきます．
  （取得可能単位は認定期間 5 年間で上限 5 単位となります．）
※ 採点料（2,000円）は理由の如何を問わず，返金しませんのでご注意ください．
※ 対象者以外の方が申請しても単位加算とはなりませんのでご注意ください．

※セルフトレーニング問題に関するお問合せは下記までお願いします．

　人間ドック健診専門医制度事務局　セルフトレーニング問題　申請係　　
　TEL：03-3265-0079　　FAX：03-3265-0083　　E-Mail：senmoni@ningen-dock.jp

人
間
ド
ッ
ク
健
診
専
門
医
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度

人間ドック健診専門医制度　専門医対象

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2019◆

　　 ■ 問 題 ■

問題1 超音波画像から考えられる病態の典型的な超音波画像所見はどれか．2つ選べ．

（a） 肝右葉腫大
（b） 肝表面凹凸・不整
（c） 肝実質エコー輝度上昇
（d） 肝縁の鈍化
（e） 肝静脈拡張

問題2 喫煙が危険因子となるのはどれか．1つ選べ． 

（a） 脳出血
（b） 脳塞栓症
（c） くも膜下出血
（d） 脳動脈解離
（e） 脳静脈血栓症

問題3 我が国の視覚障害による身体障害者の原因となる疾患の1位と2位はどれか．2つ選べ．

（a） 加齢性白内障
（b） 糖尿病網膜症
（c） 緑内障
（d） 加齢性黄斑変性
（e） 網膜色素変性
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問題4 CEAが上昇するのはどれか．1つ選べ．

（a） 飲酒
（b） 運動
（c） 喫煙
（d） 妊娠
（e） ストレス

問題5 高血圧治療ガイドライン2019における診察室血圧（mmHg）での降圧目標値について正しいの
はどれか．2つ選べ．

（a） 後期高齢者は150/90未満
（b） 糖尿病患者は140/90未満
（c） 若年者・中年者は130/80未満
（d） 抗血栓薬服用中は130/80未満
（e） 慢性腎臓病患者（蛋白尿陽性）は140/90未満

問題6 タバコの害について正しいのはどれか．2つ選べ .

（a） 妊婦の喫煙は流産，早産のリスクを高める．
（b） 主流煙の有害物質は副流煙と同等である．
（c） タバコで最も発がんリスクが増すのは肺がんである．
（d） 夫の喫煙と妻の肺がん発症リスクには因果関係はない．
（e） タバコはCOPD（慢性閉塞性肺疾患）罹患のリスクを増やす．

問題7 厚生労働省が2019年1月に発表した「全国がん登録」で新規患者は99万人と発表された．この
報告に基づいた発表データで正しいのはどれか．2つ選べ．

（a） 総数で第1位は肺がんである．
（b） 女性での第2位は胃がんである．
（c） 総数での第2位は大腸がんである．
（d） 男性での第1位は胃がんである．
（e） 女性での第1位は乳がんである．
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問題8 Brugada症候群を診断した際に本人および家族に説明すべき日常生活の注意点として誤ってい
るのはどれか．1つ選べ．

（a） 発熱時に解熱を避ける．
（b） 過度の飲酒を避ける．
（c） 家族には心肺蘇生の市民講習会への参加を促す．
（d） あらたに失神が出現した場合には直ちに受診する．
（e） キニジンなど一部のものを除くNaチャネル遮断薬の使用を避ける．

問題9 サルコペニアの診断基準に含まれる項目はどれか．2つ選べ．

（a） 握力
（b） BMI（body mass index）
（c） 内臓脂肪面積
（d） 歩行速度
（e） 体脂肪率

問題10 関節リウマチ（RA）で，関節炎を生じることがまれな部位はどれか．1つ選べ．

（a） 肘関節
（b） 手関節
（c） 遠位指節間（distal interphalangeal：DIP）関節
（d） 近位指節間（proximal interphalangeal：PIP）関節
（e） 中手指節（metacarpophalangeal：MCP，MP）関節

問題11 平成29（2017）年におけるがんの年齢調整死亡率の推移について正しいのはどれか．2つ選べ．

（a） 男性のがん死亡率の第1位は肺がん，第2位は胃がん，第3位は大腸がんである．
（b） 女性のがん死亡率の第1位は大腸がん，第2位は肺がん，第3位は膵がんである．
（c） 胃がんの死亡率は男女とも増加している．
（d） 肺がんの死亡率は男女ともに増加している．
（e） 大腸がんの死亡率は男女ともに増加している．
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問題12 28歳の男性，診察で下肢の皮膚と口腔粘膜に点状出血を認めた．検査の組み合わせで予期さ
れる結果はどれか．2つ選べ．

（a） 白血球3,800/ μ Lと幼若顆粒球の出現
（b） ヘモグロビン13.5g/dLと網赤血球数の増加
（c） ヘモグロビン7.8g/dLと球状赤血球の出現
（d） 血小板1.2万 / μ Lと大血小板の出現
（e） 血小板22.2万 / μ Lと血小板ADP凝集の低下

問題13 インシデントレポートについて正しいのはどれか．1つ選べ．

（a） 法令で報告様式が定められている．
（b） 医療事故について上司に説明することを目的とする．
（c） 患者に実害がない場合でも提出する．
（d） 医療事故の責任の所在を明らかにすることを目的とする．
（e） インシデントレポートの提出件数が少ないほど医療の質が高い．

問題14 慢性腎臓病の診断に必要のないのはどれか．1つ選べ．

（a） 血圧
（b） 性別
（c） 年齢
（d） 尿所見
（e） 血清クレアチニン値

問題15 婦人科がん検診について正しいのはどれか．2つ選べ．

（a） 子宮頸部細胞診の判定でLSILはHPV感染である．
（b） 卵巣腫瘍のスクリーニングにはCA125を含む腫瘍マーカーの組み合わせで行う．
（c） マンモグラフィ検診で高濃度乳房と判定された場合，検診者に通知することが推奨される．
（d） 子宮体がん検診はハイリスク群に対して施行される．
（e） 子宮頸部細胞診の判定でASC-USの場合，ハイリスクHPV感染の有無を検査することが推奨さ

れる．
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問題16 睡眠障害について誤っているのはどれか．1つ選べ．

（a） 冷え性では不眠になりやすい．
（b） うつ病の発症リスクが高くなる．
（c） 慢性不眠は生活習慣病と関連する．
（d） レストレスレッグ症候群は鉄欠乏が原因になることがある．
（e） 慢性不眠では初期対応で効果が得られない場合，認知行動療法を併用する．

問題17 胆石症について正しいものはどれか．2つ選べ．

（a） 胆嚢結石の約70%がビリルビン石である．
（b） ビリルビンカルシウム石は胆道の細菌感染により生じる．
（c） 黒色石は溶血や肝硬変があるとき胆管に生じる．
（d） 肝内結石の多くは炭酸カルシウム石である．
（e） 急性化膿性胆管炎では，内視鏡的胆道ドレナージが第一選択となる．

問題18 ヘリコバクター・ピロリの感染診断について誤っているのはどれか．1つ選べ．

（a） 血液または尿を用いて抗体検査が行われる．
（b） 便を用いて抗原検査が行われる．
（c） 迅速ウレアーゼ検査は簡便な血液検査である．
（d） 培養検査は薬剤感受性を調べるときに必要となる．
（e） 尿素呼気試験では呼気中の二酸化炭素の変化を測定する．

問題19 原発性甲状腺機能低下症でみられる検査所見として誤っているのはどれか．1つ選べ．

（a） CK高値
（b） ALP高値
（c） LDH高値
（d） TSH高値
（e） LDL-C高値

問題20 慢性閉塞性肺疾患（COPD）の呼吸機能検査について正しいのはどれか．2つ選べ．

（a） 静肺コンプライアンスは低下する．
（b） 機能的残気量（FRC）は低下する．
（c） CO肺拡散能力（DLco）は増加する．
（d） フローボリュームカーブの下行脚は下に凸となる．
（e） 気管支拡張薬吸入後の1秒率（FEV1%）は70%未満である．
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問題21 副腎不全の症状として誤っているのはどれか．1つ選べ．

（a） 発熱
（b） 高血圧
（c） 食欲不振
（d） 易疲労感
（e） 嘔吐下痢などの消化器症状

問題22 特定健康診査について誤っているのはどれか．1つ選べ．

（a） 2019（平成31）年現在は第2期が実施されている．
（b） 高齢者の医療確保法はかつての老人保健法である．
（c） 開始当初から現在までに検査運用に関する見直しが加えられている．
（d） 特定健康診査は特定健診と特定保健指導を含んだ言葉である．
（e） 特定健康診査は高齢者の医療の確保に関する法律（高齢者の医療確保法）に基づいて行われている．

問題23 60歳男性．12年前に胃がんのため胃全摘術を受けた．1年前からふらつきを自覚し，最近，
両上下肢のしびれ感および味覚異常が出現していた．人間ドック受診時，結膜に貧血，舌に発
赤，両足背に浮腫を認めた．末梢血液データは赤血球153万 /µL，Hb7.7g/dL，Ht 23%，網赤
血球1.2%（12‰），白血球 2,710/µL，血小板 11.7万 /µL．血液生化学所見はAST 12 IU/L，ALT 
27 IU/L，LDH 700 IU/L（基準110～220）．この疾患について正しいのはどれか．2つ選べ．

（a） 鉄欠乏を伴うことが多い．
（b） 小球性貧血である．
（c） 直ちに赤血球輸血を行う．
（d） 神経症状は治療後速やかに改善する．
（e） 治療はビタミンB12非経口的投与が原則である．

問題24 虚血性心疾患の予防について正しいのはどれか．2つ選べ．

（a） 虚血性心疾患の1次予防は危険因子（血清脂質，血糖，血圧など）の包括的管理が重要である．
（b） 心筋梗塞を発症した後は薬物療法のみで生活習慣の改善は必要ない．
（c） 血清尿酸値を抗高尿酸薬で低下させると心筋梗塞の発症は減少する．
（d） 慢性腎臓病は虚血性心疾患の危険因子である．
（e） 虚血性心疾患の既往があればLDL-Cは120mg/dL未満が管理目標値である．
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問題25 遺伝学的検査の意義のうち正しいのはどれか．2つ選べ．

（a） 遺伝学的検査で才能は判断できない．
（b） 遺伝学的検査は人間ドックの代わりになる．
（c） 遺伝学的検査は一生に1回受ければよいわけではない．
（d） 遺伝学的検査で確率が低いなら，その病気は発症しないと考える．
（e） 未成年の子供の多因子疾患の遺伝学的検査は代諾で受けさせられる．
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巻　頭　言

第 60回学術大会を終えて

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回学術大会  大会長

井上和彦

令和元年7月25日，26日に岡山市で第60回日本人間ドック学会学術大会を「Beside You 働く世代の健康増進
をめざして」をメインテーマとして開催しました．新たな令和の時代になって初めて，また，第60回という節目
の学術大会を担当させていただきましたことを大変光栄に思っています．有料参加者数は4,500名を超え，招待
者や企業関係者を加えますと約5,000名の方々にご参加いただきました．また，理事長講演，学術大会長講演，
特別講演3題，教育講演5題，シンポジウム4つで13演題，パネルディスカッション1つで4演題，特別企画4つ
で16演題，遺伝学的検査アドバイザー研修会で3演題，学術委託研究公募中間報告で7演題の計53題の指定講演，
一般演題も500演題（口演407演題，ポスター93演題）と多数の発表をいただき，盛大裡に学術大会を終えること
ができました．これもひとえに学会員の皆さまのご指導ご鞭撻の賜物と感謝しています．
今回の学術大会は，がん対策に関する主要プログラムを若干多めに構成しました．特別講演では，新たな検査

法として注目されているマイクロRNA，尿中線虫検査について最新の情報も含め，講演していただきました．ま
た，がん免疫療法と早急に対策を開始しなければならない膵がん対策について，教育講演をしていただきました．
シンポジウムでは対策型検診が実施されている肺・大腸・胃・子宮・乳腺の5つのがんについて，それぞれのオ
ピニオンリーダーの先生方に，働く世代における対策を検討してもらいました．どの会場もほぼ満員となりまし
たが，特に，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として行った特別企画4「わが国から
の胃がん撲滅をめざして」では，開始時から立ち見の人で会場があふれるほどであり，急遽中継会場を追加設営
しました．胃がん撲滅は，私が長年にわたりスクリーニングと診療の両面で取り組んできたテーマであり，スペ
シャリスト中のスペシャリストの先生方に座長と演者を直接依頼し，魅力ある内容になったものと思っています．
当然ですが，今回の学術大会でもがん対策のみならず，糖尿病・脂質異常症・高血圧などの生活習慣病対策，

メンタルヘルス対策など広範囲にわたり，それぞれの専門の先生方にご指導いただき，特別講演・教育講演・シ
ンポジウム・パネルディスカッション・特別企画のプログラムを編成しました．おかげさまで，参加された皆様
にとって興味ある内容となり，感謝しています．そして，そのなかで活発で意義深い議論をしていただき，本学
会ならびに人間ドックが，国民の健康増進に貢献できていることが確認できたのではないかと思っています．
一方，浮き彫りになった課題もいくつかありました．その一つは，人間ドック受診後の事後管理を含めた精度
管理の問題です．それぞれの施設でさまざまな工夫をして精検受診率向上などが図られ，ある程度の成果が得ら
れていますが限定的です．学会全体として統一した基準で精度管理を行うことを目指す必要があるのかもしれま
せん．
さて，一般演題の抄録の査読については，多くの社員の先生方にお世話になりました．採用・不採用について
最終判断をしましたが，一部ですが不備な抄録が見受けられました．抄録提出前に各施設において確認をお願い
できればと存じます．また，学会誌投稿に際しては倫理審査承認が必須になっていますが，学術大会発表につい
ては明らかな規定は設けられていません．ヒトを対象とした臨床研究を実施する場合，公正性・透明性が重要で
あることが叫ばれ，すでに多くの臨床系の学会では，必要な演題では登録時に倫理委員会の承認済みであること
を明記するように求められています．本学会においても早急に対応を開始しなければなりません．その周知には，
講演会を複数回実施するなど相応の準備期間が必要です．先行して導入している学会に学びながら，倫理審査が
必要な演題の条件を含めて，学術大会発表における倫理に関するフローチャートなどを作成すべきと考えていま
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す．今回発表していただいた演題を振り返りますと，症例報告や組織運営，また，保健指導，受診勧奨・医療連
携などのなかには倫理審査を必要としないものも多くみられますので，演題登録時の倫理審査を厳格にすること
が必ずしも演題数の減少にはつながることはないと思われます．
学会員が増え，学術大会参加者が5,000名と多くなり，また，盛り沢山の内容のプログラムを編成しますと，

2日間の会期で消化することが難しくなっています．今回の学術大会でも，参加したい企画が重なっているとの
ご指摘を受けました．会員集会を他の演題発表のない時間帯に単独で開催することを含めて，開催期間を3日間
にすることで，少し余裕のあるプログラム編成ができるのかもしれません．
一般財団法人淳風会が，総力をあげて学術大会に参加いただいた皆様に寄り添わせていただきました．学会運
営に慣れておらず，細かなところでは不行き届きのところが多々あり，ご迷惑・ご不自由をおかけしたのではな
いかと存じますが，大過なく第60回学術大会を終えることができましたことに安堵しています．大変ありがとう
ございました．
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総　説 人間ドック 34：433-442，2019

心血管系の agingと人間ドック健診
丸山義明　足立雅樹

埼玉医科大学病院　健康管理センター

要　約
　「ヒトは血管とともに老いる」といわれますが，では老いる（aging）とはどういうことなのか？どの
ような機序で起こるのか？心血管疾患の発症とどのようにかかわっているのか？高齢化社会を迎えて
人間ドック健診受診者も高齢化しており，心血管疾患の発症におけるagingの関与が注目されていま
す．Lakattaは心臓のagingにより，心不全，左室肥大，心房細動が発症すると述べています．血管の
agingについては，血管内径の拡大，血管壁の肥厚，硬化とともに内皮機能不全を挙げています．こ
れらは細胞老化に始まるさまざまな老化促進因子と老化抑制因子のしのぎあいの結果であり，その
過程のなかにanti-agingの鍵が隠されている可能性があります．心血管疾患の早期発見と予防は人間
ドック健診の大事な役割です．心臓と血管のaging，ならびに心血管疾患との関係についてまとめて
みました．

キーワード aging，細胞老化，心血管疾患

はじめに
“Our population is aging”これは有名なArterial 

and Cardiac AgingというLakatta論文 1）の最初の
出だしです．人口の高齢化は日本だけの問題で
はなく，全世界的な問題といえます．いわば日本
はフロントランナーとして先頭を走っているわけ
で，高齢社会における人間ドック健診のあり方を
考えてみようというのが，本稿の目的です．
心血管疾患の予防は，人間ドック健診における
重要な項目の一つです．ただし，心血管疾患は発
症するまで自覚症状のないことが多く，「何故血圧
を下げなければならないか？」，「何故メタボは改
善しなければならないか？」などを受診者に納得し
てもらうのに苦労することが多いと思います．最
近，私はCAVI（動脈硬化検査）を用いた血管年齢
や，呼吸器病学会のガイドラインに基づく肺年齢
の結果を説明の時に見せるのですが，低い年齢に
安心する方や，高い年齢にびっくりする人や怒り
出す人などさまざまな反応があって興味深いです．
また，改めて受診者の年齢，すなわち「aging」への
こだわりに感心しています．最近は若い方の人間
ドック健診受診も増えている印象があります．健
康長寿は皆さんの願いです．日本は秦の始皇帝の
時代より，長寿の国として知られてきましたが，
真の健康長寿国となるために，人間ドック健診が

いかに答えを出していけるかが，今後の課題と思
われます．そのために心血管系のagingと心血管
疾患との関係についてまとめ，心血管系における
successful agingとは何かについて考えてみました．

心血管疾患の予防
人間ドック健診の目的は心血管疾患の早期発見

と予防にあります．これらの疾患の発症には，動
脈硬化性病変のみではなく心血管系のagingも関
連しています．したがって，発症予防のためには
まず心血管系のagingによる変化を理解し，それ
を増悪させる因子としての動脈硬化性変化を予防
することになります．
1）心血管疾患とは
東京都CCUネットワークのホームページでは，
突然起こる心血管疾患として，急性心筋梗塞，狭
心症，急性心不全，不整脈，急性肺塞栓症，たこ
つぼ心筋症を挙げています．また，東京都脳卒中
急性期医療機関認定基準では，脳卒中については
脳梗塞，脳出血，くも膜下出血を挙げています．
これらは心臓や血管のagingとも関連しており，
これらの疾患をいかに早期に発見し予防するかが
人間ドック健診の役割と考えられます．
2）心血管疾患の評価
私たちが人間ドック健診で心血管疾患の評価法
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として用いるのは，問診，診察，血圧，脈拍，胸
部X線，心電図，血液検査などで，オプションと
して心エコー，頸動脈エコー，腹部エコー，運
動負荷試験，ホルター心電図，胸腹部CT，頭部
CT，脳MRIならびにMRAなどを用います．こ
のなかで問診と診察が大切で，限られた時間のな
かで受診者の心血管系のagingの評価を求められ
ます．

心臓のaging
1）agingの機序
心臓は心筋細胞と線維組織から成り立っていま

す．したがって，心臓のagingとは心筋細胞の老
化（細胞老化）や組織の変性，ならびにそれらに起
因する心臓の形態や心機能の変化ということにな
ります 2）．Lakattaはagingに伴う心臓の変化と機
序，疾患との関係を表1のようにまとめています 3）．
構造の変化としては，心筋細胞の肥大と細胞数

表1　心臓のagingと疾患との関係
Age-Associated Changes
（加齢に伴う変化）

Plausible Mechanisms
（考えられている機序）

Possible Relation to Human Disease
（関係している可能性のあるヒトの疾患）

Cardiac structural remodeling（心臓構造のリモデリング）

　↑LV wall thickness（左室壁の厚さ） ↑LV myocyte size with altered Ca2+ handling（Ca2+操
作の変化した左室心筋細胞の大きさ）

Retarded early diastolic cardiac �lling（拡張早期心臓
充満の遅延）

↓Myocyte No. （necrotic and apoptotic death）心筋
細胞の数（壊死やアポトーシスによる死）

↑Cardiac �lling pressure（心臓の充満圧）

Altered growth factor regulation（成長因子コントロー
ルの変化）

Lower threshold for dyspnea（呼吸苦の閾値低下）

Focal matrix collagen deposition（局所的マトリック
スコラーゲンの沈着）

↑Likelihood of heart failure with relatively normal 
systolic function（比較的収縮能の正常な心不全のな
りやすさ）

　↑Left atrial size（左房の大きさ） ↑Left atrial pressure/volume（左房圧／左房容量） LVH（左室肥大）

↑Prevalence of atrial fibrillation and other atrial 
arrhythmias（心房細動や他の上室性不整脈の頻度）

Cardiac functional changes（心機能の変化）

Reduced threshold for cell Ca2+ overload
（細胞へのCa2+負荷閾値の低下）

Changes in gene expression of proteins that regulate 
Ca2+ handling（Ca2+操作を調節するタンパク質の遺
伝子発現の変化）; increased ω 6: ω 3 polyunsaturated 
fatty acids ratio in cardiac membranes（心臓の膜にお
けるω 6: ω 3のような多価不飽和脂肪酸比の増加）

Lower threshold for atrial and ventricular arrhythmia
（心房や心室性不整脈の閾値低下）

Increased myocyte death（心筋細胞死の増加）

Increased �brosis（線維組織の増加）

Reduced diastolic and systolic function（拡張能と収
縮能の低下）

　↓Cardiovascular reserve（心血管予備能） Lower threshold for, and increased severity of heart 
failure（心不全の閾値の低下と重症化）

↑Vascular load（血管の負荷）

↓ Intrinsic myocardial contractility（固有の心筋収縮
力）

Ventricular-vascular load mismatch during stress
（負荷中の心室血管負荷の不一致）

↑Plasma levels of catecholamines（血清中のカテコー
ルアミンの濃度）

↓ β adrenergic modulation of heart rate myocardial 
contractility and vascular tone due to post-
synaptic signaling de�cits（心拍数による心筋収縮
能やシナプス後シグナルの欠損による血管緊張度
のβアドレナリンによる調節）

Reduced physical activity（身体活動性の低下）

Learned lifestyle（身についた生活習慣） Exaggerated age changes in some aspects of cardiac 
structure and function, eg, impaired LV ejection 
reserve capacity（左室収縮予備能の低下のように，心
臓の構造や機能の一部強調された加齢性変化）

Frailty（もろさ） Negative impact on atherosclerotic vascular disease, 
hypertension and heart failure（アテローム性硬化，
高血圧，心不全への負の影響）

文献3より一部省略と修正あり．和訳は著者による．
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の減少，マトリックスにおける結合組織の増加が
みられます．心筋細胞の肥大は，Caイオンの発現
低下などが原因で，心筋収縮の延長を認めます．
心筋細胞の減少は，心筋細胞におけるイオンチャ
ンネルの変化による活動電位の延長を認め，ミオ
シン重鎖のシフトなどによる心筋収縮速度の低下，
アドレナリンに対する反応の低下などを認めます．
RAS（レニンアンジオテンシン系）などの活性化など
により，マトリックス結合組織が増加して線維化が
進むことによって，心筋の硬さが増加してきます．
最近の研究では，インスリンシグナル伝達経路

が老化の重要な因子として注目されています 4）．
また，ミトコンドリアDNAの修復が低下した遺
伝子改変マウスでは，正常に成長したあとに早期
老化徴候がみられ，酸化ストレスやミトコンドリ
アの異常が心不全の発症に重要であると報告され
ています 2）．ミトコンドリアの異常は，心臓aging
と心不全を結ぶ共通の基盤の一つである可能性が
あります．
2）Aged heartの病態と診断
心筋のagingによって起こる病態を，Lakattaは

“Trilogy of Heart Disease”として心不全，左室肥
大，心房細動を挙げています 3）．
（1）心不全
心不全は先に述べたような心筋の硬化による拡

張障害のほかに，加齢に伴う大動脈弁などの変性
や狭窄により大動脈弁閉鎖不全症や大動脈弁狭窄
症などを併発し，それぞれ左室への容量負荷や圧
負荷となります．
拡張能の指標として，心エコーではE波（拡張早
期左室流入血流）とA波（左房収縮による収縮前期
流入血流）を用いたE/A比が用いられます．Aging
に伴い左室が硬くなり拡張末期圧が高くなると，
受動的な機序によるE波からの左室流入血流は減
少し，能動的な機序によるA波による血流が増加
するため，E/A比が低下します．すなわち左房収
縮の左室拡張末期容量に占める役割が大きくなる
わけですが，左室の硬化が進むと左室の拡張障害
による症状が出現し，いわゆる収縮能の維持され
た拡張障害による心不全（HFpEF：heart failure 
with preserved ejection fraction）となります 3）．

安静時の心拍数や収縮能はagingにより変化し
ません．ただし，負荷に対して反応できる最大心
拍数が減少し，左室収縮力も低下するため，運動
耐容能は低下します．運動時の心拍数低下の原因
としては，交感神経終末における再取り込みの減
少によるカテコラミンの枯渇，βアドレナリン受容
体のシグナル伝達不全などが考えられています 5）．
（2）左室肥大
心筋細胞数の減少とそれを代償する心筋細胞の
肥大，線維組織の増加により左室は肥大します．
肥大した左室は拡張障害を引き起こし，HFpEF
の原因となります．
（3）不整脈
加齢により刺激伝導系にも細胞老化による細胞

数の減少，線維化，脂肪の浸潤などがみられます．
心電図では洞不全症候群（SSS），房室ブロック，
心室内伝導障害，期外収縮などがみられます．洞
不全症候群や房室ブロックによるペースメーカー
植え込みの適応となるのも，高齢者において刺激
伝導系のagingした心臓に多くみられます．高齢
者にみられる左室拡張障害は左房圧の上昇と左房
の拡大を引き起こし，心房細動の原因となります．
3）心臓のaging予防
心臓のaging予防とは，心不全を予防し運動耐
容能を維持または改善することです．
まず，心筋のエネルギー消費を減少させること
は心不全の治療法として長期予後を改善させると
され，このためにアンジオテンシン変換酵素阻害
薬やβ遮断薬などの心筋のエネルギー消費を減少
させる治療が長期予後を改善させます．これらの
薬物はすでに慢性心不全の治療薬として臨床で用
いられ，有効性が確認されています．
次に，心不全になると脂肪酸の利用が低下し，

グルコースの利用が増加するという「代謝シフト」
が起こります．健常人でも老化に伴い，同様に代
謝シフトが起こることが知られています．これに
関連して，インスリンシグナル経路がagingと関
連するシグナルとして注目されています．インス
リンシグナルの活性低下は，agingによる心不全
の発症を抑制したとの報告があり，インスリンシ
グナルが過剰になると心筋細胞の肥大が進み，心
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不全の増悪することが報告されています 4）．すな
わち，高インスリン血症は心イベントと関連して
おり，インスリン抵抗性改善薬によるインスリン
シグナル調節は心不全予防に不可欠とされます．
最後に，心肺機能の改善に有効なのはやはり運

動です．FICSIT trialsをはじめ，多くの研究にお
いて適切な食事療法と運動は高齢者の運動耐容
能を改善することが報告されています．我が国に
おいても厚生労働省の健康日本21事業で用いら
れる「1に運動，2に食事，しっかり禁煙，最後に
クスリ」という標語は今でも各地で使われており，
実際，高齢者の運動による心肺機能の改善を実感
する方は多いと思います．

血管のaging
1）ArteriosclerosisとAtherosclerosis

ArteriosclerosisとAtherosclerosisはともに動脈硬化
と訳されますが本来の意味は異なり，Arteriosclerosis
（いわゆる動脈硬化）は，病理学的にはアテローム
性硬化（粥状硬化），メンケベルグ型中膜石灰化，
細動脈硬化に分けられます 6）．Atherosclerosisは
厳密にはアテローム性硬化のことを指し，虚血性
心疾患，脳血管障害，大動脈瘤，閉塞性動脈硬化
症などの原因となります．本稿では混乱しないよ
うに，アテローム性硬化をatherosclerosisの意味
として使います．メンケベルグ型中膜石灰化は臨
床的に問題となることはほとんどありません．細
動脈硬化は高血圧症がその危険因子とされ，脳血
管障害の主な原因とされています 7）．
アテローム性硬化の研究は最も進んでおり，そ
の原因として高血圧，高コレステロール血症，高
中性脂肪血症，喫煙，インスリン抵抗性や肥満・
糖尿病，炎症などが挙げられています．また，危
険因子として，高血圧，高コレステロール血症，
糖尿病，肥満，喫煙，心疾患の家族歴，運動不足，
不健康な食事などが指摘され，予防法としては，
禁煙，健康的な食事の摂取，規則的な運動，健康
的な体重の維持が勧められています．
2）血管の細胞老化
血管のagingは，細胞老化が原因となって引き
起こされます．Russel Rossがアテローム性硬化症

の発症機序として“Response to injury theory”にお
ける炎症反応の重要性を指摘して以来，血管では
炎症に関与する内皮細胞のみならず，内膜，中膜
においてさまざまな細胞や物質が遊走または発現
し，マトリックスの変化もみられることが研究の
結果報告されています．血管では，単球の血管内
皮細胞を介しての内膜への取り込みによるマクロ
ファージ化，中膜平滑筋細胞の内膜への遊走など
炎症細胞のみならず，さまざまな因子がダイナミッ
クな活動をしています．そのような環境のなかで，
血管のagingとは，細胞老化の過程に，老化に抵
抗する因子と老化を促進する因子とが絡み合いな
がら血管の形態や機能に起こす変化といえます 8）．
老化を促進する物質と，老化を遅らせようとする
物質など，老化を制御するさまざまな因子が相互
に関連しながらagingが進み，血管の形態や機能
に変化を誘導し，それが血管病変の原因となって
います 9）．
3）血管の構造とaging
動脈は弾性動脈や筋性動脈のいずれも，最内層

の内膜，内弾性板を隔てての厚い中膜，最外層の
外膜の三層から成り立っています．内膜は最内層
に一層の内皮細胞とその下の内皮下組織から成り
立っています．
げっ歯類にみられるagingによる血管の変化を

Lakattaは表2のようにまとめています 5）．血管の
変化にはさまざまな因子が作用しており，聞きな
れない物質も多くてわかりにくいのですが，大ま
かにまとめ，拙訳をつけておきます．
【血管のagingに関係する因子1】

VSMC（vascular smooth muscle cell 血管平滑筋細
胞）：血管壁内を中膜から内膜へ遊走し，血管の
硬化やアテローム形成などを行います．
Matrix（マトリックス）：生体組織のうち細胞以外
の部分．
TGF β（ベータ型変異増殖因子）：細胞増殖・分化
を制御し，細胞死を促すサイトカイン（細胞の働
きを調節する分泌性タンパク質の一種）．細胞分
化・遊走・接着に関与し，個体発生や組織再構築，
炎症・免疫，がんの浸潤転移などの領域において
重要な役割を果たしています．
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MMPs（Matrix metalloproteinase マトリックスメ
タロプロテアーゼ）：メタロプロテアーゼ（タンパ
ク質分解酵素）の一種．VEGF（血管内皮細胞増殖
因子；後述）などの血管新生（後述）因子の産生に刺
激を受けた血管内皮細胞によってMMPsは産生さ
れます．MMPsは血管を支えている基底膜を分解
するため，血管内皮細胞は間質へ遊走し，間質中
で増殖し，管腔を形成し，新生血管を構築します．
adhesion molecule（細胞接着分子）：細胞の表面
にあって，細胞どうしあるいは細胞と細胞外マト
リックス（基質）の接触による接着にかかわる分子の
総称．CAM（cell adhesion molecule）または，細胞間
接着分子（ICAM：intercellular adhesion molecule）
とも呼ばれます．細胞は相手の細胞を仲間として
認識し結合しあって組織となり，ついで器官・臓
器がつくられ，やがて多細胞生物の個体が形成さ
れ維持されます．細胞接着分子はこうした結合を
成立させるための接着および細胞間の相互作用に
関与し，細胞の組織への分化や個体形成および維
持，ならびに再生などにかかわっています．また，
接着することによって外部情報をとらえて細胞に
伝える役割（シグナリング）も果たし，免疫応答や
炎症反応にも関与しています．
NO（一酸化窒素）：血管の内皮細胞から産生され，
血管を拡張します．
RAS（レニン・アンジオテンシン系）：AngⅡ（アン

ジオテンシンⅡ）の加齢による増加はTGFβを発
現し，MMPシステムを活性化し，ROS（活性酸素）
の産生を促進してNOの生物学的利用能を低下さ
せます．その結果動脈の炎症と線維化をもたらし，
動脈のリモデリングをきたします．
Collagen（コラーゲン 膠原繊維）：ヒトの臓器に
おける細胞外基質（細胞外マトリクス）の主成分．
Cross-linking（架橋結合）：異なる構造同士がイオ
ン性相互作用などで結びつき， 構造を安定化させ
るような結合．糖化反応は架橋結合を促進します．
Fibronectin（フィブロネクチン）：細胞接着分子と
して，細胞の接着や成長，移動，分化を促進する
巨大な糖タンパク質．細胞の細胞外マトリックス
への接着，結合組織の形成・保持などによりヒト
の生命機能を支えています．
Elastin（エラスチン 弾性線維）：コラーゲンを支え
る線維．先駆体タンパク質であるトロポエラスチ
ンとして血管や平滑筋細胞，線維芽細胞などで生
合成され，次にミクロフィブリルと呼ばれる糖タ
ンパク質の周囲や間隙に集合した後，分子間で架
橋されて弾性線維のコアタンパク質であるエラス
チンとなります．
Glycosaminoglycans（グリコサミノグリカン）：
多糖類の一種．結合組織を中心にあらゆる組織に
普遍的に存在します．
Superoxide（スーパーオキサイド O2-）：ROSの一

表2　血管構造のaging
Aging

Intima（内膜） ↑Thickness：VSMC（血管平滑筋細胞） and matrix （マトリックス）
↑TGF β, but↓antiproliferative e�ects（抗増殖作用） 
↑MMP-II levels and activity（MMP-II濃度と活動性）
↑Expression of adhesion molecules（接着分子の発現）
↑NO（一酸化窒素）
↑RAS（レニンアンジオテンシン系）

Media（中膜） ↑Thickness
VSMC：↑size, ↓number

Matrix（マトリックス） ↑Collagen content（コラーゲン成分）
↑Collagen cross-linking（nonenzymatic glycation）（コラーゲン架橋結合）（非酵素的糖化）
↑Fibronectin（フィブロネクチン）
↓Elastin：calci�cation and fragmentation（エラスチン；石灰化と分解）
↑Glycosaminoglycans（ムコ多糖） 

Vasoreactivity（血管反応性）↓Free NO, ↑superoxide, ↑peroxynitrite 
↑Expression of adhesion molecules（接着分子の発現）
↑Permeability（透過性）
↓Angiogenesis （血管新生）*↓VEGF*

*In rabbits．文献5より一部省略と修正あり．和訳は著者による．
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種であり，酸素分子に1電子が加わったもの．酸
化作用による殺菌作用など，生体防御機構に関与
していますが，一方で虚血再灌流時などには大量
に産生され，細胞傷害の原因となります．
Peroxynitrite（過酸化亜硝酸）：NOとスーパーオ
キサイドとの反応によって生成される，生体内で
重要なオキシダント（酸化作用の強い物質）．
VEGF（血管内皮細胞増殖因子）：脈管形成（胚形成
期に，血管がないところに新たに血管がつくられる
こと）および血管新生に関与する一群の糖タンパク．
血管新生：既存の血管から新しい血管が形成され
る過程．がん，網膜症，慢性炎症性疾患などの病
変部位では過剰に血管が増生し，病態悪化の原因
となっています．心臓においては創傷治癒作用で
心筋を保護し，心不全を代償しています．血管に
おいては，動脈硬化の進展と虚血臓器における側
副血行路の担い手との二面性を持っています．
（1）内膜のaging

Agingに伴い，内膜のびまん性肥厚を認めます
が，その原因としてコラーゲン，中膜から遊走し
た血管平滑筋細胞，内膜表面への単球接着の増加
などが報告されています．
（2）内皮細胞のaging

Agingに伴いAngⅡ（アンジオテンシンⅡ）やエ
ンドセリンのような血管収縮物質の産生が増加
し，NO，プロスタサイクリンなどの血管拡張物
質の産生は減少します．また，加齢とともに内皮
細胞のテロメア長も短縮し，細胞老化に至ります．
（3）中膜のaging

Agingとアテローム性硬化では形態として微妙
な違いがありますが，その機序には重なる部分が
多くみられます 6）．しかし，アテローム性硬化では
血管中膜への影響が少ないことより，中膜でみら
れる変化，すなわちMMP-2のような細胞外基質タ
ンパクの沈着や，大きいが数が減少した平滑筋細
胞などはおもにagingによる変化と考えられます．
4）血管の形態と機能のaging

Lakattaは加齢に伴う大動脈の変化として，内
腔の拡張，壁の肥厚，壁の硬化，内皮機能不全を
挙げ 5），agingに伴う血管の変化と機序，疾患との
関係を表3のようにまとめています 1）．

（1）内腔の拡張
中心動脈のような弾性血管では，加齢により血
管内腔は直線的に拡大しますが，この変化はアテ
ローム性硬化によるプラークがみられない場合に
も起こります．血管が伸展性を失い拡張する原因
は中膜の変化にあるといわれ，中膜平滑筋細胞の
数とその容量が減少すること，変性エラスチンや
基質，コラーゲンの増加していることが原因とさ
れています 6）．
（2）壁の肥厚
血管壁の肥厚は内膜と中膜の両方に起こります

が，内膜では平滑筋細胞と細胞外マトリックスの
増加により肥厚し，中膜では平滑筋細胞の数は減
少していますが肥厚を認めます．血管壁の細胞外
線維成分には，コラーゲン，フィブロネクチン，
glycosaminoglycanの増加があり，壁肥厚と硬さ
増加の原因となります．エラスチンは減少するた
め血管壁の弾性性は減少します．
動脈壁肥厚は主に内膜の肥厚によるもので，

頸動脈エコーで測定される平均の頸動脈 IMT
（Intima Media �icknessの略で，頸動脈の内膜
中膜複合体厚）は，加齢によって増大するのみな
らず高齢者では不均一性が拡大しているのが特徴
です．IMT低値はsuccessful vascular aging，高
値ではunsuccessful vascular agingとされます．
中心動脈壁のagingによる硬化は収縮初期の反
射波の戻りと関係しており，augmentation上昇の
原因となります．この結果，末梢動脈における収
縮期血圧と脈圧は上昇します．
（3）壁の硬化
血管壁の硬化度の変化は，主に血管壁における

血管の拡張とエラスチン復元サイクルの破綻によ
るもので，その結果エラスチンの断裂，摩滅なら
びにコラーゲンの沈着が促進されます．また，こ
の変化は“early vascular aging”として血管のaging
に特徴的な変化とされます 10）．
（4）内皮機能不全
内皮細胞はシグナリングカスケードの中心とし

て，血管の緊張度，血管壁透過性，血管新生，炎
症に対する反応などを調整しています．すなわち，
血管内皮は血管壁環境において老化抵抗性に機能
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しており，機能不全に陥るとagingが促進されます．
5）血管のagingとアテローム性硬化

Agingは心血管疾患発症の重要な危険因子です
が，その血管内膜に起こる変化は高血圧やアテ

ローム性硬化と似たようなところが多く，アテ
ローム性硬化とagingの最も大きな違いは，血管
の硬化と内膜におけるプラーク形成といえます．
表4はaging，高血圧，アテローム性硬化によっ

表3　血管のagingと疾患との関係
Age-Associated Changes
（加齢に伴う変化）

Plausible Mechanisms
（考えられている機序）

Possible Relation to Human Disease
（関係している可能性のあるヒトの疾患）

Vascular structural remodeling（血管構造のリモデリング）

↑Vascular intimal thickness（血管内膜の厚さ） ↑Migration of and acute matrix production by 
VSMC（血管平滑筋細胞の遊走とマトリックス産
生）

Promotes development of atherosclerosis 
（アテローム性硬化の促進）

Possible derivation of intimal cells from other 
sources（よそからの内膜細胞の派生の可能性）

↑Vascular sti�ness（血管の硬さ） Elastin fragmentation（エラスチンの分解） Systolic hypertension（収縮期高血圧）

↑Elastase activity（エラスターゼの活動性） Left ventricular wall thickening（左室壁の肥大）

↑Collagen production by VSMC and ↑Cross 
linking of collagen（血管平滑筋細胞によるコ
ラーゲンの産生とコラーゲンの架橋形成）

Stroke（脳卒中）

Atherosclerosis（アテローム性硬化）
Left ventricular hypertrophy（左室肥大）　

Altered growth factor regulation /tissue repair 
mechanisms（成長因子の調節/組織修復作用の変化）

Vascular functional changes（血管機能の変化）

Altered regulation of vascular tone
（血管緊張度調節の変化）

↓NO production /e�ects（一酸化窒素の産生・効果） Vascular sti�ening（血管の硬化）; hypertension（高
血圧）

Early atherosclerosis（早期のアテローム性硬化）

Reduced physical activity（身体活動の低下）

Learned lifestyle（身についた生活習慣） Exaggerated age changes in some aspects of 
vascular structure and function, eg, arterial 
sti�ening（動脈の硬化のように，血管の構造や機
能の一部強調された加齢性変化）

　
Frailty（もろさ） Negative impact on atherosclerotic vascular 

disease, hypertension and heart failure（アテロー
ム性硬化，高血圧，心不全への負の影響）

文献1より一部省略と修正あり．和訳は著者による．

表4　Aging，高血圧，アテローム性硬化における動脈の変化の比較
Aging 高血圧 アテローム性硬化

内腔拡張 ＋ ± ？
壁硬化 # ＋ ± ？
　↑コラーゲン ＋ ± ？
　↓エラスチン ＋ ± ？
壁（内膜）肥厚 ＋ ＋ ＋
　プラーク形成 # － ± ＋
　↑血管平滑筋数 ＋ ＋ ＋
　マクロファージ ＋ ＋ ＋
　T細胞 ＋ ＋ ＋
内皮機能不全 ＋ ＋ ＋
　↑マトリックス ＋ ＋ ＋
　↑RAS ＋ ＋ ＋
　MMP（matrix metalloproteinase）調節不全 ＋ ＋ ＋
　↑MCP-1/CCR2 ＋ ＋ ＋
　↑ ICAM-1 ？ ＋ ＋
　↑TGF β ？ ＋ ＋
　↑NADPHオキシダーゼ ？ ＋ ＋
　↓VEGF ＋ ＋ ＋
　↓NO ？ ＋ ＋
　↓テロメア長 ＋ ？ ＋

#：Agingとアテローム性硬化の違いと考えられているもの．文献11より一部省略と修正あり．
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て起こる動脈の変化を比較したものです 11）．
【血管のagingに関係する因子2】

MCP-1/CCR2（Monocyte Chemoattractant Protein 
1/ CC Chemokine receptor 2）：MCP-1は単球・リ
ンパ球の遊走を引き起こすケモカイン（小分子量
のペプチドタンパク）で，細胞遊走活性を示すサイ
トカインとして，炎症のメディエーターとなりま
す．CCR2はケモカインのレセプターで，両者が
結合することで，動脈硬化などの炎症性疾患を悪
化させます．
ICAM-1（intercellular adhesion molecule-1）：細胞
間相互作用をつかさどる接着分子の一つで，リン
パ球の抗原細胞への結合や，活性化リンパ球の血
管内皮細胞への結合に関与します．血管内皮細胞
に認められ，各種炎症性サイトカイン（IL-1，TNF
あるいはIFN-γ）によりその発現が増強されます．
NADPHオキシダーゼ：主要なROS産生の源で，
酸化ストレス（ROSの発生とそれに対抗する抗酸
化機構とのバランスが破綻した状態）の原因とな
ります．ROSは，好中球やマクロファージなど血
液中の細胞のほか，血管内皮細胞や平滑筋細胞か
らも産生されます．
テロメア：テロメアは染色体終末に位置する生物
的年齢のマーカー．分裂ごとに短縮し，ある程度
分裂を行うとそれ以上の分裂は不可能となり，細
胞は老化します．
動脈の老化によってアテローム性硬化が増悪す

ることを，病理学者の中島先生は「老化は硬化を
呼ぶ」と述べられています 6）．すなわち，老化によっ
てアテローム性硬化の危険因子に対する感受性が
急速に増悪します．しかし，重なる部分は多いも
のの，アテローム性硬化とagingによる変化には
男女差や変化速度の違いがあり，分けて考えるこ
とができます．
アテローム性硬化は多くの因子が複雑にまじり
あった病態で，動脈の部位による差も認められま
す 6）．大動脈と脳底動脈のアテローム性硬化は加
齢により増悪します．加齢によってアテローム性硬
化は増悪しますが，危険因子との関連は若年者ほど
強くはないとの報告もあり，高齢者においてはアテ
ローム性硬化の予防と同じくaging対策も必要です．

老化には，変化の遅いSuccessful agingと早い
Unsuccessful agingがあり，動脈の老化を促進す
る多くの生化学的，酵素的，細胞性変化ならびに
それらを調節する多くのシグナルが高血圧やアテ
ローム性硬化のような動脈疾患の病因と進行に関
係しています．すなわち，血管のagingを遅らせる
ことは，心血管疾患の発症を予防することであり，
有酸素運動，食事療法，カロリー制限，減量は，
内中膜肥厚，壁硬化を予防し，内皮機能を改善し
ます．
6）血管agingのキーワード
これまで述べてきたように，血管agingの主役

として糖化ストレス，酸化ストレス，RAS，慢性
炎症，テロメアなどが挙げられます．
糖化ストレス：慢性的な高血糖状態や炎症，酸化
ストレス下では，糖によるタンパク質，脂質，核
酸のアミノ基の非酵素的糖化反応が進み，循環血
液中や組織で終末糖化産物（AGEs）が促進的に形
成され，蓄積されます．AGEsは酸化ストレスや
炎症反応を惹起させて，さまざまなサイトカイン
や増殖因子の発現を誘導し，動脈硬化症，糖尿病
性細小血管症を進展させます．一方，骨髄からの
内皮前駆細胞の動員を阻害することで血管内皮の
修復系を破綻させます．AGEsを抑えることで，
心血管病の進展プロセスを制御できる可能性があ
ります．
酸化ストレス：酸素は外部からのさまざまな刺激
を受け，反応性の高いROSに変化します．ROS
は細胞伝達物質や免疫機能として働く一方で，過
剰な産生は細胞を傷害し，がん，心血管疾患なら
びに生活習慣病などさまざまな疾患をもたらす要
因となります．そのため生体内には，ROSの傷害
から生体を防御する抗酸化防御機構が備わってい
ますが，ROSの産生が抗酸化防御機構を上回った
状態を酸化ストレスといいます．
RAS：既出
慢性炎症：“Response to injury theory”以来，血
管内ではマクロファージや白血球などの細胞の遊
走による慢性炎症が，動脈硬化に関連しているこ
とが報告されています．先に述べたMCP-1が白
血球細胞表面のケモカイン受容体（CCR2など）に
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刺激を与え，そのシグナルが細胞内を伝わった結
果，細胞の遊走が誘発されます．プラークの不安
定化にも慢性炎症が関係しています．
テロメア：既出
7）血管agingの予防
血管におけるsuccessful agingとは心血管病変

を起こしにくいaging，すなわち，プラークが安
定し硬くならない血管壁ということになります．
人間ドック健診の目的は心血管病変の早期発見

と予防にあります．心血管病変のなかでも大事な
のは，心筋梗塞と脳梗塞ですが，その発症機序は
異なり，前者はプラークラプチャー，後者は細動
脈の閉塞によって発症するとされています．した
がって，心筋梗塞では，プラークの形成と不安定
化の予防が重要ですし，脳梗塞では，細動脈硬
化の予防が重要です．アテローム性変化とaging
は本来分けられるものですが，その機序には重な
る部分がかなりあります．したがって，アテロー
ム硬化予防と血管のaging予防も多くの部分で重
なっています．
アテローム性硬化の予防法としては，禁煙，健
康的な食事の摂取，規則的な運動，健康的な体重
の維持が挙げられますが，これらはaging予防に
も効果があります．
近年，血管拡張物質であるNOが注目されてい

ます．NOの産生を増やすためには，原料となる
L-アルギニンが含有される食品として，赤肉，魚，
鶏肉，豆，大豆，ナッツが勧められています．抗
酸化物質はNOを保護するため，抗酸化作用とし
て働く栄養素である，ビタミンC，ビタミンE，
ポリフェノールなども有効です．
また血管agingの主役である，糖化ストレス，
酸化ストレス，RAS，炎症，テロメアなどについ
ては，これらの作用を遅らせることは血管のaging
予防になるため，薬物，食事，生活習慣などとの
関連で研究が進められており，今後，血管のaging
が予防できる時代も遠くないと期待されます．
Arterial-cardiac interaction
動脈と心臓は連結しているため，心臓のaging

と血管のagingは互いに影響しあうことが予想さ
れます 5）．収縮期血圧の上昇による左室圧負荷に

よって心筋細胞は肥大しますが，同時に血管新生
も促進されることで心機能は維持されます．代償
性心肥大から非代償性心肥大へ移行するメカニズ
ムとして，血管新生抑制以外にもさまざまな分子
機序が関与するため，血管密度が維持されること
は心臓の恒常性制御という観点からも重要と考え
られます．
血管内皮細胞における細胞老化が肥満や糖尿

病，心不全の病態を促進することが最近明らかと
なっています．圧負荷時に，過剰な交感神経刺激
を介して上昇するp53シグナルにより，血管内皮
細胞と骨髄由来炎症細胞の細胞接着因子の発現が
上昇し，心臓で慢性炎症と組織リモデリングが進
行することが報告されています 4）．心不全の約半
数は左室収縮機能が保たれた心不全（HFpEF）で
す．老化や高血圧はHFpEFの危険因子として知
られますが，血管内皮細胞におけるROSレベル
の上昇や慢性炎症がHFpEFの病態に重要である
ことが明らかになりました．血管におけるp53シ
グナルの増強により血管新生が抑制され，心不全
が増悪することも報告されており 4），血管老化の
抑制は心不全の病態を制御するうえでも重要と考
えられます．

まとめ
以上，長々と心血管系のagingについて，細胞
老化から形態や機能の変化まで述べてきました．
乱暴にまとめてしまうと，「心臓や血管のagingと
は硬くなること」といえそうです．硬くなった心
臓は拡張障害を起こし，収縮能の維持された心不
全，いわゆる“HFpEF”となります．また，心臓
組織の変性は弁の変性も伴い，拡張末期圧の上昇
も加わって，大動脈弁閉鎖不全症や僧帽弁閉鎖不
全症，あるいは石灰化を伴って固くなり，狭窄症
の原因となります．一方，硬くなった血管は反射
波を先行させるためにいわゆるAI（augmentation 
index）が高くなり，収縮期圧を上げ，拡張期圧
を下げて脈圧を増大させます．こうした動脈の
agingにより，脈を触れる動脈は硬くなり，いわ
ゆる速脈や大脈としても触れることができます．
さらには，心臓と血管には連携があるため，硬
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くなった心臓と血管は，高くなった収縮期圧を
介して相互に反応しあい，いわゆるunsuccessful 
vascular agingとして，アテローム性硬化を促進
させるとともに，心血管病変のリスクをさらに高
めてゆきます．このようなリスクにいかに早く気
づき，予防できるかが私たちの使命です．通常の
健診という場所で用いることができる手段は，診
察，脈拍，血圧，胸部X線，心電図などに限られ
ています．心臓の老化はすでに述べたように，心
不全，左室肥大，心房細動にみられます．これら
は聴診所見，むくみ，胸部X線，心電図などでみ
ることができます．血管の老化は，脈拍の異常や
腹部大動脈の拍動，胸部X線における動脈の蛇行
や石灰化などでみることができます．オプション
としての心エコーは心臓のさらに詳しい情報をも
たらすことでしょう．頸動脈エコ―，胸腹部CT，
脈波伝導速度（PWV）やCAVIなどは専門的な血
管の情報をもたらすことでしょう．最近はリピー
ターのみならず，若い方の人間ドック健診受診も
増えています．受診者のagingへの関心が強まっ
ているように感じます．心血管系の評価にaging
を意識することで，身体所見や人間ドック健診結
果の見方が変わり，心血管系病変の早期発見と予
防につながり，日本が真の健康長寿国になること
を期待してやみません．

文　献
1） Lakatta EG, Levy D: A Arterial and cardiac aging: major 

shareholders in cardiovascular disease enterprises: Part I: 
aging arteries: a "set up" for vascular disease. Circulation 
2003; 107: 139-146.

2） Steenman M, Lande G: Cardiac aging and heart disease in 
humans. Biophys Rev 2017; 9: 131-137. 

3） Lakatta EG, Levy D: Arterial and cardiac aging: major 
shareholders in cardiovascular disease enterprises: Part II: 
the aging heart in health: links to heart disease. Circulation 
2003; 107: 346-354.

4） 清水逸平，南野 徹：心臓における老化シグナルの意義．
心臓 2017；49：1208-1212．

5） Lakatta EG: Arterial and cardiac aging: major shareholders 
in cardiovascular disease enterprises: Part III: cellular and 
molecular clues to heart and arterial aging. Circulation 
2003; 107: 490-497.

6） 中島 豊，居石克夫：ArteriosclerosisとAtherosclerosis 
動脈壁の経年的変化と粥状硬化（アテローム硬化）．Arte 
Stiff 2003；4：http://www.arterial-stiffness.com/pdf/
no04/007_012.pdf ［2019.8.19］

7） 北 徹：加齢と動脈硬化．日老医誌 1998；35：805-810．
8） Ungvari Z, Tarantini S, Donato AJ, et al: Mechanisms of 

Vascular Aging. Circ Res 2018; 123: 849-867.
9） 新村 健：老化を制御する液性因子．日老医誌 2016；53：

10-17．
10） Cunha PG, Boutouyrie P, Nilsson PM, et al: Early Vascular 

Ageing (EVA): De�nitions and Clinical Applicability. Curr 
Hypertens Rev 2017; 13: 8-15.

11） Najjar SS, Scuteri A, Lakatta EG, 小澤利男訳 : 動脈の老
化 それは不変の心血管系危険因子であろうか？Arterial 
aging: is it an immutable cardiovascular risk factor? Arte 
Stiff 2006；9：http://www.arterial-stiffness.com/pdf/
no09/011_022.pdf ［2019.8.19］



人間ドック　Vol.34  No.3  2019年

原　著

17 ( 443 )

人間ドック 34：443-449，2019

当センターにおける
人間ドック受診後のフォローアップの現状と今後の課題

小川美咲　伊藤恭子　加藤智弘

要　約
目的：人間ドック受診後のフォローアップ活動を振り返り，今後の健康支援活動の課題を検討した．
方法：対象期間は2014年7月から2016年6月までの2年間で，任意型人間ドックを受診した
15,219人を対象者とした．各検査項目の判定区分別内訳，年代別・男女別における要精密検査・
要治療者の割合，ならびに受診勧奨による生活習慣病関連と非生活習慣病関連の受診率について検
討した．
結果：人間ドック受診者数は延べ15,219人であり，要精密検査や要治療となった健診者は5,388
人（35.4%）であった．そのうち3,371人（62.6%）は，結果票を受け取った後，自ら受診行動を起こ
していた．残りの2,017人（37.4%）が未受診と考えられ，受診勧奨の対象者となった．生活習慣病
関連については624人に受診勧奨の手紙を郵送し，新規受診者は20人（受診率3.2%）であった．一
方，非生活習慣病関連については1,393人に郵送し，新規受診者は168人（受診率12.1%）であった．
統計学的に生活習慣病関連の受診率が有意差をもって低かった（p<0.01）．
結論：受診後のフォローアップ該当者の多くは，電話や手紙により積極的に関与しても受診行動に
はつながりにくい．未受診者の医療機関への受診率向上，ならびに，生活習慣改善により，要精密
検査・要治療の対象者を減らしていくためにも，健康への関心が最大に高まっている人間ドック受
診日当日に，健診者全員が結果説明と健康相談・保健指導を受けられる仕組みづくりが必要である．
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緒　言
現在，生活習慣病が本邦の国民医療費の1/3を

占めている 1）．そのため，予防医療の拡大・充実
により，疾病に罹患することなく，健康寿命を延
ばしていくことが重要な課題となっている．また，
2025年には団塊の世代が後期高齢者となること
から，医療費の削減が急務とされており，これら
の医療費をめぐる問題は，超高齢社会にある日本
の重要な課題である．我々が従事する任意型の人
間ドックや対策型の検診では，予防的関わりを持
つことにより病気を未然に防ぎ，さらに疾病を顕
在化，あるいは重症化する前に治療へとつなぐこ
とで，結果として医療費の伸びを抑制することも
期待できる．
当センターでは，年間約7,500人の人間ドック

を行っており，40歳から65歳未満の企業健診の
受診者が約70%を占める．当センターは東京都

港区に位置し，周辺に企業が多いことから，企業
との健診契約の比率が高く，予防的活動による効
果も期待される．
しかし，人間ドック開始時の看護職による医療
面接では，前回の健診結果で要精密検査・要治療
であった項目が，受診することなく未受診のまま
となっている者も少なくない．その理由としては，
例えば，毎年糖代謝異常による受診を指摘されて
いるものの，自覚症状に乏しいことから受診行動
につながらない場合や，仕事を最優先するあまり，
受診勧奨項目があったこと自体は認識していたも
のの忘れていたことを理由に，未受診のままで次
回の人間ドックを迎えている場合などがあった．
当センターでは，以前は人間ドック後のフォ

ローアップとして，まず結果票を郵送するが，そ
の後医療機関への受診が確認できなかった健診
者に対して，3ヵ月後を目途として電話による連
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絡を行い，受診状況の確認や受診勧奨を行ってい
た．このような当センターからの問い合わせに対
して，直ちに受診行動を起こす健診者から，まっ
たく対応されないばかりか拒否される場合までさ
まざまなパターンがあり，この活動が有効か否か
をこれまで調査し報告してきた 2）．当センターを
受診した健診者の63.5%が受診勧奨前にすでに
自ら受診行動をとっていたが，未受診者は36.5%
おり，その内訳は電話で対応することで最終的に
受診につながった健診者が8.2%，連絡はできた
ものの受診の保留や拒否となった健診者28.3%，
連絡自体がまったく取れなかった健診者13.9%
との結果 2）であった．この結果により，電話によ
る健診受診後のフォローアップを一旦中止した経
緯がある．しかし，現在の医療のさまざまな課題
も踏まえれば，未受診者に対する働きかけは重要
であり，特に受診率が低いとされる，高血圧・脂
質異常・糖代謝異常の生活習慣病予備群 2,3）を有
する健診者に関しては，今後虚血性心疾患，脳血
管疾患，腎疾患等の発症リスクが高く，より一層，
受診率向上のための対策が必須といえる．
そこで，我々は，未受診者の受診率向上に向け
た新たな取り組みを開始した．すなわち，結果票
の郵送後に，精密検査や治療が必要と判定され
た健診者を調査し，医療機関への受診が確認でき
なかった者に対して，結果票の郵送3ヵ月後を目
途に手紙を送付し受診を促す活動である．東京都
港区はクリニック等も多数あり，働き盛りの健診
者が時間と場所を自ら選び，医療機関の受診がい
つでも可能となるよう，精密検査・治療依頼書も
同時に送付した．本研究では，この新たな方法で
の，人間ドック受診後のフォローアップ活動を評
価し，その現状とともに，今後の健康支援活動の
課題を検討したので報告する．

対　象
研究期間は，手紙の郵送による人間ドック受

診後のフォローアップ活動を開始した2014年7
月から2016年6月までの2年間とした．研究対
象者は，任意型人間ドックを受診した総健診者
15,219人とした．倫理的配慮として，健診に関

わる検査データを学術目的として使用することを
文章化し，人間ドック時に対象者の同意を得てい
る．なお，得られたデータは対象者が特定できな
いように匿名化を行った．

方　法
人間ドックの検査項目ごとについて各判定区
分別（A判定からG判定）の内訳を算出した．ま
た，年代別・男女別における要精密検査（E）・要
治療（G）判定者の割合についても調査した．さら
に，以前報告した電話による人間ドック受診後の
フォローアップの結果と，新たに開始した手紙と
いう方法での受診率を比較検討し，生活習慣病関
連（高血圧・脂質異常・糖代謝異常）と非生活習
慣病関連の受診率も同様に解析した．本研究にお
ける人間ドック受診後のフォローアップとは，人
間ドックの結果票郵送後に医療機関への受診が確
認できなかった要精密検査（E）・要治療（G）判定
の健診者に対し，3ヵ月後に手紙を送付する受診
勧奨と定義した．受診勧奨前の準備として，当セ

図1　受診勧奨に使用した手紙
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ンターが所属する附属病院への受診状況に関して
は，共有端末で受診の有無を確認し，そのうえで
フォローアップ対象者を抽出した．郵送した書類
は，受診勧奨の手紙（図1），精密検査・治療依頼
書，返信用用紙の3種類である．また，郵送した
書類について，本人もしくは医療機関からの返信
をもって受診済みの確認とした．本研究における
生活習慣病関連とは，高血圧・脂質異常・糖代謝
異常の生活習慣病予備群の3項目と定義し，上記
3項目以外のがんを含む生活習慣病については非
生活習慣病関連に分類し検討した．当センターの
人間ドックの判定区分は表1に，生活習慣病関連
の判定基準は表2に示した．なお，HDLコレステ
ロールについては低値であった場合に改善する薬

剤の有効性の知見が乏しいことから，要精密検査
（E）・要治療（G）判定を設けていなかった．本研
究は，後ろ向き調査研究で行い，Stata version15
（StataCorp，College Station，TX，USA）を用いて，

χ 2検定（Pearson's chi-square test）を行い統計学的
に解析した．有意差はp＜0.05とした．

結　果
当センターの人間ドックを受診した15,219人

のうち，要精密検査（E）や要治療（G）となった健
診者は延べ5,388人（35.4%）である．年齢が高
くなるに従い，要精密検査（E）や要治療（G）の判
定の割合が高くなる傾向であった（図2）．男女別
要精密検査（E）・要治療（G）判定の割合は，男性

表1　当センターの人間ドックの判定区分
A 異常を認めません．
B 軽度の異常ですが日常生活に支障ありません．
C 定期的に検査を受けて下さい．
D すみやかに再検査を受けて下さい．
E 精密検査を医療機関で受けて下さい．
F 現在治療中（主治医に本結果報告書をお見せ下さい）．
G 治療の必要があります．医療機関を受診して下さい．

表2　当センターの生活習慣病関連の判定基準
A B C D E F G

血圧
収縮期血圧（mmHg）

90–129 L 85–89 L 80–84 治療中 L ＜79
H 130–139 H 140–159 治療中 H ＞160

拡張期血圧（mmHg）
50–84 L ＜49 治療中

H 85–89 H 90–99 治療中 H ＞100

脂質

総コレステロール（mg/dL）
120–219 L 0–119 治療中

H 220–999 治療中

LDLコレステロール（mg/dL）
70–119 L ＜69 治療中

H 120–139 H 140–179 治療中 H ＞180

HDLコレステロール（mg/dL）
40≦ L ＜39 治療中

治療中

トリグリセライド（mg/dL）
30–149 L ＜29 治療中

H 150–199 H 200–399 治療中 H ＞400

糖代謝
空腹時血糖 （mg/dL）

65–99 L 60–64 L ＜59 治療中
H 100–109 H 110–125 H 126–139* 治療中 H≧140**

HbA1c （%）
4.7–5.5 L ＜4.6 治療中

H 5.6–5.8 H 5.9–6.4 H≦6.4* 治療中 H≧ 6 .5**

L：低値，H：高値．
*   糖代謝のE判定基準：空腹時血糖126–139 mg/dLかつHbA1c≦6.4%
**糖代謝のG判定基準：空腹時血糖≦139mg/dL かつHbA1c≧6.5%，あるいは，空腹時血糖≧140mg/dL かつHbA1c≦6.4%のいずれかに該当した場合

図2　年代別E・G判定
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36.3%，女性33.6%であり，男性の方が有意に高
かった（p＜0.01）．また，生活習慣病関連に関す
る要精密検査（E）・要治療（G）となった健診者は
延べ1,142人（7.5%）であり，50～60歳代をピー
クに減少傾向であった（図2）．生活習慣病関連の
男女別要精密検査（E）・要治療（G）判定の割合は，
男性8.7%，女性5.1%であり，男性の方が有意に
高かった（p＜0.01）．また，判定区分別の内訳は
表3に示した．血圧・脂質・糖代謝のどの項目に
関しても80%以上の健診者が，異常なし（A）から
再検査（C）判定レベルの範囲内であった．
精密検査や要治療となった健診者のうち，2,017

人（37.4%）は医療機関への受診が確認できなかっ
た．そのうちの188人（9.3%）は，新たな方法，
すなわち，手紙による受診後のフォローアップ活
動により受診行動につながっていた．以前に実施
していた電話による受診後のフォローアップ（新
規受診率8.2%）2）と比較したところ，受診率に有
意差はなかった（p=0.30）．
さらに，生活習慣病関連に注目して検討したと
ころ，生活習慣病関連で受診勧奨の手紙を郵送
した健診者は2,017人中624人であり，そのうち
実際に受診が確認できたのは20人（3.2%）のみで
あった．一方，非生活習慣病関連では，1,393人
に郵送し，受診した者は168人（12.1%）であった．
非生活習慣病関連と比較して，生活習慣病関連の
受診勧奨者の受診率は，統計学的にも有意に低
かった（p＜0.01）．

考　察
人間ドックの結果のうち要精密検査（E）・要治
療（G）となった項目に関して医療機関への受診行
動を起こすことは，健診者にとって最も重要であ

り，疾病の早期発見，あるいはその予防として不
可欠である．その効果に関しては，自治体におけ
る生活習慣病重症化予防のための受療行動促進
モデルを用いた保健指導の有効性に関する先行研
究からも明らかである 4）．今回新たに行った手紙
による受診勧奨だけでは受診率の向上は認められ
ず，さらなる受診勧奨の方法の検討が必要である
と考えられた．その一つとして，医療機関に一切
受診することなく，未受診のままとなる健診者に
対しては，行動変容を促すために医療者が働きか
けるタイミングがより重要なポイントと考えられ
る．健診受診後，結果票を受け取ったのち，自ら
受診行動を起こせなかった健診者については，後
日に手紙を送付し受診勧奨を行った場合にも受診
率は9.3%ときわめて低かった．その理由として
「手紙が来ても受診の予約をするのが面倒」，「手
紙が届いても開けずに捨ててしまうことが多い」，
「受診しようと思っていたが忙しく，あっという間
に1年が過ぎてしまった」などが挙げられる．この
ような状況から，仕事が最優先になりがちな働き
盛り世代にとって，年に一度，医療施設に足を運
び，自身の健康について自ら考える機会となる「健
診当日」での医療者の関りが大変重要であるとい
える．このタイミングで結果説明を行い，リアル
な健診結果を伝え，さらに医療者とのやりとりの
なかで医療機関への受診を決意できることが，未
受診者に対する受診率向上にもつながると考えら
れる．健診当日に結果説明や保健指導を行うこと
の有効性については，竹内ら 5）による研究からも
すでに明らかであり，また，健診当日は特に健康
への関心が高まっていることから，このタイミン
グで関わりを持つことが受診率向上にも寄与して
いると推測される 5-7）．さらに，濱ノ園ら 8）によると，

表3　生活習慣病関連の判定区分別内訳
血圧 人数 割合 脂質 人数 割合 血糖 人数 割合

A 9897 65.1% A 4803 31.6% A 4215 27.7%
B 1483 9.7% B 4116 27.1% B 6605 43.4%
C 1033 6.8% C 3780 24.8% C 3214 21.1%
D 0 0.0% D 1 0.0% D 0 0.0%
E 5 0.0% E 0 0.0% E 195 1.3%
F 2615 17.2% F 1948 12.8% F 701 4.6%
G 179 1.2% G 564 3.7% G 283 1.9%
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健診当日の医師による結果説明と保健師からの保
健指導は，人が行動を起こすために重要な「行動
への態度」，「主観的規範」，「行動コントロール感」
の3つの要素が含まれ，受診行動を起こしやすい
状況にあると報告しており，健診受診日当日での
関わりは重要と考えられている．受療行動促進モ
デルを用いた保健指導では，健診結果の良し悪し
を指摘するだけではなく，健診結果から考え得る
リスクや疾病に至るまでの機序を丁寧に紐解き，
健診者自身が具体的なイメージを描けるように導
くことで，健診者が自らとるべき行動を自発的に
選び取ることができるよう支援することも重要で
あるとされる 9）．現在，当センターの結果説明と
健康相談・保健指導は約5割の実施率である．そ
の理由として，昼食を挟んだ午後の時間帯で行わ
れていることや，企業との契約により結果説明を
行わない場合，あるいは健診後直ちに仕事へ戻る
といったスケジュールのもとで来院される場合な
ど，さまざまな制約により，結果説明と健康相談・
保健指導の受診を困難にする要素が挙げられる．
しかし，以上を考慮して効率よいシステムを構築
することで，健診者全員に対して関りが持てる人
間ドックのあり方，具体的には担当医師からの結
果説明，ならびに看護職からの健康相談・保健指
導を実現することに意義があると考えられる．ま
た，当センターでよく遭遇する，仕事中心の生活
を送る多忙な健診者に対しては，IT技術を駆使し，
解説付きの健診結果や健康支援情報をアプリケー
ションで閲覧できたり，パソコンを使用したテレ
ビ電話での面談が受けられる健康支援の在り方も
検討し，結果説明や健康相談・保健指導の時間と
場所を健診者自身が選び，遠隔地でも受けられる
ような新しい健康支援のシステム構築も検討して
いく必要がある．さらに，受診勧奨を行った健診
者のうち，63.5%は結果票を受け取った後に自ら
受診行動を起こしていることは先行研究 2）からも
明らかであり，本研究においても62.6%と変わら
ない状況であった．しかし，自身の健康を自ら管
理しコントロールできることが，健康寿命延伸の
ために必要な行動変容でもあり，したがって，こ
の受診率を今後さらに伸ばしていくことが課題で

ある．当センターでは，健診者の約70%が企業健
診として人間ドックを受診しており，毎年来院し
ているケースが多い．このような背景のもと，我々
は数年前から前回の健診結果の内容をふまえて，
次のような対策を開始した．すなわち，次年度の
人間ドック受診日当日に，未受診のままとなって
いる健診者を医療面接でピックアップし，このよ
うな健診者に対して，看護職が医療面接の場で，
再度の受診勧奨を行い，医療機関への受診手続き
をその場で直ちに行うことや，受診に対する不安
や悩みをその場で解消し行動変容を促す関りを積
極的に行うなどの対応である．このような看護職
の働きかけが，健診者の受診行動を促すことにつ
ながっている 10）ことも報告されている．以上のよ
うな対策を行うことで，受診率の向上や，受診行
動の変化へつながっていくと推測している．
人間ドック受診日当日は，健康への関心が最大

に高まると考えられている 5-8）．その人間ドック
当日に，担当医師からの結果説明と看護職からの
健康相談・保健指導の機会を健診者全員が持ち，
医療者が関りを持つなかで，健診者自身の行動変
容を促していくことは大変意義があり，重要と考
えている．さらに，健診者にとっては，人間ドッ
クを受けることがゴールではなく，健康を考える
スタートとなるような，医療者側からの働きかけ
にも意義があると考えている．
また，いくつかの報告 2,3）でも示されているよう

に，生活習慣病関連での受診率は低く，これには，
健康上の自覚症状に乏しいことが大きく関連して
いる 11,12）と考えられる．当センターにおいても，
生活習慣病関連の健診者は，人間ドック後のフォ
ローアップを受けても受診率がわずか3.2%と低
い．この生活習慣病関連の要精密検査（E）・要治
療（G）者の受診率を上げることは，全体の受診率
向上にもつながるため，非常に重要である．
当センターの生活習慣病関連に関する判定区分
別調査結果（表3）では，血圧・脂質・糖代謝のど
の項目に関しても80%以上の健診者が，異常な
し（A）から再検査（C）判定レベルの範囲内であっ
た．このことは要精密検査（E）・要治療（G）となっ
た健診者への受診勧奨ばかりでなく，異常なし
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（A）から再検査（C）レベルに該当する健診者をい
かにして異常値から遠ざけていくための働きかけ
ができるか，ということにおいても，予防医療を
推進する医療者の重要な課題であることが見出さ
れた．2018年4月からは第3期特定健診・特定保
健指導が開始となり，日本人間ドック学会の施設
会員または日本病院会の会員が参加する集合契約
AがA1・A2に分類され，集合契約A2の参加条
件を満たし，かつ，参加を決めた施設は，健診日
当日に特定保健指導の初回面談を実施することが
可能となった．この新しい制度を踏まえて，当セ
ンターを含め該当する医療機関では，この制度も
積極的に取り入れ，健康支援をさらに充実して発
展させていけるよう，十分な準備を進める必要が
ある．

結　語
本研究では，要精密検査・要治療の結果を放

置している健診者に対して，人間ドック受診後の
フォローアップとして手紙による受診勧奨を行う
ことで9.3%が受診行動につながった．しかし，
そのほとんどは受診勧奨後も未受診のままであ
る．これらのことから，未受診者の医療機関への
受診率向上，ならびに，生活習慣改善により，要
精密検査・要治療の対象者を減らしていくために
も，健康への関心が最大に高まっていると考えら
れる人間ドック受診日当日に，健診者全員が結果
説明と健康相談・保健指導の機会を持つことがで
き，医療者はすべての健診者と関りを持つことに
意義があるといえる．

本論文の要旨は，第58回日本人間ドック学会
学術大会（2017年，大宮）において発表した．
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Present Situation and Future Issues of Follow-up after Health Check-ups at Our Institute

Misaki Ogawa, Kyoko Ito, Tomohiro Kato

Center for Preventive Medicine, �e Jikei University Hospital

Abstract
Objective: Based on a review of follow-up activities a�er health check-ups, we investigated 
future issues in health support activities. 
Methods: The subjects were 15,219 individuals who had undergone an opportunistic 
health check-up during the period from July 2014 to June 2016. We examined the break-
down of assessment categories for individual examinations, rates of requiring secondary 
examination or treatment by age and sex and rates of undergoing examinations following 
recommendation for lifestyle-related diseases and non-lifestyle-related diseases. 
Results: Of the 15,219 subjects who had received a health check-up, 5,388 (35.4%) re-
quired secondary examinations or treatment. Among them, 3,371 (62.6%) underwent 
examination of their own volition a�er receiving the health check-ups report. Considering 
the remaining 2,017 (37.4%) to be unexamined, we focused recommendation on them. 
Recommendation letters were mailed to 624 subjects with lifestyle-related diseases and 20 
underwent examination (examination rate 3.2%). On the other hand, 168 (12.1%) of 1,393 
subjects with non-lifestyle related diseases that we sent letters to underwent examination. 
Statistically, the examination rate for lifestyle-related diseases was signi�cantly lower than 
that for non-lifestyle-related diseases (p<0.01). 
Conclusion: It was di�cult to have many of those given post-examination follow-up un-
dergo secondary examination, even with active interventions by telephone or letter.  Also, 
on the day of the health check–up when people’s interest in their health is greatest, there 
should be a system for providing all examinees with explanation of results, health consulta-
tion and health guidance. �is would help to raise secondary examination rates at hospitals 
for those who do not undergo examination of their own volition and reduce rates of sec-
ondary examination and treatment through mitigation of lifestyle-related diseases.

Keywords: follow-up a�er Health Check-ups, results explanation, health consultation and 
health guidance, health support
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胃 X線検査におけるがん偽陽性症例の検討
西戸伸之　森山真帆　三島久典　中谷紋子　鈴木貞男 

松原明夫　黒島俊夫　今岡 渉

要　約
目的：胃X線検査におけるがん偽陽性率を下げるため，主に撮影法に関連した偽陽性の原因を検討した．
方法：2017年に関西労働保健協会（以下，当協会）で胃がんの任意型検診として実施された胃X線検
査25,538件のうち477件（1.87%）を要精検と判定．そのうちがんが疑われて内視鏡による精密検
査を実施の結果，“がん偽陽性”と診断された26症例を今回の検討の対象とした．胃X線撮影法は，
日本消化器がん検診精度管理評価機構が提唱している任意型基準撮影法に加え，任意撮影として“前
庭部圧迫による二重造影像”を実施している．
結果：がん偽陽性例は，初回健診時が最多（23.0%）で，部位別では胃角部に多い．形態的には瘢痕
による胃角部変形や粘膜下腫瘍様を呈するもの，大きさでは2cm未満のものが多い．X線撮影と関
連して，①透視観察中に気付かず追加撮影をしていない症例，②バリウム付着不良例，③残存バリ
ウムによる二重造影不良例，④粘膜襞走行が圧迫により異常走行に見えた例，⑤萎縮性胃炎の粘膜
不整が部分的に目立つ例，⑦撮影手技（前壁撮影法）に基づく例が挙げられる．
結論：がんとの鑑別に困るような画像を撮影しないためには，①体位変換の回数を増やしたりバリウ
ムを追加したりしてバリウム付着をよくする，②標的部位のバリウムをきっちり抜く，③前壁撮影技術
の向上と最適な空気量，④解剖学的特徴を捉え，透視観察中に異常に気付けるよう読影力を高める．

キーワード 偽陽性，胃 X線検査，胃がん検診

一般財団法人 関西労働保健協会 連絡先：〒 530-0001大阪府大阪市北区梅田 3丁目 1番 1号 
サウスゲートビル 17F 

Tel：06-6345-2210　E-mail：ugi.nishito@gmail.com

緒　言
2016年4月から内視鏡検診を対策型検診として

導入することが厚生労働省の指針 1）に示されるま
では，専ら胃がんのスクリーニング検査は胃X線
検査によって実施されていた．現状においても消
化管内視鏡の専門医数，1日に1人の医師が実施で
きる内視鏡検査数が限られていることから，当分
の間は胃X線検査が胃がんのスクリーニングに主
として用いられ，胃内視鏡検査は精密検査として
使用されるパターンが維持されるものと思われる．
胃X線検査を胃がんのスクリーニング検査とし
て実施する場合，ある程度の偽陽性が発生するこ
とはやむを得ない面もあるが，少しでも効率的に
胃がんを発見することは検診受診者にとっても医
療経済的にも有益であり，偽陽性の原因が偽陰性
の原因になることも考えられることから，胃X線
検査における偽陽性となった原因について検討す
ることとした．

対　象
関西労働保健協会（以下，当協会）の2017年の
人間ドック件数は36,979件．男女比（58：42），
年齢構成（20歳代0.6%，30歳代11.7%，40歳代
32.2%，50歳代29.8%，60歳代18.6%，70歳代以
上7.0%），リピーター率85.0%．上部消化管X線
検査の受診者数は25,538件，要精検率は1.87%，
精検受診率33.4%，胃がん発見率0.04%であっ
た．そのうち追跡可能であった胃X線検査で胃が
んの存在が疑われるも，精密検査（胃内視鏡検査）
で病変が存在しなかった症例，すなわち“偽陽性
例”26例を今回の検討対象とした．

方　法
胃X線撮影法は，日本消化器がん検診学会の新・
胃X線撮影法ガイドライン改訂版 2）における基準
撮影法（任意型）である食道2曝射，胃部10体位
10曝射，胃部圧迫法4曝射に加え，当協会では“前
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庭部圧迫による二重造影像”を任意撮影として実
施している．なお，ブチルスコポラミン，アトロ
ピン硫酸塩のような鎮痙剤は使用していない．ま
た，胃粘液等を除去する目的で，検査の約1時間
以上前に300mLの飲水あり．バリウム製剤の濃
度205%，使用量150mL．読影については一次読
影，二次読影ともに医師が行うが，診療放射線技
師は自由に参考意見をメモや口頭にて読影医に対
し言える体制である．
我々は，“前庭部圧迫による二重造影像”の有効

性について，すでに報告している 3）．その意義と
撮影法を要約すると，前庭部から幽門前部は解剖
学的に背側に折れ曲がっており，正面像として全
体を描出することは容易ではない．標的部位は前
庭部から幽門輪の後壁側で，振り分け法撮影後，
バリウムで充満された前庭部近傍を圧迫筒で数回
押し，小彎側や幽門輪近傍にバリウムを漂わせな
がら，さらに強く圧迫筒で押し，前庭部から幽門
部が伸びたところを撮影する．図1で示すように
強第1斜位二重造影像と前庭部圧迫二重造影像の
比較では，圧迫二重造影像の方が，示現範囲が広
くなり，バリウム付着が良いことが明白である．
幽門前部を正面視しようと強第1斜位にしても，
その効果は期待できない．

結　果
胃X線検査におけるがん偽陽性症例について，

日本消化器がん検診学会発行の「胃X線検診のた

めの読影判定区分アトラス」4）に基づいて，表1に
示すようにカテゴリー分類を行った．
ここで3aとは，存在が確実でほぼ良性である
が悪性を否定するためにも精検が必要な所見であ
り，3bとは，存在または質的診断が困難な所見
である．
表1に示すようにカテゴリー3aと3bが同数で

あった．カテゴリー3aでは「萎縮性胃炎による所
見の可能性が高いが限局性粘膜不整が目立つた
め，内視鏡下生検を行った結果，非腫瘍と診断さ
れた病変」などの症例や粘膜下腫瘍様病変が大半
を占めていた．これに対しX線撮影の画質が大き
く関与していたのがカテゴリー3bに分類された
症例である．カテゴリー3bにおいては表2より，
バリウムの付着ムラなどによる画質不良，空気量
不足などによる描出不十分のため存在診断が不確
実である症例が13件中10件と最も多かった．胃
角開大や辺縁不整など間接所見のみでカテゴリー
3bとした症例もあった．
偽陽性症例を検査回数別にみると，表1で明ら

かなように初回検査時6件，2～5回8件，6回以
上12件であり，偽陽性は各受診者にとって初回
検査時が最も多く（全体の23.1%），検査回数を重
ねる度に頻度は減っていく傾向があった．「胃X
線検診のための読影判定区分アトラス」4）では，「初
回受診者の場合，明らかな良性病変であってもカ
テゴリー3aと評価するのはやむを得ない」とある
ことから初回受診者が多くなっている．

図1　背臥位二重造影像強第1斜位と前庭部圧迫二重造影像の比較画像
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偽陽性病変の占居部位では，胃角部が6件
（23.0%）と最も多く，次いで胃体部前壁5件，食
道，胃体部小彎がそれぞれ4件ずつであった．

偽陽性症例のX線診断では，胃潰瘍瘢痕疑い10
件，胃粘膜下腫瘍疑い7件，潰瘍疑い4件で，大
きさについては2cm未満20件，追加撮影ありが

表1　偽陽性26症例の詳細
No 性別 年齢 受回 部位 X線所見 追加撮影 X線診断 カテゴリー
1 男 59 1 穹窿部 20mm程度のBaのハジキ 有 粘膜下腫瘍疑い 3a
2 女 56 8 噴門部 10mm程度のBaのハジキ 有 粘膜下腫瘍疑い 3a
3 男 49 8 前庭部前壁 レリーフ集中様 有 陥凹性病変疑い 3a
4 男 62 7 胃体下部前壁 8mm程度のBaのハジキ 有 隆起性病変疑い 3a
5 男 45 1 噴門部 10mm程度のBaのハジキ 有 粘膜下腫瘍疑い 3b
6 男 42 2 食道下部 辺縁不整と粘膜異常 無 陥凹性病変の疑い 3a
7 男 45 12 食道下部 辺縁不整とBaのハジキ 有 食道腫瘍疑い 3a
8 女 70 12 胃体上部前壁 レリーフ集中 有 潰瘍瘢痕疑い 3b
9 男 53 16 胃体上部前壁 10mm程度のBaのハジキ 有 粘膜下腫瘍疑い 3a

10 男 50 1 食道中部 恒常程な隆起様ライン 有 食道腫瘍疑い 3a
11 男 55 13 胃角 粘膜不整 有 胃潰瘍瘢痕疑い 3a
12 男 46 10 食道下部 辺縁不整 有 食道潰瘍瘢痕疑い 3a
13 男 59 4 噴門部 残存Baによるハジキ 無 粘膜下腫瘍疑い 3b
14 女 60 1 前庭部前壁 立位圧迫像10mm程度のヌケ 有 粘膜下腫瘍疑い 3b
15 女 57 6 胃角 胃角変形 無 潰瘍疑い 3b
16 男 43 1 穹窿部 20mm程度の辺縁変形 無 粘膜下腫瘍疑い 3b
17 男 51 5 胃体中部小彎 辺縁変形 無 潰瘍瘢痕疑い 3b
18 男 54 1 胃体下部小彎 辺縁変形 無 潰瘍疑い 3b
19 男 66 17 胃体下部前壁 レリーフ集中と粘膜不整 有 潰瘍瘢痕疑い 3a
20 男 37 3 胃体上部後壁小彎 粘膜不整 無 潰瘍瘢痕疑い 3a
21 女 46 16 胃角 Baフレッケ 有 潰瘍疑い 3a
22 男 47 12 胃角 胃角開大 無 潰瘍瘢痕疑い 3b
23 男 53 2 胃体中部前壁小彎 レリーフ集中 無 潰瘍瘢痕疑い 3b
24 女 53 2 胃角 変形，ダブルライン 無 潰瘍瘢痕疑い 3b
25 男 31 4 胃角 変形 無 潰瘍瘢痕疑い 3b
26 男 58 13 胃体上部小彎 粘膜異常 有 潰瘍疑い 3b

Ba：バリウム

表2　偽陽性26症例の最終診断と問題点
No 最終診断 撮影の問題点 読影の問題点
1 異常なし 体位をもっと変化させる 読影の問題点なし
2 異常なし Ba付着ムラ 10mm以下なので経過観察でも良かったのでは
3 異常なし 撮影の問題点なし 複数のひだの屈曲による集中様
4 異常なし Ba付着ムラ 10mm以下なので経過観察でも良かったのでは
5 異常なし 異常に気づかず追加撮影をしていない 10mm以下なので経過観察でも良かったのでは
6 食道下部，発赤 撮影の問題点なし 読影の問題点なし
7 食道下部，発赤 撮影の問題点なし 読影の問題点なし
8 異常なし 撮影の問題点なし ひだが寄っているが，集中しているといえない
9 異常なし 撮影の問題点なし 10mm以下なので経過観察でも良かったのでは

10 異常なし 体位をもっと変化させる 気管分岐部との鑑別
11 局所的な萎縮性粘膜 撮影の問題点なし 局所的な萎縮性変化との鑑別
12 異常なし 体位をもっと変化させる 正常異形との鑑別
13 異常なし 残存Baが多いことによる 噴門部の正常異形との鑑別
14 異常なし 二重造影での描出はできなかったのか 圧迫像に恒常性がない
15 異常なし 立位圧迫にてきちんと押さえられていない 1枚だけであり，他の画像で描出されていない
16 異常なし 体位をもっと変化させた追加撮影 外部からによる圧排所見
17 異常なし 空気量不足による 他の画像で恒常性がない
18 異常なし 空気量不足による 他の画像で恒常性がない
19 局所的な萎縮性粘膜 前壁撮影技術不足．胃角部を正面視した撮影ができていない 局所的な萎縮性変化との鑑別
20 萎縮性粘膜 撮影の問題点なし 萎縮性変化との鑑別
21 異常なし Ba付着ムラ 胃粘液等との鑑別
22 異常なし 丁寧な立位での胃角圧迫 胃角は開大しているが恒常性はなく，粘膜異常も認めない
23 異常なし 前壁撮影の撮影技術不足，フトンによる胃形の変形 ひだの集中の恒常性がない
24 異常なし 丁寧な立位での胃角圧迫 正常なひだによりダブルライン様に見える
25 異常なし 空気量不足 胃角の変形はあるも恒常性がなく，粘膜異常もない
26 異常なし Ba付着ムラによる胃粘液 胃粘液との鑑別

Ba：バリウム



人間ドック　Vol.34  No.3  2019年 27 ( 453 )

変化を認める．悪性所見に乏しく
軽度な裂孔ヘルニアを伴う逆流性
食道炎と診断した．生検でも悪性
所見は認めなかった．
偽陽性症例2（図3）
追加撮影なし．胃角に突出像

を認めた．重なった椎体の一部が
描出されているようにも見え，他
の画像では描出されていなかった
が，完全には異常を否定できない．
また，立位圧迫像では十二指腸に
流出したバリウムの影響により読
影困難であったことから，カテゴ
リー3bと診断され，内視鏡検査
を施行．内視鏡検査では軽度な萎
縮性変化のみであった．
偽陽性症例3（図4）
胃体部前壁小彎寄りにひだ集中
様所見を認め，粘膜は高度萎縮を
呈している．明らかな陥凹を認め
ないことからカテゴリー3bと診断．
内視鏡検査では同部位に強い萎縮
性変化を認めるのみであった．
偽陽性症例4（図5）
胃穹窿部前壁に変形を伴うなだ

らかなラインを認める．大きさは
20mmを超えており，初回受診者

15件，なしが11件であった．
胃粘膜下腫瘍疑いについては，「胃X線検診の
ための読影判定区分アトラス」では，「小病変で表
面平滑な半球状隆起であれば粘膜下腫瘍としてカ
テゴリー2と判定してよいが，初回はできる限り
精検該当（カテゴリー3a）として悪性病変を否定し
ておくことが望ましい」5）とあり，また，「大きさ
2cm以上あるいは大きさに関係なく表面にdelle

や表面に凹凸不整があればカテゴリー3a以上とす
る」6）とあることから偽陽性が増える傾向がある．
陥凹性病変疑いについては，主に粘膜異常を

とっている．部分的に萎縮の目立つ粘膜をカテゴ
リー3aととることが多い．胃潰瘍瘢痕について
は，「胃X線検診のための読影判定区分アトラス」
では，「良性潰瘍瘢痕であっても初回受診者や前
歴にない新たな病変の場合はカテゴリー3aとして
精検に回してよい」6）とされている．
実際に偽陽性だった4症例を提示する．
偽陽性症例1（図2）
食道下部に辺縁不整と粘膜不整を認めたことか

らカテゴリー3aと診断され，内視鏡検査を施行．
内視鏡画像では，同部位の粘膜は発赤調で炎症性

実際に偽陽性だった4症例を提示する．
偽陽性症例1（図2）
食道下部に辺縁不整と粘膜不整を認めたことか

らカテゴリー3aと診断され，内視鏡検査を施行．
内視鏡画像では，同部位の粘膜は発赤調で炎症性

図3　偽陽性症例2

図2　偽陽性症例1
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であることから，存在確実で胃粘膜下腫瘍を疑い
3aと診断．内視鏡検査では軽度な壁外性圧排所
見を認めるのみであった．

考　察
偽陽性病変の占居部位は，胃角部が6件（23%）

と最も多く，次いで胃体部前壁5件，食道，噴門
部，胃体部前壁と前庭部前壁がそれぞれ4例ずつ
であった．これらの部位は胃X検査において診断
が難しくオーバーリーディングしやすい部位であ
り，撮影難度が高い部位と一致する．胃角につい
ては，正常であっても変形していることが多く，
食道や噴門部は僅かな所見でも拾ってしまう傾向
がある．また，前壁側は胃型によって撮影自体が
難しく，無理に胃軸を捻ってしまったことによる

影響や圧迫用フトンによる影響で虚偽の像を作っ
てしまうことがある．
これらについては，撮影技術の問題が大きく，
撮影者個々の精度を向上させるよう当協会内で指
導を徹底して行かなければならない．前壁撮影技
術を向上させるには，受診者の体型や胃型によっ
て，胃を矯正するために挿入するフトンの位置，
厚さを変更することが重要であり，撮影中，もし
くは撮影終了後に助言する．
なお，前庭部～幽門前部後壁の偽陽性件数が少

ない理由は，撮影法にて述べたように，当協会で
は基準撮影法に任意撮影として，“前庭部圧迫二
重造影像”を撮影しているからだと考えられる．
偽陽性症例のX線診断では，部分的に粘膜萎縮

が目立つ病変，粘膜下腫瘍様病変および胃潰瘍瘢

図4　偽陽性症例3

図5　偽陽性症例4
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痕の一部がカテゴリー3aの偽陽性例であった．大
きさについては，20mm以上あれば病変部および
周囲粘膜の性状を精確に描出しやすく診断精度は
高くなることから，20mm未満の病変で偽陽性を
生じやすい．中島ら7）は「遡及的な検討から，胃が
ん検診のX線像で良好に描出されるがんは最大腫
瘍径が2cm以上の病変と，粘膜下層より深部に浸
潤を来した病変であるとの結果を得た」と述べてい
る．しかし，現在は，粘膜癌をみつけ内視鏡治療
で完治させることが当たり前の時代であることか
ら，いかに20mm以下の病変を確実に発見できる
よう精度を上げるかが求められているともいえる．
偽陽性症例1は，食道や噴門部は僅かな所見で

も拾ってしまう傾向にあり，下部食道の粘膜像を
精確に描出することが容易ではないことに原因が
ある．
偽陽性症例2については，透視下で観察中に胃

角部の突出像に気付くことができなかったため追
加撮影を実施できなかったことに主たる原因があ
る．辺縁の異常所見において，馬場ら 8）は「正常異
形とは胃の病変と関係のない異形」とし，「“正常
異形”と“異常”の違いは粘膜異常を伴うかどうか
である」と述べているが，本症例は，粘膜萎縮を
伴っていたため，診断を非常に難しくしたものと
思われる．

偽陽性症例3は，撮影手技に問題があったと思
われる．撮影手技において，圧迫用のフトンの位
置が悪く，胃体部の伸びが不完全で，変形をして
いることから集中様に見えたと思われる．
偽陽性症例4についても，もっと撮影上の工夫

をすべき症例であった．粘膜下腫瘍と壁外性圧排
との鑑別においての撮影手技では，体位を変えた
画像や空気量を変えた像があれば，より正確な診
断ができたのではないかと考える．
以上の結果から，鑑別に困るような画像を撮影

しないための対策として，①バリウムの付着を良
くするために体位変換の回数を増やしたり，バリ
ウムを追加したりすることを考慮する，②標的部
位のバリウムをきっちり抜く，③撮影技術を向上
させる．特に前壁撮影技術と最適な空気量で撮影
する，④解剖学的特徴を捉え，透視観察中に異常
に気付くよう読影力を高め，積極的に有効な追加
撮影を行う．
また，偽陽性症例を減らすために有効であった
追加撮影を提示する（図6）．
透視観察中に胃幽門前部小彎にバリウムのハ

ジキと中心に溜まりを認め，隆起＋陥凹性病変を
疑った．基準撮影法だけでは3aと診断しそうな
画像であるが，立位圧迫像を追加撮影し，同部位
を複数回強さを変えて圧迫したところ，各ひだが

図6　偽陽性症例を減少させるために有効であった追加撮影



人間ドック　Vol.34  No.3  2019年30 ( 456 )

図7　存在・質的診断に有効であった追加撮影

綺麗に伸び，ひだの走行が複雑化しているだけで
異常は認められないと診断された．
存在・質的診断に有効であった追加撮影につい

ても提示する（図7）．
透視観察中に胃前庭部大彎にダブルラインを認

め，胃粘膜下腫瘍を疑った．追加撮影の腹臥位圧
迫像では病変部が正面視され，大きさは10mm
程度で表面不整がないことから カテゴリー2とし
て逐年検診を勧めることになった．

結　語
胃X線検査におけるがん偽陽性率を下げるに
は，今回検討した対策を着実に実行する．特に透
視観察中には素早く異常に気付けるよう日頃から
読影力の向上に努める．そして，異常に気付いた
場合は，積極的に有効な追加撮影を実施して精細
な画像を得ることが重要である．
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Investigation of False Positive Cases in Gastric X-ray Examinations for Detection of Cancer

Nobuyuki Nishito, Maho Moriyama, Hisanori Mishima, Ayako Nakatani, Sadao Suzuki, 
Akio Matsubara, Toshio Kuroshima, Wataru Imaoka

Kansai Occupational Health Association

Abstract
Objective: �e purpose of this study was to investigate the cause of overdiagnosis in gastric 
cancer screening, especially with respect to methods used in the double contrast study with 
barium meal.
Methods: From among 25,538 examinees who underwent upper GI series at Kansai Oc-
cupational Health Association, we selected 477 cases where precise examination by en-
doscopy was considered necessary. Of them, 26 cases were false positives, with no cancer 
endoscopically, despite malignancy being suspected radiographically. We applied a double 
contrast method using compression of the gastric antrum in addition to the standard gas-
tric X-ray examination method recommended by the Japanese Society of Gastrointestinal 
Cancer Screening. 
Results: False-positive results were most frequently produced by the initial X-ray exam-
ination. Deformation of the gastric angle due to scarring or submucosal tumor-like eleva-
tion may have provided the reason to suspect cancer. Inadequate X-ray photography o�en 
produces misleading results. Among reasons for inadequacy of  radiography were problem 
lesion not being noticed during �uoroscopy, failure of barium adhesion to mucosal surface, 
defective image due to residual barium, apparent abnormality of normal mucosal folds due 
to method of compression, and inadequate skill in front wall photography.
Conclusions: To prevent false-positive results, in the X-ray study, we should use such 
measures as increasing the number of posture transformations, having examinees drink 
additional barium, appropriate removal of barium from the target site, improving front wall 
photography technique, adjusting amount of air in the stomach, and increasing reading 
ability so that lesions are noticed during �uoroscopic observation.

Keywords: false positive, gastric X-ray examination, gastric cancer screening
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アミノインデックスⓇがんリスクスクリーニングの 
ランク分布と年齢の関連性
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要　約
目的：がん患者と健常人の血漿中遊離アミノ酸濃度の違いを「アミノインデックス技術」を用いて統
計解析し，がん罹患の確率を評価し，精密検査対象者を抽出するがん検診法アミノインデックスⓇ

がんリスクスクリーニング（AICS）は，7種のがんに対する検査として実用化されている．本報では，
AICSのランク分布と年齢との関連性を報告する．
方法：2011年9月～2015年6月のAICS受診者4,368例（男性2,401例（59 ± 11歳，25～88歳），女
性1,967例（58 ± 11歳，24～88歳））について，AICSランク分布を年齢階層別に解析した．ランクC
割合が年齢階層別に有意な線形傾向を示した項目に関しては，ランクC中の各種疾患割合を年齢階
層別に解析した．
結果：AICS（胃），AICS（前立腺），AICS（乳腺）において，年齢とともに有意なランクC割合の増加
傾向がみられた．AICS（胃）のランクC判定者では，萎縮性胃炎，腸上皮化生の割合が，AICS（前
立腺）のランクC判定者では，PSA高値者の割合が，それぞれ年齢に伴う有意な増加傾向を示した．
AICS（乳腺）のランクC判定者では，カテゴリ3の割合には年齢に伴う傾向はみられなかった．
結論：AICS（胃）とAICS（前立腺）の加齢に伴うランクC割合の増加は，加齢に伴うがん罹患者およ
びがんのハイリスク者の増加を反映している可能性が示唆された．

キーワード がん検診，血漿中遊離アミノ酸濃度，「アミノインデックス技術」， 
 アミノインデックスⓇがんリスクスクリーニング

1）足利大学 看護学部 
2）三井記念病院総合健診センター 
3）味の素株式会社バイオ・ファイン研究所

連絡先：〒 326-0808栃木県足利市本城 3-2100-1 
Tel：0284-64-8511　E-mail：yamakado.minoru@v90.ashitech.ac.jp

はじめに
我が国の疾患別死因の検討ではがんが最大の

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

となっている．しかしながらこれらのがん検診は，
がんの有無についての網羅的な検診であり，がん
のハイリスク者のスクリーニング，さらにはがん
の予知・予防のレベルには達していない．
血漿中遊離アミノ酸濃度（PFAA）の異常が，がん
患者で認められること4），さらに，PFAAを変数と
した多変量解析を用いて健康状態をスコア化する
「アミノインデックス技術」が確立され 5,6），がんに
罹患している確率を評価する新規のがん検診とし
てアミノインデックスⓇがんリスクスクリーニング
（AminoIndexⓇ Cancer Screening：AICSⓇ．以下，

AICS）が開発された 7,8）．このAICSはがんである
リスク，危険性の高い受診者を抽出し，それらの
対象者に対して精密検査を行う，新規的ながん検
診と位置づけられる．現在，肺がん 7-10），胃がん 7,8），
大腸がん 7,8），膵臓がん 11），前立腺がん 7,8,12），乳が
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ん 7,8），子宮がん・卵巣がん 13,14）についてのAICS
が実用化されている 15-18）．本研究の第一報では
AICSの判定区分の分布を 19），第二報，第三報で
はランクC判定者，すなわちハイリスクの受診者
の精密検査結果について報告した 20,21）．さらに，
最近の報告，ことにがんの根治的治療の前後での
AICSの経時的な変化の検討より22-24），根治例で
はAICSランクが有意に低下すること，そして術後
にAICSランクが低下しない例では，その半数以
上でがんの再発があったとする報告より25），AICS
が担がん病態を反映したスクリーニングマーカー
である可能性が強く示唆されてきている．しかし
ながらAICSには解決すべき課題が残されており，
その一つとしては，多くのがんの発見が加齢に伴
い増加するが 26），AICSのランク分布と年齢との
関連性の検討がないことである．したがって，本
報においては，AICS受診者においてAICSのラン
ク分布と年齢との関連性を検討し，AICSの精密
検査の対象とされるランクCの加齢に伴う割合の
変動と，さらに，その要因について解析した結果
を報告する．

方　法
対象は，2011年9月～2015年6月までに三井

記念病院総合健診センターにおいてAICSを受診
した4,368例（男性2,401例，年齢分布25～88歳，
平均年齢59±11歳．女性1,967例，年齢分布24
～88歳，平均年齢58±11歳）とした．
これらの対象者のPFAAを測定し，「アミノイン
デックス技術」により算出されたAICS値より，ラ
ンクA，ランクB，ランクCの判定を行った．この
AICS値はがんに罹患している確率を示すものであ
り，各がん疾患に対して特異度が80%となるAICS
値を5.0，特異度が95%となるAICS値を8.0とな
るように設定されている7）．すなわち，AICS値が0.0
～4.9をランクA，5.0～7.9をランクB，8.0～10.0
をランクCと設定されていることから，健常人の
80%がランクA，15%がランクB，5%がランクC
と判定される．また，がんの有病率は，約0.1%と
いわれていることから22），ランクAでは0.03%，ラ
ンクBでは0.16%，ランクCでは1.02%のがん患

者が含まれる確率となる．
上記のAICSランク判定に基づき，4,368例の

受診者について，ランク分布の年齢階層別（25～
29歳，30歳以上は10歳ごとの）の線形傾向を解
析した．また，このランクCの分布が年齢階層別
に有意な線形傾向を示した項目に関しては，それ
ぞれのがんに関しての精密検査を受診した2,661
例（男性1,522例，年齢分布25～88歳，平均年齢
58±11歳．女性1,139例，年齢分布25～88歳，
平均年齢57±11歳）を対象として，2016年7月ま
での調査が終了した時点でのAICSランク分布お
よびランクCにおける各種疾患分布の年齢階層別
の解析を行った．なお，上部消化管内視鏡検査
（EGD）による萎縮性胃炎の診断は，日本消化器
がん検診学会認定の指導医あるいは認定医により
実施され，木村・竹本分類のC-2以上を萎縮性胃
炎の所見とした．前立腺については，PSA高値は
4.0ng/mL以上とし，前立腺肥大は日本超音波医
学会認定超音波検査技師によるUS画像を，同学
会認定超音波専門医が読影し，前立腺体積20mL
以上を前立腺肥大とした．MMGについては，本
施設が日本乳がん検診精度管理中央機構による
MMG施設画像評価認定施設であるとともに，検
診MMG撮影認定医療放射線技師により撮影され
た画像をMMG読影認定医が読影し，精密検査が
必要となるカテゴリ3を有所見とした．
統計学的解析については，ランク分布の年齢

階層化別の線形傾向，ならびに各種疾患分布の
年齢階層別の解析は，ともにCochran-Armitage
（R Core Team 2016, R Foundation for Statistical 

Computing, Vienna, Austria）により検定を行い，
p＜0.05を統計学的に有意とした．また，健診デー
タの利用については，その利用目的を施設内に掲
示することによる黙示の承諾を，そして本研究の
倫理性については同施設の倫理委員会の承認を得
て実施した．

結　果
AICS受診者4,368例に関して，各種AICSの

年齢階層別（25～29歳，30歳以上は10歳ごとの）
のランク分布と各ランクにおけるがん発見例を図
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1a～1fに示した．AICSの精密検査の
対象としているランクC判定者の割合
の年齢階層別の線形傾向に関して検
定を行った結果，AICS（胃）の受診者
において年齢の増加に伴う有意なラン
クC割合の増加傾向が認められた（図
1b：p＜0.001）．また，AICS（前立
腺）の受診者においても年齢の増加に
伴う有意なランクC割合の増加傾向が
認められた（図1d：p＜0.001）．さら
に，AICS（乳腺）の受診者のランクC
の割合も年齢の増加に伴う有意な増加
傾向を示した（図1e：p＜0.01）．しか
しながら，AICS（肺）の受診者（図1a），
AICS（大腸）の受診者（図1c），AICS
（子宮・卵巣）の受診者（図1f）のランク

Cの割合に関しては，年齢に伴う有意
な線形傾向は認められなかった．なお，
それぞれのAICSランクCから，肺が
ん1例，胃がん3例，大腸がん3例，前
立腺がん6例，乳がん4例が発見され
た．また，AICS（肺）のランクBから1
例，AICS（胃）のランクA，Bから各1例，
AICS（大腸）のランクBから1例，AICS
（前立腺）のランクBから1例，そして

AICS（乳腺）のランクAから1例のがん
が発見された．
年齢階層別のランクC割合が有意

な線形傾向を示したAICS（胃），AICS
（前立腺），AICS（乳腺）に関しては，そ
れぞれの精密検査受診者2,661例を
対象としたAICSのランク分布および
ランクCにおける各種疾患分布の年
齢階層別の解析結果を図2～4に示し
た．図2aには，AICS（胃）受診者のう
ちEGDを受診した2,271例における
AICS（胃）のランク分布とランクC判定
者中の萎縮性胃炎の年齢階層別割合を
示した．AICS（胃）のランクCの分布
は，30～39歳で16.2%，40～49歳で
10.5%，50～59歳 で12.7%，60～69

図1a　AICS（肺）受診者4,368例の年齢階層別ランク分布
Cochran-Armitage TestにてランクC割合の年齢階層別傾向を検定．
　　　　ランクA，　　　　ランクB，　　　　 ランクC．
　　肺がん発見例（ランクB），　　肺がん発見例（ランクC）．

図1c　AICS（大腸）受診者4,368例の年齢階層別ランク分布
Cochran-Armitage TestにてランクC割合の年齢階層別傾向を検定．
　　　　ランクA，　　　　ランクB，　　　　 ランクC．
　　大腸がん発見例（ランクB），　　大腸がん発見例（ランクC）．

図1d　AICS（前立腺）受診者2,276例の年齢階層別ランク分布
Cochran-Armitage TestにてランクC割合の年齢階層別傾向を検定．
　　　　ランクA，　　　　ランクB，　　　　 ランクC．
　　前立腺がん発見例（ランクB），　　前立腺がん発見例（ランクC）．

図1b　AICS（胃）受診者4,368例の年齢階層別ランク分布
Cochran-Armitage TestにてランクC割合の年齢階層別傾向を検定．
　　　　ランクA，　　　　ランクB，　　　　 ランクC．
　　胃がん発見例（ランクA），　　胃がん発見例（ランクB），　　胃がん発見例（ランクC）．
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歳で19.6%，70～79歳で30.1%，
80～89歳で47.4%と年齢の増加
に伴う有意な増加傾向を認めた（p
＜0.001）．AICS（胃）のランクC
判定者中の萎縮性胃炎の割合も，
それぞれ1.0%，1.8%，4.0%，8.7%，
19.5%，31.6%と年齢の増加に伴
う有意な増加傾向を示した（p＜
0.001）．また，図2bには，上記
の2,271例のランクC判定者中の
腸上皮化生の年齢階層別割合を示
した．AICS（胃）のランクC判定者
中の腸上皮化生の割合も，それぞ
れ0.3%，0.6%，0.9%，4.6%，7.9%
と年齢の増加に伴う有意な増加傾
向を示した（p＜0.001）．
図3aには，AICS（前立腺）受診
者のうち，PSA検査を受診した
1,397例におけるAICS（前立腺）
のランク分布とランクC判定者中
のPSA高値者の年齢階層別割合を
示した．AICS（前立腺）のランクC
の分布は年齢の増加に伴い有意の
増加傾向を示し（p＜0.01），ラン
クC判定者中のPSA高値者の割合
も，年齢の増加に伴い，有意な増
加傾向を示した（p＜0.05）．また，
図3bには，AICS（前立腺）受診者
のうち，前立腺USを受診した602
例についてのAICS（前立腺）のラ
ンク分布とランクC判定者中の前
立腺肥大の年齢階層別割合を示し
た．AICS（前立腺）ランクCの分布
および判定者中の前立腺肥大の割
合に関しては，年齢に伴う有意な
傾向は認められなかった．
図4には，AICS（乳腺）受診者

のうち，MMGを受診した620例
におけるAICS（乳腺）のランク分
布とランクC判定者中のカテゴ
リ3の年齢階層別割合を示した．

図1e　AICS（乳腺）受診者1,966例の年齢階層別ランク分布
Cochran-Armitage TestにてランクC割合の年齢階層別傾向を検定．
　　　　ランクA，　　　　ランクB，　　　　 ランクC．
　　乳がん発見例（ランクA），　　乳がん発見例（ランクC）．

図1f　AICS（子宮・卵巣）受診者1,793例の年齢階層別ランク分布
Cochran-Armitage TestにてランクC割合の年齢階層別傾向を検定．
　　　　ランクA，　　　　ランクB，　　　　 ランクC．

図2a 上部消化管内視鏡受診者2,271例におけるAICS（胃）ランク分布と
 ランクC判定者中の萎縮性胃炎の分布

Cochran-Armitage TestにてランクC判定者中の萎縮性胃炎の年齢階層別傾向を検定．
　　　　ランクA，　　　　ランクB，　　　　 ランクC，　　　　 萎縮性胃炎（ランクC）．
　　胃がん発見例（ランクB），　　胃がん発見例（ランクC）．

図2b 上部消化管内視鏡受診者2,271例におけるAICS（胃）ランク分布と
 ランクC判定者中の腸上皮化生の分布

Cochran-Armitage TestにてランクC判定者中の腸上皮化生の年齢階層別傾向を検定．
　　　　ランクA，　　　　ランクB，　　　　 ランクC，　　　　 腸上皮化生（ランクC）．
　　胃がん発見例（ランクB），　　胃がん発見例（ランクC）．
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AICS（乳腺）のランクCの分布は年齢の増加に伴い
有意な増加傾向を認めたが（p＜0.05），AICS（乳
腺）ランクC判定者中のカテゴリ3の割合に関して
は，年齢に伴う有意な傾向は認められなかった．

考　察
現在の我が国のがん検診の，ことに対策型がん
検診の問題点は低い受診率である 27）．また，任意
型がん検診としての人間ドック健診では，上記の
がん検診に加えてUSが肝がん，胆嚢がん，膵がん，
腎臓がん検診として行われており，総合的ながん
検診として対象臓器それぞれのがんが発見されて

いる 3）．しかしながら人間ドック健診の受診者も
年間約300万人であることから 28），対策型，任意
型がん検診ともにその受診者を増加させるために
は ,より簡便ながんスクリーニングが必要となる．
AICSはこの目的のために確立されたがんリスクス
クリーニングであり，5mLの採血でがんの種類や
組織型に左右されず，複数のがんを同時に検査で
き，早期がんにも対応した新規性のあるがん検診
である 14-20）．ことに従来のがん検診と異なる点は，
がんのリスクのある者を抽出し，必要な精密検査
をする，いわゆるハイリスクスクリーニングがん
検診と位置づけられる点である．また，最近の報

図3a PSA検査受診者1,397例におけるAICS（前立腺）ランク分布とランクC判定者中のPSA高値者の分布
Cochran-Armitage TestにてランクC判定者中のPSA高値者の年齢階層別傾向を検定．
　　　　ランクA，　　　　ランクB，　　　　 ランクC，　　　　 PSA高値者（ランクC）．　　前立腺がん発見例．

図3b 前立腺超音波検査受診者602例におけるAICS（前立腺）ランク分布とランクC判定者中の前立腺肥大の分布
Cochran-Armitage TestにてランクC判定者中の前立腺肥大の年齢階層別傾向を検定．
　　　　ランクA，　　　　ランクB，　　　　 ランクC，　　　　 前立腺肥大（ランクC）．　　前立腺がん発見例．

図4 乳房X線検査受診者620例におけるAICS（乳腺）ランク分布とランクC判定者中のカテゴリ3の分布
Cochran-Armitage TestにてランクC判定者中のカテゴリ3の年齢階層別傾向を検定．
　　　　ランクA，　　　　ランクB，　　　　 ランクC，　　　　 カテゴリ3（ランクC）．　　乳がん発見例．
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告では，AICSが担がん病態のリスクマーカーであ
ることが認められているが 22-25），AICSには残さ
れた課題があり，その一つがAICSのランク分布
と年齢との関連性である．
本研究では，AICSのこの課題を検証すること

を目的に，人間ドック健診においてAICSを受診
した4,368例についての各がん種に対するAICS
の男女別，年齢階層別のランク分布と，精密検査
の対象とされるランクC判定者の割合の年齢階層
別の変動，ならびに年齢階層別の線形傾向に関し
て検討した結果，AICS（胃）の男性および女性受
診者，AICS（前立腺）の男性受診者，AICS（乳腺）
の女性受診者のランクC割合に関して，年齢の増
加に伴う有意な線形傾向の増加がみられた．一方，
AICS（肺）の男性および女性受診者，AICS（大腸）
の男性および女性受診者，AICS（子宮・卵巣）の
女性受診者のランクC割合に関しては，年齢に伴
う有意な線形傾向は認められなかった．
年齢階層別のランクCの割合が有意な線形傾向

を示したAICS（胃）に関しては，AICS（胃）のランク
C判定者中の萎縮性胃炎および腸上皮化生の割合
が，いずれも年齢の増加に伴う有意な増加傾向を
示した．この結果は，胃がんが高齢になるほどそ
の罹患の割合が増加するとする報告と矛盾せず 26），
さらに，AICS（胃）のランクCが加齢に伴う胃が
んの高リスク病変である萎縮性胃炎，腸上皮化生
の増加を反映している可能性を示唆するものと考
えられた．この課題の解決には，胃がん症例での
根治的治療前後でのAICSランクの検討が必要と
なる．

AICS（前立腺）のランクC判定者中のPSA高値
者の割合に関しては，年齢の増加に伴う有意な増
加傾向を示したが，一方，AICS（前立腺）ランクC
判定者中の前立腺肥大割合に関しては，年齢に伴
う有意な傾向は認められなかった．この結果は，
前立腺肥大そのものが前立腺がんの高リスク病変
ではない可能性を示唆するととともに，その高リ
スク所見であるPSAの加齢に伴う増加を反映する
ものと考えられた．したがって，前立腺がん検診
では従来どおりPSAを重視する必要があるものと
考えられた．なお，AICSと前立腺がんについては，

その根治的治療前後のAICSランクの変化に関す
る検討から 22），すなわちAICSランクが術後に低
下することから，AICS（前立腺）は前立腺の担が
ん病態を反映したスクリーニングマーカーである
ことが示唆されている．
しかしながら，年齢階層別の線形傾向を示した

AICS（乳腺）ランクC判定者中のカテゴリ3の割
合に関しては，年齢に伴う有意な傾向は認められ
なかった．この結果は，乳がんの発症が50歳ま
でをピークに高齢者では減少することから 27,28），
MMGのカテゴリ3も高齢者では減少する可能
性が考えられる．一方，AICS（乳腺）のランクC
判定者が年齢階層別の線形傾向を示したことは，
AICS（乳腺）のランク分類がMMGの所見に応じ
た病変の反映ではない可能性を示唆するととも
に，MMGでのカテゴリ3が乳がんの高リスク病
変としえない可能性をも示唆するものと考えられ
た．この点については，今後，症例を増やしての
解析が必要である．したがって，乳がんについて
は対策型検診と同様に，50歳以降の女性に対して
は経年的な乳がん検診の受診を勧奨する必要があ
るものと考えられた．
一方，AICSランクCの年齢階層別の線形傾向

を認めなかったAICS（肺），AICS（大腸），AICS（子
宮･卵巣）については，今回はそれぞれの精密検
査の結果との関連性を検討しなかったが，これら
肺がん，大腸がん，子宮・卵巣がんの加齢性変化
とAICSのランク変動，さらにはがん発症との関
連性については，今後症例を増やして解明する必
要がある．

AICSは，がんに罹患している確率を評価する
スクリーニング検査であるが，本研究の結果，精
密検査の対象とされるランクCの割合が，AICS
（胃），AICS（前立腺），AICS（乳腺）において，加
齢に伴う有意な増加傾向が認められることが明ら
かになった．ことに，AICS（胃），AICS（前立腺）
における加齢に伴うランクC割合の増加傾向は，
加齢に伴うがん罹患者およびがんのハイリスク者
の増加を反映している可能性が示唆された．各種
AICSの年齢別の陽性的中率の算出や検査精度の
検証には，さらなるがん発見事例を含む受診結果
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の蓄積が必要であるが，本研究を継続することに
より，その意義をさらに検討して行きたい．
なお，本研究でも従来の報告と一致し 21），AICS

（肺）のランクB，AICS（胃）のランクAとランクB，
AICSランク（前立腺）のランクB，そしてAICS（乳
腺）のランクAからそれぞれのがんが発見されて
いた．AICSランクAでは1,500～4,000人に1例
の有病率，すなわち健常人に対して0.3倍のリス
クが，AICSランクBでは469～789人に1例の有
病率，すなわち1.6倍のがんのリスクのあること
から 7），AICSの受診者にはその結果がランクAあ
るいはランクBであっても，1年に1回の人間ドッ
ク健診あるいは法定がん検診を受診することと，
「がんになるリスクを低くする生活習慣」の指導を
する必要がある．

結　語
本研究の結果，加齢に伴うランクC割合の増加
傾向が認められたAICS（胃），AICS（前立腺）に関
しては，加齢に伴うがん罹患者およびがんのハイ
リスク者の増加を反映している可能性が示唆され
た．すなわちAICSランクC判定者から，各種の
早期がんのみならず，ハイリスク者が発見される
可能性があり，AICSが，がんの早期発見ととも
に，ランクCでがんの発見されなかった受診者に
は，「がんになるリスクを低くする5つの生活習慣」
の指導により 29），がんの発症を予防する行動変容
につながる検査となる可能性が示唆された．この
検証には，この5つの生活習慣によりがんになる
リスクが男性で43%，女性で37%低下するとされ
ていることから 29），今後，ランクCの受診者を注
意深く経過観察していくことが必要となる．
今後は，継続してさらなるAICSの受診結果，

ことにランクC判定者の精密検査結果を集積して
いくことで，AICSの有用性を検証するとともに，
ランクC判定者の将来的ながん罹患との関連性な
どに関しても検討していくことで，AICS検査の臨
床的意義を明確にしていく予定である．
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Study on Relationship between Rank Distribution in AminoIndexTM Cancer Screening and Age
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Abstract
Background: AminoIndexTM Cancer Screening (AICS) is based on “AminoIndexTM Tech-
nology”, which involves multivariate analysis of plasma amino acid concentrations between 
cancer patients and healthy subjects. It has been developed as a novel cancer screening test, 
which evaluates the probabilities of seven-types of cancer, to  determine subjects for sec-
ondary examination. In this study, we report the relationship between the distribution of 
AICS ranks and age.
Methods: �e distribution of AICS ranks by age was investigated in 4,368 examinees. �e 
age-stratified distributions of various diseases in rank C subjects were also investigated 
when a signi�cant increasing trend in rank C percentage with age was observed.  
Results: A signi�cant increase in the rank C percentage was observed with increase in age 
for AICS (gastric), AICS (prostate) and AICS (breast). �e percentages of atrophic gastritis 
and intestinal metaplasia in AICS (gastric) rank C subjects and the percentage of high PSA 
level subjects for AICS (prostate) rank C signi�cantly increased with age. �e percentage of 
category 3 in AICS (breast) rank C subjects did not signi�cantly change with age.
Conclusion: �ese results suggested that the increases in rank C percentage with age for 
AICS (gastric) and AICS (prostate) might re�ect increases in cancer incidence and high 
cancer risk persons with age.

Keywords: cancer screening, plasma free amino acid concentration, “AminoIndexTM Tech-
nology”, AminoIndexTM Cancer Screening
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アミノインデックスⓇがんリスクスクリーニング受診者の意識調査
－AICSⓇは健康意識を高めるツールである－

栗原照昌 1）　今田智之 2）　森 妹子 2）　原野洋介 3）　渡辺信弘 3）　黒澤 功 1）

要　約
目的：がん患者と健常人の血漿中アミノ酸濃度バランスを統計的に解析し，現在がんである可能性
を評価するアミノインデックスⓇがんリスクスクリーニング（AICSⓇ）は，7種類のがん種に対応した
検査として実用化されている．本報では，受診者のAICSに対する認識や満足度を把握したうえで，
AICSの受診が健康意識や行動にどのような影響を与えるのかを明らかにすることを目的に，受診
者へのアンケート調査を行った．
対象・方法：2015年2月から2017年9月まで当クリニックにてAICSを受診した349名を対象に，
郵送でのアンケート調査を実施した．回答が得られたのは159名で，有効回答率は46%であった．
結果：AICS受診者の58%において，受診後に運動や食事など生活習慣のなかで気をつけている項
目が増えており，受診者の健康意識が高まったことが示された．受診前後の項目数の増加は，「ラ
ンクCあり」群で「ランクCなし」群に対して有意に高かった．また，ランクC該当者の77%が精密
検査を受診しており，AICSが次の検査につながることが確認された．受診者の満足度は92%であり，
ランクCの有無による違いはみられなかった．
結論：アンケート結果からAICSはがんに対する認識だけでなく，全般的な健康意識向上につながっ
ており，がんのリスク管理と健康意識向上のためのツールとして活用できると考えられた．

キーワード がん検診，アミノインデックス，AICS，健康意識

1） 黒沢病院附属ヘルスパーククリニック  高崎健康管理センター 
2） 味の素株式会社アミノサイエンス事業本部 
 アミノサイエンス統括部  アミノインデックスグループ 
3） 味の素株式会社イノベーション研究所  基盤技術研究所 情報科学グループ

連絡先：〒 370-1203群馬県高崎市矢中町 188 
Tel：027-352-1111　E-mail：d.kurihara@jcom.home.ne.jp

はじめに
血漿中のアミノ酸濃度は，通常生体の恒常性
維持機能により一定に保たれているが，がんや肝
不全，腎不全などのさまざまな疾患において，血
漿中アミノ酸濃度のバランスに変化が生じること
が報告されている 1,2）．アミノインデックスⓇがん
リスクスクリーニング（AICSⓇ）（以下，AICS）は，
血漿中のアミノ酸を変数とした多変量解析を用い
て，健康状態や疾病の可能性を定量指標化するア
ミノインデックス技術を用いて開発されたリスク
スクリーニング検査である 3,4）．現在，胃，肺，大腸，
膵臓，前立腺，乳腺，子宮・卵巣の7種について
実用化されている 4-6）．AICSは現在がんである可
能性を0.0～10.0の数値（AICS値）で表し，数値
によりA，B，Cの3つのランクに分類され，ラン
クA，B，Cと数値が高いほどがんリスクも高く
なる．各がん種に対する現在のがんリスクを評価

するとともに，個々の検査法や受診法を提供でき
る特長を持つ．最近では臨床におけるAICS使用
実績に関するデータや，その有用性が明らかにさ
れている 7,8）．
当クリニックでは2015年からAICSを導入して
いるが，がんリスク評価に関しては，近年新しい
遺伝子検査や生体サンプル検査 9,10）などが登場し，
関連医療情報が増えてくるなかで，がんリスク評
価の受診希望者が検査の選択に迷う状況が出始め
ている．このような状況を踏まえ，受診希望者に
対してよりよい医療情報を提供するためには，こ
れまでのAICS受診者がAICSに対してどのよう
な認識を持ち，また，受診後にどのような行動変
容に至ったのかを把握する必要がある．そして，
得られたデータを解析し，必要な情報をAICS受
診者に提供することによって，より効率的に生活
習慣改善によるがんの予防や早期発見につなげら
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れる可能性も期待できる．
今回，我々は，AICS受診者の日常の健康意識，

受診後の意識変化，結果納得度や満足度，今後の
継続受診意向および継続受診意向者の特性などを
解析し，AICSの受診が健康意識と行動にどのよ
うな影響を与えたのかを明らかにすることを目的
に，アンケート調査を行った．

対象と方法
2015年2月から2017年9月までに当クリニッ

クにてAICSを受診した20～70歳代の349名を対
象に，郵送での無記名自記式アンケートで調査を
実施した．回答が得られたのは159名で，有効回
答率は46%であった．初期質問によって「ランク
Cなし（ランクAとBのみ）」と「ランクCあり（ラン
クCが1つでもあった）」の2群に分類し，AICSの
内容や感想などの各群共通項目と，結果や受診後
の精密検査受診の有無などの群ごと個別項目の合
わせて計34項目を設定し，設定選択式あるいは
自由記述式での回答とした．
生活習慣で気をつけている項目数の平均値

におけるAICS受診前後の比較検定にはMann-

Whitney U-testを，ランクCの有無を考慮した比
較検定には線形混合モデルを用いた．受診結果納
得度における「ランクCなし」と「ランクCあり」の
比較検定およびAICS継続受診意向者の特性にお
ける「継続意向あり」と「継続意向なし」の比較検定
にはFisher’s exact testを用いた．p値が0.05未満
をもって有意差ありとした．
なお，本研究は当院倫理委員会の承認を経て実
施した．

結　果
有効回答数の内訳は男性70名，女性89名，年
齢は20～30歳代が18名，40歳代が31名，50歳
代が55名，60～70歳代が55名であった．そのう
ち「ランクCなし」は125名（79%），1つ以上「ラン
クCあり」は34名（21%），複数回受診者は15名
（9%）であった（複数回受診者の男女比は3：2，1
つ以上「ランクCあり」は33%）．ランクCとなっ
たがん種は，AICS（胃）とAICS（大腸）がともに12
件（23%）と多く，続いてAICS（肺）が8件（15%），
AICS（子宮・卵巣）が7件（13%），AICS（膵臓）と
AICS（前立腺）がともに5件（10%），AICS（乳腺）
が3件（6%）であった（表1）．また，ランクC該当
者34名の77%（26名）が精密検査を受診している
ことが確認された．

AICS受診のきっかけは，「自分の健康やがんが
気になる」が136件と最も多く，次いで「この検査
に興味があった」が50件であった（図1）．

AICS受診者の日常の健康意識として，受診前
から「生活習慣について気をつけていることがあ

表1　各がん種におけるランクCの数
男性 女性 計

AICS（胃）  4 8 12（23%）
AICS（肺）  4 4 8（15%）
AICS（大腸） 9 3 12（23%）
AICS（膵臓）  4 1 5（10%）
AICS（前立腺） 5 0 5（10%）
AICS（乳腺） 0 3 3（ 6%）
AICS（子宮・卵巣） 0 7 7（13%）

図1　AICS受診のきっかけ（複数回答）



人間ドック　Vol.34  No.3  2019年 43 ( 469 )

るか」について確認したところ，「ある」と回答し
た割合が82%（131名）であった．具体的に気をつ
けている項目として，「定期的に健診を受ける」，
「バランスのとれた食生活を心掛ける」，「適度に
運動する」の3項目が各々90件，79件，73件と高
い数値を示した（図2）．
「AICS受診後に新たに生活習慣などで気をつ
けるようになったことはあるか」との問いに対し，
58%（92名）が「ある」と回答した．AICS受診前に
もともと（普段から）生活習慣などで気をつけてい
ることがあった人の60%（131名中80名）が，受

診後にさらに生活習慣のなかで気をつける項目数
を増やしていた．一方，AICS受診前にもともと
生活習慣などで気をつけていることがまったくな
かった人でも43%（28名中12名）が，AICS受診を
きっかけに生活習慣のなかで気をつける項目が新
たに追加されたことが確認された（表2）．生活習
慣のなかで気をつけている項目については，「定
期的に健診を受ける」，「バランスのとれた食生活
を心がける」，「適度に運動する」の3つが受診前の
意識のなかでも高かったが，受診後には新たに意
識する受診者が追加され，さらに高い数値となっ

図2　普段から生活習慣で気をつけている内容（複数回答）

図3　生活習慣で気をつけている内容の受診前後比較（複数回答）

表2　生活習慣で気をつけていること（受診後に追加や新規）
生活習慣で気をつけていること 割合%

受診前該当者数 受診後に追加 人数 対全体数（159名） 対受診前該当者数

あり（131名）
あり 80名 50% 61%
なし 51名 32% 39%

なし（28名）
あり 12名 8% 43%
なし 16名 10% 57%
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た（図3）．生活習慣のなかで気をつけている項目
数（1人当たりの平均値）の受診前後での変化につ
いては，受診前の2.4項目に対して受診後は2.8
項目と，有意に増加していることが確認された（図
4）．また，ランクCの有無により分類した2群間
の受診前後の項目数の増加は，「ランクCあり」の
群で「ランクCなし」の群に対して有意に高いこと
が確認された（図5）．
受診結果に対する納得度に関しては，納得度

回答者全体（156名：未回答者3名を除く）の86%
（134名）が「納得している（はい）」と回答していた
が，「ランクCなし」の回答者（123名：未回答者
2名を除く）では90%（111名），「ランクCあり」
の回答者（33名：未回答者1名を除く）では70%
（23名）と，ランクCの有無によって有意な違いが
みられた（図6）．さらに，受診満足度（AICSを受
けて良かったか）に関しては全体（159名）の89%
（141名）が「受けて良かった」と回答していたが，
これにはランクCの有無による有意な違いはみら
れなかった．受けて良かった理由については，自

由回答で「自分のがんのリスクを把握できた」，「よ
り健康に留意しようと思った」，「簡便な検査で情
報が得られた」などがあった．一方で，全体（159
名）の8%（12名）が「受けなければよかった」と回
答しているが，その理由については「結果が漠然
としている」，「もっと精度が的確なリスクの診断
をして欲しい」などがあった．ランクCなし（125
名）の特性として，AICSに対する理解度，納得度
および継続受診意向がいずれもランクCあり（34
名）に対して有意に高いことが確認された（表3）．

AICS受診後の受診継続意向（159名）に関する
問いに対して，今後「継続的に受診しようと思う」
との回答は28%（45名），「継続的に受診しようと
思わない」との回答は14%（22名），「まだ考えて
いない」が58%（92名）であった．継続受診意向の
理由として「自分のがんリスクの把握に役立つ」が
41名で最も多く，「検査が簡便」，「精密検査の動
機付けになる」が各々29名，18名と続いた．継続
受診意向者（45名）の特性として，AICSに対する
理解度，結果に対する納得度および受診満足度が

図6　受診結果納得度

図4 生活習慣で気をつけている項目数の平均値（AICS受
診前後の比較）

図5 生活習慣で気をつけている項目数の平均値（AICS受
診前後の比較）ランクCの有無による違い
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いずれも非継続受診意向者（22名）に対して有意
に高いことが認められた．「継続受診意向あり」の
割合は男性で高い傾向がみられたが，有意な違い
はみられなかった．（表4）．
今回のアンケート調査回答者159名の男女比は

44：56であったが，アンケート対象者349名の男
女比は49：51であり，回答者の比率と大きな違
いはみられなかった．年齢構成比（20歳代：30歳
代：40歳代：50歳代：60歳代：70歳代）に関し
ては，アンケート調査回答者で1：11：20：35：
31：4であり，アンケート対象者の比率（1：12：
28：35：20：4）と比べて40歳代が少なく，60歳

代が多い傾向がみられた．また，1つでもランク
Cがあった方の比率はアンケート回答者で21%で
あり，アンケート対象者の比率（20%）と大きな違
いはみられなかった．

考　察
近年人々の健康に対する意識は高まってきてお

り，厚生労働省の健康意識に関する調査 11）では，
73.7%の人が「自分は健康だ」と考えていることが
明らかになっている．その一方で，自身の健康に
ついて不安が「ある」と回答した人が61.1%にの
ぼること，内閣府のがん対策に関する世論調査 12）

表3　ランクCなしの特性 
質問 回答 ランクCなし（n=125） ランクCあり（n=34） p値※

性別
男性 54 16

NS
女性 71 18

生活習慣で気をつけていること
あり 102 29

NS
なし 23 5

理解度
よく理解できた 9 5

0.005だいたい理解できた 105 20
よくわからなかった 11 9

受診結果納得度
はい 111 23

0.005
いいえ 12 10
未回答 2 1 －

AICS継続受診意向

はい 32 13
0.04いいえ 15 7

まだ考えていない 77 13
未回答 1 1 －

受診満足度
よかった 112 29

NS
受けなければよかった 8 4
未回答 5 1 －

※Fisher's exact test

表4　AICS継続受診意向者の特性
質問 回答 意向あり（n=45） 意向なし（n=22） p値※

性別
男性 23 7

NS
女性 22 15

生活習慣で気をつけていること
あり 38 19

NS
なし 7 3

理解度
よく理解できた 9 0

0.02 だいたい理解できた 33 18
よくわからなかった 3 4

ランクC
なし 32 15

NS
あり 12 7

受診結果納得度
はい 43 13

＜0.001
いいえ 1 9
未回答 1 0 －

受診満足度
よかった 42 15

＜0.001
受けなければよかった 0 7
未回答 3 0 －

※Fisher's exact test
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の結果では，72.3%の人が「がんを怖いと思う」と
回答していることも確認されている．現在のわが
国のがん検診受診率は，男性においては4～5割
程度，女性においては3～4割台と報告されてお
り 13），決して高い水準にあるとはいえないが，健
康やがんに対する不安な気持ちが，それを解消す
るための具体的な行動に結びついていない状況が
存在することが一つの要因になっているものと推
測される．
今回のアンケート調査では，AICS受診前から

「生活習慣について気をつけていることがあるか」
について確認したところ，「ある」と回答した割合
が82%で，さらにAICS受診のきっかけは，「自
分の健康やがんが気になる」が136件と最も多く，
次いで「この検査に興味があった」が50件であっ
た（図1，2）．厚生労働省の健康意識に関する調
査 11）では，「普段から健康に気をつけるよう意識
しているか」との問いに対して，「している」と答
えた割合は53.9%であったことを踏まえると，
AICS受診者はもともと日常生活のなかで何らか
の健康意識を持つ割合が高い集団であると考えら
れた．また，「AICS受診後に新たに生活習慣など
で気をつけるようになったことはあるか」との問
いに対し，58%（92名）が「ある」と回答し，生活習
慣のなかで気をつけている項目数（1人当たりの平
均値）が受診後に有意に増加していることが示さ
れたことから，AICSの受診は比較的健康意識が
高めの受診者の健康意識を，さらに高める効果も
あると考えられた．これらの行動変容は，喫煙や
過度の飲酒など生活習慣の乱れが，がん発生要因
の一つになっていることが正しく認識されている
ことを示す結果であるとも考えられる．
一方，表4に示した，継続受診意向がなく，受
診結果納得度および受診満足度が低いと回答した
受診者からは，「返却結果の資料がわかりづらい」，
「結果の説明が不十分だった」，「ランク結果自体
に納得がいかない」などの意見が得られている．
検査の特徴や結果の意味など，より丁寧な説明を
加えることで，より満足度や健康意識の向上につ
ながるものと考えられる．

AICSは危険度の高い受診者を抽出し，それら

の対象者に対して精密検査を行うがんのリスクス
クリーニング検査と位置付けられる．当クリニッ
クでAICSを受診したランクC該当者（34名）のう
ち，77%がその後精密検査を受診していること
がアンケート結果で確認された．南部町国保西伯
病院では2012年からAICSを導入し，約2年間で
2,345例がAICSを受診しているが，AICS導入以
降に南部町の胃がん検診，肺がん検診および大腸
がん検診の受診率が各々約10%上昇したことが
確認されている 8）．南部町国保西伯病院の事例同
様，当クリニックにおいてもAICSの受診は精密
検査の受診という行動変容のきっかけになると考
えられた．一方で，ランクC非該当者はランクC
該当者に比べて有意にAICSに対する理解度，納
得度および継続受診意向が高いことが示された．
ランクCがなかったことに対する安堵感，ランク
Cがあったことに対する不安などがこの結果に反
映されている可能性も考えられるが，ランクC該
当者に対する継続受診の動機付けについては今後
検討が必要と考えられる．
今回のアンケート調査におけるAICS受診後

の受診継続意向に関する問いに対しては，今後
「継続的に受診しようと思う」との回答が28%で，
「継続的に受診しようと思わない」との回答14%
の2倍であった．継続受診意向者の特性として，
AICSに対する理解度，結果に対する納得度およ
び受診満足度がいずれも非継続受診意向者に対し
て有意に高いということが認められたことから，
適切かつ丁寧な情報提供が受診継続の意向につな
がっているものと思われる．AICSの経年受診は
がんの早期発見の契機となる可能性も示唆されて
いる 14）ことから，今後当クリニックでも症例の蓄
積により検証していく必要がある．

Prochaska15）らによって提唱された行動変容ス
テージモデルでは，人が行動を変える場合は「無
関心期」→「関心期」→「準備期」→「実行期」→「維持
期」の5つのステージを通ると考え，行動変容のス
テージを先に進めるには，その人が今どのステー
ジにいるかを把握し，それぞれのステージに合わ
せた働きかけが必要になるとされている．がんの
予防や早期発見を図るためにも，各受診者の健康
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意識に合わせた動機付けを行い，行動変容ステー
ジを高めていくことで，生活習慣改善やがん検診
受診に意識を向けることが必要となる．今回のア
ンケート調査からは，AICSの受診が健康意識の
向上および精密検査受診のきっかけとなる可能性
があることが示唆された．健康意識や行動に対す
る行動変容を促すためには，がんに対する正しい
知識や健診の位置付けの理解など，さまざまなア
プローチがあるが，AICS受診はそのための一つ
の有用なツールになり得ると考えられる．

結　語
アンケート結果からAICSはがんに対する認識
だけでなく，全般的な健康意識の向上につながっ
ており，がんのリスク管理と健康意識向上のため
のツールとして活用できると考えられた．
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Awareness Survey on AminoIndexTM Cancer Screening Examinees: 
AICSTM is a Tool for Raising Health Awareness
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Abstract
Objective: AminoIndexTM Cancer Screening (AICSTM) is an examination involving sta-
tistical analysis of the plasma amino acid concentration balance between cancer patients 
and healthy persons, in order to evaluate the probabilities of various cancers. AICS is now 
used in practice as an examination for seven types of cancer. In this study, we conducted a 
questionnaire survey with the aim of clarifying the in�uence of undergoing AICS on health 
consciousness, a�er determining examinees’ degree of recognition of AICS and level of sat-
isfaction with it. 
Methods: From February 2015 to September 2017, a questionnaire survey of 349 exam-
inees who underwent AICS at our clinic was conducted by mail. With 159 responses, the 
e�ective response rate was 46%.
Results: In 58% of examinees, including exercise and diet, the number of lifestyle aspects 
examinees paid attention to a�er AICS increased showing that their health consciousness 
had also increased. �e increase in the number of aspects from before to a�er the examina-
tion was signi�cantly higher in the “Rank C” group than in the “No Rank C” group. In ad-
dition, 77% of persons in the rank C group underwent secondary examination, con�rming 
that AICS was e�ective in this respect. �e satisfaction level of the examinees was 92%, and 
did not di�er whether rank C was present or not.
Conclusions: Based on the results of the questionnaire survey, AICS not only increased 
cancer recognition but also health awareness. It is thus thought to be a useful tool in cancer 
risk management and for improving health awareness.

Keywords: cancer screening, AminoindexTM, AICS, health awareness
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人間ドック健診受診女性における 
ヘモグロビン濃度低値者の特徴と対応

北山梨恵　日置敦巳　南 芳子　林 慎　河合壽一

要　約
目的：血液中のヘモグロビン（Hb）濃度が11.0g/dL以下の人間ドック健診受診女性（以下，「Hb低
値者」）の特徴について分析し，健診による貧血の発見と改善指導に活用する．
方法：2016年4月から2017年3月までの1年間の当人間ドック健診受診女性3,385名を対象とし，
Hb低値者の年齢，健診データ，既往歴，既存症，自覚症状および生活習慣の特徴をHb非低値者と
の間で比較した．Hb低値者についてはその後の精検受診状況についても分析を行った．
結果：Hb低値者の割合は全体の9.7%で，40歳代では16.6%と最も高かった．Hb低値者では，貧
血の既往歴，現在治療中の子宮筋腫，立ちくらみの症状を有する頻度が高かったが，非低値者と比
較して著しい頻度の差は認められなかった．診察で貧血所見を指摘されたのは，Hb濃度11.0 g/dL
以下の者の18.2%と低く，10.0g/dL以下の者でも29.5%であった．Hb 10g/dL以下の者で貧血の
治療を受けていた者の割合は6.0%と低く，Hb低値を指摘された者の精検受診率は26.2%で，他
の検査項目と比較して低かった．
結論：診察所見，既往歴，症状からHb低値者を効率的に検出することは困難であった．Hb値が健
診項目に含まれない特定健診では節目の年齢で検査対象とするなど，Hb低値者の検出に努め，健
診後の医療機関受診勧奨および個人の生活状況に応じた食生活指導を強化することが必要であると
考えた．

キーワード 健診，女性，ヘモグロビン，精密検査

まつなみ健康増進クリニック 人間ドック・健診センター 連絡先：〒 501-6061岐阜県羽島郡笠松町泉町 10
Tel：058-387-2128　E-mail：mtb-w@mghg.jp

はじめに
平成27年の国民健康・栄養調査 1）によると，血

液中ヘモグロビン（Hb）濃度が11.0g/dL未満の成
人女性の割合は，全体では5.9%で，30歳代では
11.5%，40歳代では11.3%であった．そのうち
治療中の者の割合は，全体では6.9%，30歳代で
4.2%，40歳代で8.1%と高くない．この原因と
しては，貧血が指摘されていないこと，指摘され
ても放置されていること，および治療が必要であ
ると判断されなかったことが考えられる．日本人
女性では貧血の割合が高く，その成因として鉄欠
乏による小球性貧血が多いことは，国民健康・栄
養調査のほか，健診データで報告されている 2,3）．
貧血検査は，人間ドック健診や労働安全衛生法

に基づく健康診断では実施の対象となっている．
これに対し，特定健康診査（以下，特定健診）では，
医師の判断に基づいて選択的に実施することと

なっており，その基準として「貧血の既往歴を有
する者または視診等で貧血が疑われる者」4）とされ
ており，特定健診の対象者では，貧血が見逃され
る可能性がある．貧血があっても治療を受けてい
ない者が少なくないことについては，受診者への
結果説明や生活指導などのなかで，その理由を把
握し，指導を行っていく必要がある．
今回，今後の健診における貧血への対応につい

て検討するため，健診によるHb低値を呈する者
の検出状況と健診で要精検となった者の精検受診
状況の分析を行った．

対　象
2016年4月から2017年3月までの1年間に，当

人間ドックでHb検査を含めた健診を受けた女性
を対象とした．延べ3,402名のうち，2回受診者
が17名いたため，その2回目分を除いた3,385名
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のデータを分析の対象とした．継続受診者では，
さらに前年および前々年のデータも参照した．ま
た，Hb値が当時の判定区分で要精検（11.0g/dL
未満）となった者およびその他の検査項目で要精
検となった者のうち，当人間ドックで精検受診勧
奨および結果把握を行った者の精検受診状況も分
析の対象とした．

方　法
最初に，人間ドック学会の判定区分（平成30年

度）5）に従い，血液中のHb濃度が11.0g/dL以下の
対象者（以下，Hb低値者）の特徴を把握するため，
年齢，体型，血圧，血液検査データ，既存症，既
往歴，症状，生活習慣の特徴についてHb非低値
者（Hb＞11.0g/dL）との間で比較を行った．この
際，Hb値は，治療開始の目安とされる10.0g/dL6）

でも区分した．
次いで，診察所見によるHb低値者の検出割合，
既存症，既往歴および症状によるHb低値者の検
出の可能性について検討した．この際，Hb低値
該当の有無を目的変数，Hb低値者の割合が有意
に高かった項目を説明変数とした変数増減法によ
る判別分析を行った．診察医は勤務歴10年以上
の2名が対象者全体の75%を担当し，他は2年以
上の医師10名が分担した．
さらに，Hb濃度で要精検となった受診者（2016
年度における判定区分の11.0g/dL未満）のうち，
当人間ドックで受診勧奨を行った対象者につい
て，精検受診率を他の健診項目での精検受診率と
比較した．また，精検受診の有無を目的変数，年齢，

今回のHb値，前回のHb値との差，貧血の既往歴，
子宮筋腫治療の有無および既往歴を説明変数とし
た変数増加法（Wald）によるロジスティック回帰
分析を行った．さらに，以前から貧血が指摘され
ているにもかかわらず受診していない者に対する
保健指導の記録から，その理由を集計した．
統計ソフトは IBM SPSS Statistics 24（日本アイ・

ビー・エム，東京）を用いた．
研究に先立ち，研究方法および倫理的配慮に関

し，松波総合病院医療倫理委員会の承認を得た．

結　果
Hb低値者は受診者全体の9.7%にみられ，年齢

階級別では40歳代で16.5%と最も高く，次いで
30歳代で8.7%であった（図1）．Hb値10.0g/dL
以下の者の割合は，40歳代で8.0%と最も高く，
50歳代では1.7%であった．貧血で治療中の者は
全体の1.7%，Hb値10.0g/dL以下の者では6.0%
であった（表1）．年齢階級別のHb値11.0g/dL未
満の者の割合は，国民健康・栄養調査結果 1）と比
較して有意差を認めなかった．Hb低値者と非低
値者との比較では，BMIには有意差が認められ
なかった．年齢，血圧，TG，LDL-C，アルブミ
ン，MCVはHb低値者で低く，血小板数はHb低
値者で高かった．Hb低値者のうち，MCV 80 � 
以下の者は64.4%，MCV 101 � 以上の者は0.3%
であった．胃切除歴を有する者はHb低値者では
1名であった．治療中の疾患は，Hb低値者で貧血
および子宮筋腫の割合が高く，貧血の既往歴を有
する割合が高かった．症状については，Hb低値

図1　年齢階級別にみたヘモグロビン濃度（g/dL)
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者では息切れ，立ちくらみ，便秘気味の割合が高
かった．Hb低値者では閉経している者の割合が
低く，経血量の多い者および月経以外での出血の
ある者の割合が高かった．朝食欠食者の割合に有
意差は認められなかった．ダイエットしている者
の割合はHb低値者で低かった．歩く速度が速い
者の割合はHb低値者で低かった．
診察で「貧血所見あり」とされた者の割合は，Hb
値10.0g/dL以下の者で29.5%，11.0g/dL以下の
者で18.2%であった．Hb低値者のうち，所見あ
りの者では平均Hb値が9.1（±1.2SD）g/dLと所見
なしの者（10.0±0.9g/dL）より有意に低かった（p＜
0.01）．また，所見ありの者では貧血の既往歴を有
する者の割合が66.7%と，所見なしの者（39.0%，
p＜0.01）より高く，自覚症状として胸部絞扼感
のある者の割合が8.3%で，所見のない者（0.5%，
p＜0.01）より高かった．また，腹囲，MCV，
LDL-Cの平均値は所見のある者で低かった．
既往歴，自覚症状別にみた低Hb値者の割合は，

貧血，子宮筋腫，関節リウマチの治療中の者で高
く，高血圧，脂質異常症治療中の者でHb低値の
割合が低かった（表2）．既往歴については，貧血
の既往歴がある者ではHb低値の割合が高く，閉
経している者で低かった．症状については，息切
れ，立ちくらみ，便秘気味，経血量が多い，月経
以外での出血がある者で低Hb値の割合が高かっ
た．生活習慣のなかでは，ダイエットをしている
者および歩行速度の速い者で低Hb値者の割合が
低かった．
診察所見および貧血の既往歴による貧血検出精

度を表3に示した．診察所見は陽性尤度比が20以
上と高かったが，陰性尤度比はいずれも0.5以上
であった．
年齢階級，既往歴，症状からHb低値を予測す

るための判別分析では，診察所見および貧血既往
歴が強く関与していた（表4）．

Hb濃度10g/dL以下の149名のうち，治療を受
けていない140名中91名は今回の検査前2年以内

表1　Hb濃度別にみた関連因子
Hb濃度（g/dL） ≦10.0 10.1－11.0 ≧11.1 3群の差（p値）

n 149 180 3056
貧血治療中 9（6.0%） 4（2.2%） 44（1.4%） 0.000 
年齢（歳） 44.4 ± 6.1 45.2 ± 7.9 48.0 ± 10.8 0.000 
BMI（kg/m2） 21.7 ± 3.2 21.4 ± 3.7 21.6 ± 3.6 0.628 
SBP（mmHg） 114 ± 12 115 ± 16 118 ± 16 0.002 
DBP（mmHg） 69 ± 8 70 ± 11 73 ± 11 0.000 
MCV（�） 72.2 ± 7.0 81.1 ± 6.8 88.8 ± 4.2 0.000 
血小板数（×104 µL） 31.5 ± 8.3 26.3 ± 6.3 22.5 ± 5.2 0.000 
TG（mg/dL） 69 ± 37 74 ± 38 83 ± 47 0.000 
LDL-C（mg/dL） 106 ± 26 114 ± 27 119 ± 30 0.000 
アルブミン（g/dL） 4.28 ± 0.20 4.32 ± 0.24 4.43 ± 0.23 0.000 
HbA1ｃ（%） 5.5 ± 0.3 5.5 ± 0.3 5.5 ± 0.5 0.673 
脂質異常症治療中 2.7% 3.3% 8.1% 0.004 
高血圧治療中 0.0% 3.3% 8.5% 0.000 
子宮筋腫治療中 4.7% 1.1% 0.7% 0.000 
貧血既往歴 52.3% 37.2% 11.9% 0.000 
子宮筋腫既往歴 26.8% 12.2% 16.8% 0.001 
子宮筋腫手術歴 2.7% 0.6% 5.3% 0.007 
動悸 9.4% 8.3% 7.8% 0.745 
息切れ 8.1% 5.6% 3.5% 0.008 
立ちくらみ 22.1% 18.3% 9.4% 0.000 
便秘気味 28.9% 23.9% 19.5% 0.010 
倦怠感・易労感 23.5% 27.8% 18.4% 0.003 
朝食欠食（≧3/w） 8.1% 10.2% 11.0% 0.526 
偏食 38.5% 40.0% 31.5% 0.017 
閉経 4.1% 13.2% 41.8% 0.000 
経血量が多い 36.2% 25.2% 11.2% 0.000 
月経以外での出血 14.1% 7.3% 4.5% 0.000 
ダイエット 13.5% 19.9% 22.8% 0.022 
歩く速度が速い 26.4% 36.4% 46.0% 0.000 
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表2　既往歴または自覚症状別にみた低ヘモグロビン値者の割合

下記の該当 Hb≦10.0 g/dLの者の割合 Hb≦11.0 g/dLの者の割合
あり なし あり なし

治療中の
疾患

貧血 15.8% 4.2% ** 22.8% 9.5%**
子宮筋腫 22.6% 4.2% ** 29.0% 9.5%**
高血圧 0.0% 4.8% ** 2.3% 10.4%**
脂質異常症 1.6% 4.6% * 3.9% 10.2%**
関節リウマチ 9.5% 4.4% 23.8% 9.6%*

既往歴

貧血 15.3% 2.5% ** 28.5% 6.4%**
子宮筋腫 7.0% 3.9% ** 10.8% 9.5%
子宮筋腫手術 2.4% 4.5% 3.0% 10.1%**
閉経 0.5% 7.0% ** 2.3% 14.6%**

症状

動悸 5.3% 4.3% 10.9% 9.6%
息切れ 9.3% 4.2% * 17.1% 9.4%**
立ちくらみ 9.3% 3.8% ** 18.7% 8.7%**
便秘気味 6.3% 3.9% ** 12.6% 9.0%**
倦怠感・易労感 5.4% 4.2% 13.1% 8.9%**
経血量多い 17.9% 5.1% ** 31.2% 11.5%**
月経以外での出血 13.9% 4.6% ** 22.2% 10.4%**

生活習慣

朝食欠食（≥ 3/w） 3.4% 4.6% 8.4% 10.0%
偏食 5.4% 4.1% 12.0% 8.9%**
ダイエット 2.7% 6.0% ** 7.6% 10.6%*
歩く速度が速い 2.7% 6.0% ** 7.0% 12.1%**

*,**：該当なしの者との比較（Fisherの直接確率検定）で，*p<0.05，**p<0.01．

表3　診察所見，貧血既往歴，症状による貧血検出精度
貧血検出方法 オッズ比 95%信頼区間 感度 特異度 陽性尤度比 陰性尤度比

診察所見 26.0 16.2－41.7 18.5% 99.1% 21.4 0.82
31.9 20.1－50.6 30.2% 98.7% 22.8 0.71

貧血既往 5.8 4.6－ 7.4 44.1% 88.1% 3.7 0.63
7.2 5.1－10.0 52.3% 86.7% 3.9 0.55

経血量が多い 7.3 5.2－10.1 30.5% 94.3% 5.4 0.55
4.1 2.8－ 5.9 36.2% 87.7% 2.9 0.55

歩く速度が速くない 1.8 1.4－ 2.3 68.2% 46.0% 1.3 0.74
2.3 1.6－ 3.4 73.6% 45.5% 1.4 0.73

上段：カットオフ値Hb≦11.0g/dL，下段：カットオフ値Hb≦10.0g/dL

表4　貧血を予測する関連因子の判別分析結果

従属変数
Hb≦10.0 g/dL Hb≦11.0 g/dL

標準化正準
判別関数係数

正準判別
関数係数

標準化正準
判別関数係数

正準判別
関数係数

固有値 0.255 0.274
正準相関 0.451 0.464
WilksのΛ 0.797** 0.785**
判別率 90.1% 81.3%
独立変数

40歳代 0.131 0.268 0.190 0.389
貧血治療中 –0.154 –0.978
貧血既往 0.340 0.933 0.539 1.513
子宮筋腫既往歴 0.159 0.470
リウマチ治療中 0.098 1.640
立ちくらみ 0.124 0.363 0.130 0.383
便秘気味 0.109 0.269
倦怠感・易労感 –0.159 –0.390
経血量が多い 0.257 0.755 0.290 0.854
歩く速度が速い –0.184 –0.377 –0.133 –0.272
貧血所見あり 0.751 4.385 0.648 3.744
（定数） –0.511 –0.662

**p<0.01
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に当人間ドックで検査を受けており，そのうちの
53名（58.2%）は前回の検査でも10.0g/dL以下で
あった（図2）．Hb低値での精検受診の有無を目
的変数としたロジスティック回帰分析では，年齢
が高いこと，Hb濃度低下量が大きいこと，子宮
筋腫既往歴があることが精検受診に関与していた
（表5）．

2016年度の健診の結果，要精検となった女性
の精検受診率を主な健診項目別にみると，肝機能
36.0%，脂質23.7%，空腹時血糖・HbA1c 36.4%，
Hb 26.2%，尿検査25.0%，便潜血46.8%，婦人
科58.3%，マンモグラフィ87.0%であった．
過去に健診で貧血を指摘されたにもかかわらず
改善していない者に対する結果説明および生活指
導の記録からは，症状がなかったため精検受診し
なかった，過去に治療を試みたが鉄剤の副作用が
強かったため治療を中断した，内服治療後に食事
療法で経過観察となった後にフォローをしてない
ことがあげられた．

考　察
Hb低値者の割合は特に40歳代で高く，国民健
康・栄養調査の結果 1）と比較して，本研究の対象
者では割合が高かった．国民健康・栄養調査に
おいては，2005年 7）のHb 11g/dL未満の割合が
20歳代3.3%，30歳代5.5%，40歳代10.4%で，
10年後の2015年 1）には30歳代11.5%，40歳代
11.3%となっており，世代間の相違も考えられる．

Hb非低値者では，年齢，血圧，TG，LDL-Cの
平均値が高く，加齢に伴うものであると考えた．
アルブミンはHb低値者で低かったが，軽度であ
り，栄養不足の状態とは考えられない．Hb低値
者におけるMCV低値は鉄欠乏を示唆するもので
あり，血小板数の高値は鉄欠乏で認められるとさ
れている 8）．Hb低値には，月経，子宮筋腫，月
経以外での出血が関与している可能性が示唆され
た．息切れ，立ちくらみの症状はHb低値者で割
合が高かったが，Hb 10g/dL以下の者でも2割程
度であった．また，鉄欠乏性貧血では便秘を伴う
ことも既報 9）と一致するものである．偏食は貧血

表5　精密検査受診と関連する因子のロジスティック回帰分析結果
オッズ比 95%信頼区間

年齢 1.12 （1.01－1.24）
Hb増減量 0.65 （0.46－0.90）

子宮筋腫既往歴 なし 1.00
あり 3.12 （1.32－7.40）

変数増加法（Wald）による

図2　貧血の既往およびHb濃度別にみた精検受診状況
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と若干関連する傾向が認められたが，朝食欠食や
ダイエットと貧血との関連は本研究の対象者では
認められなかった．Hb低値者では，歩行速度が
速い者の割合がHb非低値者と比較して低かった．
これは，貧血による影響と考えられる．
診察所見では，かなりの見逃しがあることが確
認できた．判定部位や医師による差，貧血のカッ
トオフ値による差もあるが，感度は19～70%，特
異度は70～100%とする報告 10）がある．診察所見
で貧血所見が認められなったHb低値者には明ら
かな特徴は認められなかった．腹囲は大きい傾向
にあり，皮膚の厚さが偽陰性に関与 11）した可能性
は否定できない．胸部絞扼感については，血液循
環など，さらなる分析が必要と考える．
治療中の疾患，既往歴，自覚症状のうち，貧
血，子宮筋腫，関節リウマチの治療中の者，貧血
の既往歴のある者，息切れ，立ちくらみ，便秘気
味，経血量が多い，月経以外での出血がある者
で低Hb値の割合が高かったが，非低値者との割
合に著しい差は認められず，貧血の予測因子とし
て活用することはできないと結論した．既報 11）と
同様，貧血を事前に除外できる因子は認められな
かった．貧血の既往歴がある者を貧血検査実施の
目安とした場合，特異度が低く，逆に，貧血の既
往歴がなく，何らかの疾患による二次性の貧血を
見逃す可能性も否定できない．健診項目のなかで
Hb値が選択となっている特定健診では，医師の
所見および貧血の既往歴が基準とされている．今
回の貧血検出精度および判別分析において，医師
の所見および貧血の既往歴が低Hb値者の検出に
有用であることが示されたが，検査対象から除外
するために有効な項目は認められなかった．選択
基準に該当しない貧血は見逃されることとなり，
少なくとも，特定の年齢ですべてを対象として検
査することが望ましいと考える．
前回の検査で，Hb濃度10g/dL以下であった
者の過半数が同レベルの貧血を呈しており，貧血
症状があっても受療につながっていないことが確
認できた．がん検診とは異なり生命予後に直結し
ないという受診者の認識のほかに，受診者への聞
き取りのなかでは，症状がないこと，過去に治療

を試みたが鉄剤の副作用が強かったことがあげ
られた．このほかに，当施設におけるメタボリッ
クシンドロームと直接関連しない項目についての
生活指導が不十分であったことも関与している可
能性がある．がん検診で要精検となった者の受
診率については，厚生労働省が健康保険組合に
対して行ったがん検診の実施状況調査 12）で，精
検受診率は，子宮頸がん被保険者64.9%，被扶
養者72.6%，乳がん被保険者69.5%，被扶養者
77.9%，大腸がん（男性含む）被保険者45.2%，被
扶養者56.6%と本研究の対象者とおおむね類似
していた．
貧血は働き盛りの世代で多いことから，発見と

治療，生活習慣改善は重要である．どうしても医
療機関を受診しない者への対応として，日常の生
活で継続できる鉄分摂取 13）ができるような指導も
重要であると考える．
本研究の限界としては，対象者に偏りがあり，

一般化することが困難であることである．人間
ドック健診受診者ということで，健康に関する意
識は高いものと考えるが，そのような対象者でも，
貧血を指摘されても放置している実態が明らかと
なった．また，健診では血清フェリチン値を測定
していないことから，潜在性鉄欠乏 14）による影響
は不明である．

結　語
Hb低値者の割合は，40歳代で最も高かった．

Hb低値者では貧血および子宮筋腫で治療中の者
の割合，貧血の既往歴を有する割合，息切れ，立
ちくらみ，便秘気味の症状を有する割合が高かっ
たが，これらの既往歴，自覚症状からHb低値者を
効率的に検出することはできなかった．診察で「貧
血所見あり」とされた者の割合は，Hb 11.0g/dL以
下の者の18.2%であり，「所見なし」と判断され
た者との間で明らかな特徴は認められなかった．
Hb低値でも医療機関を受診していない者の割合
は高く，Hb低値を指摘されても受診しない者の
割合も高かった．医療機関の受診あるいは日常生
活での鉄分摂取の指導を強化する必要があると考
えた．
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Characteristics of Women with Low Blood Hemoglobin Levels in Health Check-ups 
and Their Management

Rie Kitayama, Atsushi Hioki, Yoshiko Minami, Makoto Hayashi, Hisakazu Kawai

Ningen Dock and Medical Examination Center, Matsunami Medical Clinic

Abstract
Objective: To evaluate the characteristics of women with low blood hemoglobin (Hb) lev-
els ( ≤ 11.0 g/dL) and apply the �ndings in detecting anemia in health check-ups and pro-
viding guidance for mitigating it. 
Methods: We used the data of 3,385 women who had received health check-ups at our 
Ningen Dock clinic from April 2016 to March 2017. Age, examination results, clinical his-
tory, subjective symptoms and lifestyle habits of low Hb women were compared with non-
low Hb women. �e consultation rates of women determined to need secondary examina-
tion were compared among those for some health check-up items.
Results: �e percentage of low Hb women was higher in the 40s age group: 16.6% com-
pared to 9.7% for subjects overall. Low Hb women had higher percentages for medical 
history of anemia, currently treated uterine leiomyoma, and the subjective symptom of 
lightheadedness than non-low Hb women; however, there were no major di�erences. �e 
percentage of low Hb women told they had an anemic appearance in a physical examina-
tion was18.2%. For 11 check-up items, the rate for low Hb women receiving secondary ex-
amination was lower. 
Conclusion: It was di�cult to e�ciently detect low Hb women through physical examina-
tion, clinical history, subjective symptoms and/or lifestyle habits. We consider it necessary 
to reinforce detection of low Hb women through blood examination in all health check-up 
programs and recommend consultation or health guidance for those who need secondary 
examination a�er check-ups.

Keywords: medical checkup, women, hemoglobin (Hb), secondary examination
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健診データからみた
低尿酸血症の頻度と合併症に関する検討
田中謙二 1）　草場公宏 1）　一矢有一 1）　森田一徳 1）　鴨井逸馬 1） 

桑原康雄 1）　吉開泰信 1）　庄田昌隆 2）

要　約
目的：腎性低尿酸血症は，腎臓での尿酸の再吸収の障害が原因であり，日本人では比較的多いと報告
されている．また，腎性低尿酸血症は腎機能の低下や尿路結石，運動後急性腎不全の危険因子といわ
れている．しかし，その頻度などは明らかではない．今回，低尿酸血症とその合併症の頻度を明らか
にするために一般財団法人船員保険会（以下，船員保険会）で健診を受けた受診者を対象に検討した．
対象：船員保険会を2016年1月から12月の間に受診した受診者のうち，血清尿酸値と血清クレア
チニン値を測定した317,952人（男性203,166人，女性114,786人）を対象として分析した．低尿酸
血症を示した受診者のうち，過去に受診歴がある場合は10年間遡って血清尿酸値を確認し，一度
でも尿酸値＞2.0mg/dLを示した場合は低尿酸血症群から除外した．低尿酸血症の定義は血清尿酸
値≦2.0mg/dLとした．
結果：男性230人，女性301人が低尿酸血症と診断され，頻度は男性0.11%，女性0.26%であった．
従来，腎機能の低下を認めると報告されていた男性の腎機能は対照群よりも良好であった．受診表の
既往歴欄の検索では，尿路結石の頻度は多くはなく，腎不全の既往は低尿酸群では確認できなかった．
結論：日本人集団の健診データの解析から低尿酸血症の頻度は男性0.11%，女性0.26%と推定さ
れた．本症における腎機能は対照群と比べてむしろ良好であり，尿路結石の合併頻度も高くはなかっ
た．また，運動後急性腎不全の既往はみられなかったが，正確な頻度についてはさらに検討が必要
である．

キーワード 腎性低尿酸血症，腎機能，尿路結石，運動後急性腎不全

1） 船員保険福岡健康管理センター 
2） 船員保険健康管理センター

連絡先：〒 812-0063福岡県福岡市東区原田 3-4-10 
Tel：092-611-6311　E-mail：tanakakenji@jcom.home.ne.jp

はじめに
腎性低尿酸血症は，尿細管における尿酸の再吸
収を担っているトランスポーターの遺伝子変異に
より尿中への尿酸の排泄が増加し，その結果とし
て低尿酸血症をきたすものである 1,2）．日本人に
多いといわれているが，全国規模での調査は少な
く，その正確な頻度は明らかではない 1-6）．腎性
低尿酸血症は通常は無症状であるが，男性におい
て腎機能の低下をきたすと報告されている 4）．ま
た，尿酸排泄の増加に伴って，尿路結石の合併頻
度が高いとの報告もある 5-7）．さらに，運動後の
急性腎不全の原因の一つとされているが，それら
の頻度については明らかにされていない 8-11）．
今回，一般財団法人船員保険会（以下，船員保

険会）所属の健診センターの受診者を対象に全国

規模での調査を行い，低尿酸血症の頻度を明らか
にし，さらに，腎機能を対照群と比較した．また，
受診票の既往歴欄から尿路結石の合併頻度や腎不
全の既往の有無についても検討した．

対象および方法
船員保険会に所属する全国の5健診センターに

おいて，2016年1月から12月までに人間ドック，
職域健診，主婦健診を受けた受診者のうち，血清
尿酸値と血清クレアチニン値を測定した受診者は
男性203,183人，女性114,960人，合計318,143
人であった．このうち過去に受診歴があった受
診者については10年間遡って調査を行い，今回
は血清尿酸値が2.0mg/dL以下であったが，過去
の血清尿酸値の最高値が2.1～3.0mg/dLであっ
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た男性17人．女性174人については判定保留と
して対象から除外した．その結果，対象は男性
203,166人（16歳から95歳，平均47.2±12.2歳），
女性114,786人（13歳から97歳，平均47.0±12.4
歳），合計317,952人（表1）であり，この対象を用
いて低尿酸血症の頻度を算出した．さらに，対象
のなかから血清尿酸値が正常（2.1～7.0mg/dL）な
男女を対照群として抽出し，低尿酸群との間で腎
機能の比較を行った．
また，受診票の既往歴欄の記載から尿路結石や
腎不全，腎機能障害の既往のある受診者を抽出し
て，その頻度を低尿酸群と，正常尿酸群に高尿酸
群を加えた群との間で比較検討した．
統計学的検討にはχ 2検定，Fisher正確確率検定，

t検定を用いた．統計学解析ソフトはSTATA/SE 
13を使用した．
この研究は当センターの倫理委員会の承認を得
て行った．

結　果
2016年に血清尿酸値が2.0mg/dL以下であっ

た人数は男性240人，女性337人であった．
このうち過去に受診歴がある受診者については

10年間遡って調査を行い，一度以上血清尿酸値
が3.1mg/dL以上を示した男性10人，女性36人

は2.1mg/dL以上の正常尿酸群に含めた．
全受診者中，常に2.0mg/dL以下の低尿酸血症

を示した人数は，男性230人，女性301人，合計
531人であった．
男性における低尿酸血症の頻度を年齢別に調査

したが，年齢による頻度の変化はみられず，男性
全体での頻度は0.11%であった（表2）．一方，女
性では50歳代以上の群と50歳未満の群を対応の
ない t検定で比較したところ50歳未満の群で有意
に頻度が高かった（p=0.018）（結果未記載）．女
性全体における低尿酸血症の頻度は0.26%であ
り，60歳代を除くすべての年代で男性に比べて女
性の方が有意に低尿酸血症の頻度が高かった．性
ホルモンの影響が少ないと考えられる60歳代以
降の男女を対応のない t検定を用いて比較しても
女性の方で有意に頻度が高いという結果であった
（p=0.037）（結果未記載）．
地域によって低尿酸血症の頻度の違いがあるか
調査を行った．受診者の年齢は芝浦で有意に男女
ともに若かったが（表1），男性においては地域差
を認めず，年齢の関与はないと思われた．女性に
おいても北海道と福岡で頻度がやや高い傾向がみ
られたが，χ 2検定の結果は有意の差ではなかった
（表3）．
対象のなかから血清尿酸値が正常な（2.1～

表1　対象の地域別人数
北海道 芝浦 横浜 大阪 福岡 合計

男性 38862 43805 52019 25428 43052 203166
年齢 49.3 ± 11.7 42.1 ± 11.6* 48.5 ± 13.0 47.4 ± 12.0 47.4 ± 12.0 47.2 ± 12.2
女性 20185 27287 29089 14356 23869 114786
年齢 48.1 ± 11.6 42.0 ± 12.0* 49.7 ± 13.6 46.5 ± 11.2 49.0 ± 10.9 47.0 ± 12.3
合計 59047 71092 81108 39784 66921 317952

* p＜0.001

表2　低尿酸血症の性別・年齢別頻度
男性 女性

p年代 対象者 低尿酸群 頻度 対象者 低尿酸群 頻度
20歳未満 253 0 136 0
20際代 14176 13 0.09% 8880 27 0.30% <0.001
30歳代 42294 46 0.11% 23196 84 0.36% <0.001
40歳代 65569 77 0.12% 37180 91 0.25% <0.001
50歳代 44022 44 0.10% 25844 58 0.22% <0.001
60歳代 29962 47 0.16% 15169 31 0.20% NS
70歳以上 6890 3 0.04% 4381 10 0.23% <0.01
合計 203166 230 0.11% 114786 301 0.26% <0.001
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7.0mg/dL）受診者を対照群として抽出し（表4），
年齢別に低尿酸群との間で推算糸球体濾過量
（eGFR）の値を対応のない t検定を用いて比較し
たが，男性では30歳未満と50歳代を除くすべて
の年齢において低尿酸群で有意に腎機能は良好で
あった（表5）．一方，女性でも同様に比較を行っ
たが，40歳代までは低尿酸群で良好であった腎
機能が70歳以上の群（10人）を除いて50歳代以降
では有意差が認められなかった．
受診表の既往歴欄の記載から腎臓結石，尿管結
石，尿路結石をキーワードとして検索を行い，そ
の頻度についてFisher正確確率検定を用いて低尿
酸群と正常尿酸群＋高尿酸群の間で比較したが，

有意な差は認められなかった（表6）．同様に既往
歴欄の腎不全，腎機能障害をキーワードに検索を
行ったが，低尿酸群ではこのような記載は一例も
みられなかった（表7）．

考　察
腎性低尿酸血症は，腎臓の近位尿細管における
尿酸トランスポーター1の変異による尿酸再吸収
の低下が原因である腎性低尿酸血症1型と，同じ
く近位尿細管のグルコーストランスポーター9の遺
伝子変異が原因の腎性低尿酸血症2型がある1-3）．
日本人では1型の頻度が高いとされている 1,3）．低
尿酸血症の正確な頻度や合併症についての検討は

表3　地域別・性別の低尿酸血症の頻度
北海道 芝浦 横浜 大阪 福岡

男性
低尿酸群 43 51 58 30 48
対象者 38862 43805 52019 25428 43052
頻度 0.11% 0.12% 0.11% 0.12% 0.11%

女性
低尿酸群 60 70 64 34 73
対象者 20185 27287 29089 14356 23869
頻度 0.30% 0.26% 0.22% 0.24% 0.31%

男性：p=0.998，女性：p=0.282

表4　対照群の人数
男性 女性

30歳未満 11617 8949
30歳代 33053 22991
40歳代 50638 36773
50歳代 34666 25287
60歳代 24537 14830
70歳以上 5825 4256
合計 160336 113086

表5　対照群と低尿酸群との性別・年齢別のeGFR（mL/分 /1.73m2）の比較
男性 女性

低尿酸群 対照群 ｐ 低尿酸群 対照群 p
30歳未満 111.5 ± 12.2 98.2 ± 14.6 NS 114.0 ± 19.9 102.3 ± 17.1 <0.01
30歳代 95.2 ± 16.4 88.4 ± 13.5 <0.01 103.0 ± 22.3 91.6 ± 15.7 <0.01
40歳代 85.6 ± 11.5 82.3 ± 13.3 <0.05 90.8 ± 14.1 83.0 ± 13.8 <0.01
50歳代 79.8 ± 14.1 77.6 ± 14.0 NS 79.9 ± 15.1 77.1 ± 13.6 NS
60歳代 78.0 ± 13.2 73.4 ± 14.4 <0.05 71.7 ± 12.8 73.8 ± 13.8 NS
70歳以上 83.4 ± 13.1 66.4 ± 13.8 <0.05 77.1 ± 18.2 67.1 ± 13.3 <0.05

表6　尿路結石症の既往の有無
男性 女性

低尿酸群 正常尿酸群＋高尿酸群 低尿酸群 正常尿酸群＋高尿酸群
あり 3 7302 1 1321
なし 227 195634 300 113164

男性：p=0.072，女性：p=0.274

表7　腎不全・腎機能障害の既往の有無
なし あり

低尿酸群 男性 230 0
女性 301 0

正常尿酸群＋高尿酸群 男性 202936 186
女性 114485 35
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少ないが，今回の全国規模での検討で男性におけ
る頻度は0.11%，女性では0.26%であることが
明らかとなった．
腎性低尿酸血症診療ガイドラインでは 12），低尿
酸血症の診断に際しては血清尿酸値を複数回測定
して判定することを推奨している．今回の検討に
おいても，2016年に2.0mg/dL以下であった受診
者のうち46人は過去において3.1mg/dLよりも明
らかに高い血清尿酸値を示していた．また，今回
判定保留として対象から除外した191人について
は常に2.0mg/dL前後で推移しており，このなか
に遺伝子検査によって腎性低尿酸血症と診断され
る症例が含まれている可能性は否定できない．し
かし，今回の調査では常に2.0mg/dL以下の場合
を低尿酸血症と診断するというガイドラインの定
義 12）に従ってこの191名は判定保留として今回は
対象から除外した．しかし，これらを低尿酸群に
含めると過去の報告にみられる男性0.2%，女性
0.4%に近い数字となるため 1,2,4-6），過去の報告に
は今回の判定保留とした症例が含まれていた可能
性があるのではないかと考えられる．
従来より，血清尿酸値は女性ホルモンの影響を

受けて女性では低値を示すといわれており，今回
の成績でも男性より女性で低尿酸血症の頻度は高
く，また，閉経前の女性が多いと考えられる50
歳未満の女性群で50歳以上の群に比べて頻度が
高くなっていた．しかし，性ホルモンの影響が少
ないと考えられる60歳以降で男女を比較しても
女性で有意に頻度が高く，性ホルモン以外の要因
の関与が示唆された．
高尿酸血症は慢性腎臓病の危険因子とされてい

るため 13），血清尿酸値が正常の男女を対照群に用
いて低尿酸群との間で腎機能を比較検討した．腎
性低尿酸血症では男性において腎機能の低下をき
たすとの報告があるが 4），今回の検討では腎機能
の低下は認められず，30歳未満と50歳代を除い
てむしろ対照群よりも良好であった．一方，女性
でも50歳までは低尿酸群の腎機能は対照群より
も良好であったが，70歳以上を除いて 50歳代を
境に対照群との間で腎機能に有意差が認められな
くなっており，女性ホルモンが腎機能に何らかの

影響を及ぼしている可能性を示唆しているのでは
ないかと考えられた．これらの年齢によるばらつ
きについては，年代によってサンプルとなる人数
が少ないことによるバイアスや腎機能に影響を及
ぼすと考えられる高血圧症や糖尿病などの合併に
ついて，今回の調査では考慮していないことなど
が要因として考えられる．
腎性低尿酸血症では尿中への尿酸排泄が増加し

ているため，尿路結石の合併が多いのではないか
と考えられてきたが 5-7），今回の検討では正常尿
酸群＋高尿酸群との間に有意差は認められなかっ
た．受診票の既往歴欄からの検索であるため，信
頼性にやや問題があるが，少なくとも著しく多い
とは考えられない．尿路結石の成分分析ではリン
酸カルシウムやシュウ酸カルシウムが90%と最
も多く，尿酸結石は5%程度と少ないため，結石
の形成には尿酸以外の原因の関与の方が大きいの
ではないかと思われる 14）．
腎性低尿酸血症では運動後に急性腎不全を発症

することがあるといわれているが 8-11），今回の検
討では，そのような記載は認められなかった．や
はり，受診票の既往歴の記載からの検討であり，
正確性にやや問題があるため，運動後急性腎不全
の頻度については 今後の検討が必要である．但
し，若年者の場合，運動後の急性腎不全の症状の
一つである強い腰背部痛をきたしても単なる急性
腰痛症として見逃されている可能性も否定できな
い．そのため，低尿酸血症の若年者が急激な運動
後に嘔吐や激しい腰背部痛をきたした場合，急性
腎不全を発症している可能性があるため，早急に
専門医療機関を受診するように周知しておくこと
が必要であろう 9-11）．

結　語
低尿酸血症の頻度は男性0.11%，女性0.26%で

あった．男女ともに低尿酸群では腎機能の低下は
認められなかった．また，尿路結石の既往の頻度
も増加はみられなかった．男女ともに低尿酸血症
群では急性腎不全の既往に関する記載はみられな
かった．
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Prevalence and Complications of Hypouricemia in a Japanese General Population

Kenji Tanaka1), Tomohiro Kusaba1), Yuichi Ichiya1), Kazunori Morita1), Itsuma Kamoi1), 
Yasuo Kuwabara1), Yasunobu Yosikai1), Masataka Syoda2)

1) Fukuoka Seaman’s Insurance Health Care and Research Center
2) Seaman’s Insurance Health Care and Research Center

Abstract
Objective: Renal hypouricemia (RHUC) is caused by impaired renal reabsorption and is 
relatively common in the Japanese population. RHUC is reported to be a risk factor for re-
duced renal function, urolithiasis and exercise-induced acute kidney injury (EIAKI). How-
ever, little is known about the prevalence of these complications. �is study was conducted 
to clarify the prevalence of RHUC and its complications using large-scale population data 
from the Seaman’s Insurance Health Care and Research Center, Japan. 
Methods: We analyzed the health check-up records of 317,952 Japanese subjects (203,166 
men and 114,786 women) in 2016. Previous records were also checked when individuals 
with hypouricemia had repeatedly received health check-ups in the past 10 years. Hypouri-
cemia was de�ned as a serum uric acid level of ≤ 2.0mg/dL.
Results: 230 men and 301 women were identi�ed as having hypouricemia, and the prev-
alence was 0.11% in men and 0.26% in women. The renal function in individuals with 
hypouricemia was better than that of the control group. Incidence of urolithiasis was less 
frequent in individuals with hypouricemia, compared with the control group. �ere was no 
history of renal failure in individuals with hypouricemia in their records.
Conclusion: �rough analysis of the previous health check-up records of a Japanese pop-
ulation, we found that individuals with hypouricemia had good renal function, and inci-
dence of urolithiasis was lower than in the control group. Further studies are necessary to 
determine the prevalence of EIAKI among individuals with hypouricemia.

Keywords: renal hypouricemia, renal function, urolithiasis, exercise-induced acute kidney 
injury
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職域がん検診事後指導による精検受診率向上への取り組み
羽田野今日子　長谷部靖子　西山里枝　飯尾陽子 

黒川泰伸　渡邉早苗　八木 完

要　約
目的：職域におけるがん検診精検受診率が低いことは以前から問題視されている．2014年度から，
我々が所属するグループ内事業所で，健診後事後措置の一環として事業所協力下での受診勧奨を
行ってきた．今回，その受診勧奨方法とその効果について検討した．
方法：当センターでは，要精検者に対し結果送付時と3ヵ月後に紙面にて受診勧奨を行っている．
2014年度からグループ職員には6ヵ月後に職員アンケート調査を行い，受診確認が取れなかった者
に対しては個別に受診勧奨面談を実施した．2016年度からは，健診の問診時に前年度精検受診状
況を確認し，未受診者に対しては再度受診勧奨を行った．
結果：グループ職員の精検受診率は，面談開始前の2013年度，肺がん76.9%，胃がん50.0%，大
腸がん38.5%であったが，受診勧奨面談を開始することで2016年度，肺がん96.0%，胃がん
93.3%，大腸がん76.1%と，有意に上昇した（胃がん・大腸がんp＜0.001）．
結論：地域検診と同様に，健診機関が受診状況の把握を正確に行い，事業所や産業医と情報を共有
して受診勧奨を行うこと，未受診者に対しては健診受診から翌年に受診するまで継続して受診勧奨
を行うこと，個別性に配慮したパーソナライズド健康支援により職員のヘルスリテラシーが向上し
たことで精検受診率は向上した．今後，グループ外の事業所に，この取り組みをどのように展開し
ていくか，健康情報の取り扱いに留意した事業所へのアプローチ方法が課題である．

キーワード 職域がん検診，精検受診率，受診勧奨，ヘルスリテラシー

医療法人順風会  順風会健診センター 連絡先：〒 790-0822愛媛県松山市高砂町 2丁目 3番 1号 
Tel：089-927-1272

緒　言
我が国では，2017年全死亡者のうち，悪性新生
物による死亡が27.9%を占め，1981年より死亡原
因第一位，そしてその割合は上昇している 1）．一方，
悪性新生物，がんは早期発見，早期治療により完
治も可能であり，その生存率も高くなることは既
知のことである．早期発見にはがん検診を受診す
ることはもちろん，要精密検査と判定された場合
には必ず精密検査（精検）を受診し，治療につなげ
る，このすべての過程が必要であり，これが検診
の効果になる．しかし，職域における精検受診率
は被保険者で肺がん45.1%，胃がん44.2%，大
腸がん45.2%，被扶養者で肺がん73.1%，胃が
ん67.0%，大腸がん56.6%2）と精検受診率の目標
値90%を大きく下回っている 3）．
職域健診を中心に健診を受託している当セン

ターにおいても，精検受診率の低さは以前からの

課題であり，受診者個人に対してさまざまな受診
勧奨アプローチを行ってきた．また，精検受診率
の低さは個人の問題だけでなく事業所全体の課題
でもあると考え，2014年度からはグループ内事
業所の健診事後措置の一環として産業保健支援室
による受診勧奨を開始した．そこで今回，事業所
協力下での受診勧奨の方法とその効果について検
討を行ったので報告する．

対　象
当センターは，介護・福祉，医療事業を中心に
展開しているグループ内に所属しており，主に職
域健診を実施している．今回，2016年度にグルー
プ内事業所に在籍し，職域にてがん検診の対象と
なった職員（以下，グループ職員）1,985名（男性
535名，女性1,450名，平均年齢48.9±14.2歳）
に対して検討を行った．
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方　法
産業保健活動では，労働安全衛生法に基づき，
労働者，事業者，産業医・産業保健担当者がチー
ムとなって労働者の健康を守ることが求められる
（図1）．
当センターは，主に健康診断を実施する健診部

門（健診機関としての健診センター）と，産業医業

務を担う産業保健支援室から構成されている．産
業保健支援室では，産業医と保健師が中心となり，
産業医契約がある事業所に対して，専門的立場か
ら指導・助言を行うことで産業保健活動をサポー
トしている（図2）．今回，グループ職員に対し，
健診事後措置としての面談を実施する際に，産業
保健活動の一環としてがん検診項目についても，
精検受診状況の把握および受診勧奨を行った．
グループ職員に対するがん検診の受診勧奨を図

3に示す．健診機関としての健診センターの取り
組みに追加して，産業保健活動のサポートを行う
産業保健支援室での取り組みを実施する二段階方
式で2014年度から実施した．
健診機関としての当センターでの取り組み
当センターでは，設立当初からがん検診項目で
要精検判定の受診者に対し，結果票に精密検査案
内文と病院宛の精密検査依頼書を同封し，受診勧
奨を行っている．精検の受診状況は医療機関から図1　産業保健活動の実際

図2　グループ職員に対するがん検診後受診勧奨の多面的アプローチ

図3　グループ職員のがん検診要精検者への受診勧奨
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返信される結果をシステムに入力することにより
確認を行い，未受診者を把握している．2014年
度からは，精検未受診者に対して，がん検診受診
から3ヵ月後に精密検査再案内および受診状況確
認アンケートの送付を開始した．アンケートには
未受診の場合は未受理由を，既受診の場合は受診
結果を記入のうえ返信するよう依頼している．さ
らに，2016年度からは，前回健診結果でのがん
検診要精検者に対して，問診時に看護師が受診状
況の確認を行い，未受診者にはその場で受診勧奨
を行っている．
産業保健支援室での取り組み
産業保健支援室では，産業医契約のある事業所

の事後指導支援を行っている．当センターでの3ヵ
月後再案内にて受診確認が行えなかった場合，当
センターから産業保健支援室にグループ職員の受
診状況が引き継がれる．グループ職員に対するが
ん検診精検未受診者への個人面談による受診勧奨
は2014年度から開始した．産業保健支援室では
未受診であるグループ職員に対して，がん検診か
ら6ヵ月後（再案内から3ヵ月後）に受診確認アン
ケート（以下，職員アンケート）を送付し再度受診
状況を確認している．職員アンケートには，精検
該当項目，受診日，受診医療機関，受診結果，未
受診の場合は未受診理由を記載する欄を設けた．
その結果，未受診もしくは未返信であった者を面
談対象者とし，受診勧奨面談を行った．
受診勧奨面談
面談対象者には事業所担当者から声をかけても

らい，事業所に就業時間内での許可をとったうえで，
対象者の都合のよい時間帯に面談を実施した．面談
はプライバシーを確保するために個室で実施した．
面談時には，対象者の未受診理由を確認し，内
容に応じた対応を行った．「費用が心配」，「どこ
の病院を受診したらよいか分からない」が理由の
場合，費用や受診医療機関を説明した．また，「自
覚症状がない」，「以前に同内容で受診したことが
ある」が理由の場合，検査についての説明や自覚
症状がなくても悪性疾患である可能性，前回の精
密検査受診時期を確認したうえで受診勧奨を行っ
た．「受診する時間がない」場合には，検査予約で

きる病院の紹介と検査予約を行った（図4）.
統計解析の質的変数の比較はχ 2検定または

Fisher検定を用いた．
本検討では，個人情報保護を尊重し，サンプル

データを統計に用いる際には，『個人情報につい
て』として利用目的等をホームページおよび施設
内に掲示し，データは受診者を特定する氏名等を
消去して検討した．

結　果
当センターにおける2013年度から2016年度ま
での肺がん，大腸がん，胃がん検診の受診者数，
要精検者数，要精検率，精検受診者数，精検受診
率を表1に示す．2013年度の精検受診率は，肺
がん53.0%，胃がん47.9%，大腸がん31.1%で
あった．2014年度に精密検査再案内を開始する
ことにより，精検受診率は，肺がん63.3%，胃が
ん55.8%，大腸がん41.1%と約10%上昇した．
さらに，2016年度に問診時確認（2015年度の精
検受診確認）を開始し，2016年度の精検受診率は
肺がん67.9%，胃がん60.1%，大腸がん47.0%
に上昇した．当センターでの取り組みにより，
2013年度から2016年度間に精検受診率は肺がん
14.9%，胃がん12.2%，大腸がん15.9%上昇し，
肺がん，胃がん，大腸がんの2016年度の精検受
診率は2013年度と比較して有意に高かった（p＜
0.001）．
グループ職員の2013年度から2016年度までの
肺がん，大腸がん，胃がん検診の受診者数，要精

図4　受診勧奨面談における未受診理由への対応
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検者数，要精検率，精検受診者数，精検受診率を
表2に示す．グループ職員の精検受診率は，取り
組み開始前の2013年度の段階で，肺がん76.9%，
胃がん50.0%，大腸がん38.5%と当センターで
の精検受診率より高い傾向にあり，特に肺がん検
診では有意差を認めた（p＜0.01）．グループ職員
の精検受診率は，産業保健支援室の取り組み開
始前である2013年度と2016年度を比較すると
肺がん19.1%，胃がん43.3%，大腸がん37.6%
上昇し，胃がん，大腸がんの2016年度の精検受
診率は2013年度と比較して有意に高かった（p＜
0.001）．

2016年度のグループ職員の受診勧奨の内訳に

ついて表3に示す．当センターの取り組みによる
グループ職員の精検受診率は，肺がん80.0%，胃
がん60.0%，大腸がん56.5%であった．未受診
者に対しての職員アンケートは43名（肺がん5名，
胃がん18名，大腸がん20名）に送付し，28名（肺
がん2名，胃がん12名，大腸がん14名）から返信
があり，返信率は65.1%であった．職員アンケー
トの返信で，肺がん1名，胃がん2名，大腸がん3
名の受診を確認した．
面談対象者は，アンケートで未受診であった22

名と，未返信であった15名，計37名である．面
談実施率は，面談開始時の2014年度33名に対し
て23名（69.7%）であったが，2015年度は40名に

表1　当センター受診者における精検受診率の推移
2013年度 2014年度 2015年度 2016年度 2013年度と

2016年度
精検受診率の差

ｐ値当センターでの取り組み 精密検査
再案内開始

問診での
受診状況確認

肺がん検診

受診者数 88883 93690 99747 106700
要精検者数 736 600 702 806
要精検率 0.83% 0.64% 0.70% 0.76%
精検受診者数 390 380 491 547
精検受診率 53.0% 63.3% 69.9% 67.9% ＋14.9％ ＜0.001

胃がん検診

受診者数 23879 24614 26663 27446
要精検者数 1900 1549 1547 1505
要精検率 7.96% 6.29% 5.80% 5.48%
精検受診者数 911 864 903 904
精検受診率 47.9% 55.8% 58.4% 60.1% ＋12.2％ ＜0.001

大腸がん検診

受診者数 37137 39641 43169 46427
要精検者数 2195 1962 1980 2043
要精検率 5.91% 4.95% 4.59% 4.40%
精検受診者数 682 806 932 961
精検受診率 31.1% 41.1% 47.1% 47.0% ＋15.9％ ＜0.001

表2　グループ職員における精検受診率の推移
2013年度 2014年度 2015年度 2016年度

2013年度と
2016年度

精検受診率の差
ｐ値当センターでの取り組み 精密検査

再案内開始
問診での
受診状況確認

産業保健支援室での取り組み 個別面談開始

肺がん検診

受診者数 1842 1846 1879 1935
要精検者数 13 12 12 25
要精検率 0.71% 0.65% 0.64% 1.29%
精検受診者数 10 11 10 24
精検受診率 76.9% 91.7% 83.3% 96.0% ＋19.1% n.s.

胃がん検診

受診者数 618 653 661 679
要精検者数 40 47 35 45
要精検率 6.47% 7.20% 5.30% 6.63%
精検受診者数 20 31 25 42
精検受診率 50.0% 66.0% 71.4% 93.3% ＋43.3% ＜0.001

大腸がん検診

受診者数 764 917 945 959
要精検者数 52 41 45 46
要精検率 6.81% 4.47% 4.76% 4.80%
精検受診者数 20 27 26 35
精検受診率 38.5% 65.9% 57.8% 76.1% ＋37.6% ＜0.001
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対して34名（85.0%），2016年度は37名に対して
34名（91.9%）と上昇した．特に，大腸がんでの面
談実施率は37.5%（16名中6名）から88.2%（17名
中15名）と飛躍的に上昇した．2016年度に面談を
実施した34名のうち，面談時に13名（肺がん2名，
胃がん9名，大腸がん2名）の受診を確認し，未受
診者21名には受診勧奨を行った．
その後，次年度健診受診までに病院からの返信
が6名（肺がん1名，胃がん2名，大腸がん3名）あ
り，次年度（2017年度）健診問診時に3名（胃がん
2名，大腸がん1名）の受診を確認した．
最終の精検受診率は，肺がん96.0%，胃がん

93.3%，大腸がん76.1%になった．当センター
の取り組みと比較し，2016年度の精検受診率は，
肺がん，胃がん，大腸がんすべての項目で有意に
高い結果となった（肺がんp＜0.005，胃がん・大
腸がんp＜0.001）（図5）．

考　察
今回，健診機関としての当センターでの取り組

み，また，産業医活動の一環としての産業保健支
援室の取り組みについて検討を行った．
グループ職員の精検受診率は，事後指導として
受診勧奨面談を開始する前の2013年度において
も当センター一般受診者の精検受診率より高かっ
た．2014年度から当センターの取り組みに追加
して職員アンケートの送付と面談を行い，さらに
精検受診率を伸ばすことができた．2016年度に
は，グループ職員の精検受診率は，地域検診にお
ける精検受診率と同程度となり（全国平均肺がん
89.1%，胃がん88.9%，大腸がん70.1%），肺が
ん検診，胃がん検診においては国のプロセス指標
値90.0%を超える値となった 4）．
しかしながら，健診機関としての当センター，
産業保健支援室，事業所が協力して受診勧奨を行

表3　グループ職員のがん検診に対する受診勧奨の内訳
当センター 産業保健支援室 当センター

合計
受診勧奨 職員アンケート 受診勧奨面談 面談後受診確認 次年度問診

肺がん検診

対象者 25 対象者 5 対象者 4 対象者 2 対象者 1
受診済 20 返信（受診済） 1 面談実施（受診済） 2 受診済 1 受診済 0 受診 24
未受診 5 返信（未受診） 1 面談実施（未受診） 1 未受診 1 未受診 1 未受診 1
（精検受診率80.0%) 未返信 3 未実施 1 （精検受診率96.0%)

胃がん検診

対象者 45 対象者 18 対象者 16 対象者 7 対象者 5
受診済 27 返信（受診済） 2 面談実施（受診済） 9 受診済 2 受診済 2 受診 42
未受診 18 返信（未受診） 10 面談実施（未受診） 7 未受診 5 未受診 3 未受診 3
（精検受診率60.0%) 未返信 6 未実施 0 （精検受診率93.3%)

大腸がん検診

対象者 46 対象者 20 対象者 17 対象者 15 対象者 12
受診済 26 返信（受診済） 3 面談実施（受診済） 2 受診済 3 受診済 1 受診 35
未受診 20 返信（未受診） 11 面談実施（未受診） 13 未受診 12 未受診 11 未受診 11
（精検受診率56.5%) 未返信 6 未実施 2 （精検受診率76.1%)

図5　がん検診における精密検査受診率の推移
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うことにより大腸がん検診における精検受診率は
以前と比較すると飛躍的に上昇したものの，未だ
十分とはいえない．今回の職員アンケートによる
と，未受診理由として「痔だと思った」などの回答
が多かった．自分自身の判断で便潜血陽性という
事実を軽視していることが大きく，一層の啓発活
動が必要である 5）．そこで，2017年度からリーフ
レットを作成し，面談時に対象者への配布を開始
した．リーフレットには，当センターのがん発見
率，精密検査の方法，費用等の情報に追加し，健
診受診からがん治療に至った方の体験談，受診相
談窓口を記載した．大腸がんに絞ることで，精検
受診率向上に必要な「病気や検査に関する必要な
情報」6），「理解しやすい受診勧奨」7）を意識したリー
フレットになった．今後，精検受診につながるこ
とを期待したい．
一方で，「資料の配布」によりヘルスリテラシー

は上昇し，「資料の配布と医療者による説明」では
健康行動に対するアドヒアランスが向上するが，
「医療者から患者への一方向の介入」では健康行動
に対するアドヒアランスは向上しなかったとの報
告がある8）．健診では，精密検査を受診することも
健康行動の一つである．しかし，限られたマンパ
ワーで，すべての職員に医療者による説明，きめ
細やかな受診勧奨をすることは困難である．今回，
当センターの取り組みと職員アンケ―トによる受
診確認を事前に行うことで，面談対象者を絞るこ
とが可能となり，医療者による説明が必要な職員
に支援時間を確保することができた．工藤ら9）も，
コール・リコールシステムによる受診勧奨におい
て，1回目のコールとして文書での受診勧奨と精検
受診の確認をとり，リコールの電話勧奨対象者を
限定していくことが負担を最小限に抑えながら受
診勧奨システムを継続していくうえで重要と述べ
ている．
面談時には一方的な介入にならない工夫が重要

である．特に，ヘルスリテラシーが低い受診者に
対しては，個別性に配慮した情報提供を行い，理
解度を確認していくことが大切である 8,10）．面談で
は受診者に耳を傾け，理解不足を補い，丁寧に説
明すること，そして医療機関の情報提供，精査内

容の説明などの必要な情報を伝えることが精査を
受ける動機付けにつながると報告されている11,12）．
我々は面談時に，未受診理由や生活上の問題点，
職員の理解度や考え方を傾聴したうえで解決法を
一緒に考える方法をとっている．医療者が介入す
ることにより，正しい情報や知識が獲得でき 8），
職員のヘルスリテラシーと健康行動に対するアド
ヒアランスが向上したと考えられる．
さらに，繰り返し行う受診勧奨も受診率向上に
影響している．がん検診受診後と3ヵ月後の当セ
ンターからの受診勧奨，6ヵ月後の産業保健室か
らの受診確認，未受診者には面談，次年度（12ヵ
月後）健診受診時の問診看護師からの受診状況確
認と未受診者に対する再検査の意識付け・受診勧
奨を行っており，未受診者には約3ヵ月ごとに途
切れることなく受診の必要性を訴えている．以上
のように，個別性を持った受診勧奨や保健指導を
繰り返し行うこと，つまり，パーソナライズド健
康支援が個人のヘルスリテラシーを向上させ，精
検受診につながったと考える．
そして，個人のヘルスリテラシーの向上に加え，
重要なのは事業所の協力である．未受診理由の
多くに「多忙」が上がっているなかで，受診勧奨面
談の重要性を理解し，面談の窓口となり，就業時
間内での面談実施を可能にした事業所の協力によ
り，面談率は上昇した．事業所との連携は，事後
措置としての面談を開始した2014年度から回数
を重ねるにつれ向上し，事業所担当者と産業保健
室担当者が気軽に相談できるような信頼関係が構
築できた．また，このような関係にあるからこそ
事業所から職員の面談に積極的な協力があり，事
業所からの好意的な後押しが職員の精検受診率の
向上に寄与したと考える．
地域検診では，精検未受診者の把握により，保
健師等により個別に精密検査の必要性の説明と受
診勧奨が行われるのに対し，職域では要精検者の
把握が難しく，精検についての情報提供と精検受
診勧奨が十分にできないことが精検受診率の低さ
につながっている 13）．地域検診と同様に，健診機
関が受診状況の把握を正確に行い，事業所や産業
医と情報を共有して受診勧奨を行う，このような
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取り組みが職域における健診では重要である．

結　語
今回，我々はグループ内事業所の協力のもと，

がん検診の精検受診率向上に取り組んだ．事業所
の協力により面談率は上昇し，パーソナライズド健
康支援により，個人のヘルスリテラシーが向上し，
精密検査受診率の向上につながった．今後，グルー
プ外の事業所に，精検受診率向上への取り組みを
どのように展開していくか，健康情報の取り扱いに
留意した事業所へのアプローチ方法が課題である．

なお，本論文は，第59回日本人間ドック学会
学術大会（2018年，新潟）において発表した内容
を加筆，修正した．
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Initiative to Raise Secondary Testing Rates Through Follow-up 
after Occupational Cancer Screening 

Kyoko Hatano, Yasuko Hasebe, Rie Nishiyama, Yoko Iio,  
Yasunobu Kurokawa, Sanae Watanabe, Kan Yagi

Junpu Health Care Center

Abstract
Objective: Low rates for undergoing secondary testing a�er occupational cancer screen-
ing have been viewed as a problem for some time．Since 2014, as a health check-up fol-
low-up activity, we have been encouraging people to undergo secondary testing with the 
cooperation of workplaces in our group. In this study, we assessed the means of encour-
agement and its results．
Methods: Our health check-up center sends a letter encouraging people to undergo the 
recommended secondary testing together with check-up results and again 3 months lat-
er. In 2014, we started conducting questionnaire surveys of group employees 6 months 
later and carried out individual interviews for those who had not yet undergone testing 
to encourage them to do so. Since 2016, we have been checking whether people have un-
dergone testing in the previous year in medical interviews during health check-ups, and 
encouraging them to do so if they have not.
Results: In 2013, rates for group employees undergoing secondary testing were 76.9% for 
lung cancer, 50.0% for gastric cancer and 38.5% for colon cancer, whereas a�er starting 
the interviews to encourage testing, rates had signi�cantly increased in 2016, to 96.0% for 
lung cancer, 93.3% for gastric cancer and 76.1% for colon cancer (gastric cancer, colon 
cancer p<0.001)．
Conclusion: As in the case of community health screening, our efforts enhanced the 
health literacy of workers and this raised the secondary testing rate. �is was achieved 
by the screening organization gaining an accurate appraisal of the secondary testing sit-
uation, sharing information with workplace sta� and industrial physician to encourage 
testing, continuously encouraging untested persons from the time of the health check-
up until they underwent testing in the following year, and through personalized health 
support. Issues for the future will be determining how to expand this initiative outside 
our group and working out an approach to workplaces, which emphasizes the handling 
of health information.

Keywords: occupational cancer screening, secondary testing rate, encouraging secondary 
testing，health literacy 
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特定保健指導の積極的支援対象者が
初めての積極的支援を終了した過程
－健康認識と行動の変容に焦点をあてて－

佐藤さとみ 1）　細坂泰子 2）

要　約
目的：特定保健指導の積極的支援対象者が，初めての積極的支援を利用し半年間の指導を終了した
過程を明らかにする．
方法：関東の2健診施設にて積極的支援を終了し半年以内の13名に，属性等の情報収集，半構造化
面接を1回実施した．逐語録を作成，特定保健指導を利用することを決意し，終了に至る過程を表
す言葉や単語から質的帰納的分析を行った．
結果：特定保健指導を終了した過程として，【支障を感じない現状の生活】，【自覚はしている身体
の変調】，【身体の変調を改善するために特定保健指導に取り組む決意をする】，【目標達成への道し
るべとなった医療者とのやりとり】，【特定保健指導を契機に変わっていく心構え】，【試行錯誤を重
ねつつ自分にあったやり方を見出す】，【終了したことでの緩みがありつつも，根付き始める新しい
生活と健康への向き合い方】が抽出され，すべての根底に【自分の生き方を貫けるよう，健康を整え
る力を養い続ける】というカテゴリーが抽出された．
結論：本研究参加者は，現状の生活に支障を感じはしないが，身体の変調を自覚することで特定保
健指導に取り組む決意をしていた．さらに，気持ちの揺らぎを感じつつも医療者とのやりとりや，
元々研究参加者が持っている健康を整える力によって自分に合ったやり方を見出し，終了後も新し
い生活と健康への向き合い方が根付き始めていた．

キーワード 特定保健指導，積極的支援，行動変容，健康認識

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

連絡先：〒 105-8471東京都港区西新橋 3-19-18 
Tel：03-3433-1111　E-mail：satomiyama@jikei.ac.jp

はじめに
日本では，さまざまな健康づくり政策が行われ
てきたが，生活習慣病有病者の増加 1）がみられ，
国民医療費が高騰し，その3割が生活習慣病でし
められている 2）．平成17年医療制度改革大綱にて
生活習慣病対策の推進が重要とされ 3），平成20年
高齢者の医療の確保に関する法律に基づき，特定
健康診査，特定保健指導の実施が義務化された．
特定保健指導利用者では，血圧が下がるなどの
効果があったという統計調査 4）や，人々の生活習
慣病予防になること，かつ医療費の削減につなが
ること 4）など，数値上の効果が示されている．動
機付け支援と積極的支援ではその効果の違いもあ
ることが示され 5），継続支援有無がその効果の差
であることが考えられている．生活習慣に保健行
動を組み込む過程の構成要素として，「揺らぎな

がら飲食や運動を試みる」などのカテゴリーが抽
出 6）されていたことから，特定保健指導を利用し
たことによって保健行動が組み込まれ，生活習慣
病予防につながっていたことが考えられ，特定保
健指導は重要な支援である．
しかし，平成25年度の特定保健指導実施率は

17.8%7）という低い現状である．特定保健指導の
未利用の理由として，「私には“私らしい健康”が
ある」などが明らかにされており 8），特定保健指導
の利用には対象者自身の健康観が影響していると
考える．自覚症状がないことからも，対象者自身
が持つ健康課題には気づきにくく，生活や健診結
果を振り返り気づきを促し，特定保健指導の利用
という行動変容につなげる支援が必要である．
また，健康保険組合連合会の調査では，積極
的支援13.5%，動機付け支援17.7%と積極的支
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援実施率が低いことも明らかになっている 9）．こ
れには，中途脱落も影響していることが考えられ
る．特定保健指導を受けた対象者の思いとして，
行動変容へ取り組む意欲を刺激し，セルフケア知
識を得たことへの満足感を奮起していたなどのポ
ジティブな思いと，できない自分への自責の念を
感じるなどのネガティブな思いとの両側面があり，
自己効力感や自尊感情の低下が抽出されていた 10）．
したがって，自己効力感や自尊感情の低下があり
ながらも，それ以上の意義を対象者自身が感じら
れることができるような支援が必要である．
しかし，どのような契機で特定保健指導を利
用するのか，ネガティブな思いも抱くなかでどの
ように乗り越え終了に至るのか，終了したことに
よって対象者にどのような変化があるのか，利用
前から終了に至る一連の流れでの過程を明らかに
した研究や，動機付け支援と積極的支援を区別し
た先行研究はみられなかった．
本研究では，特定保健指導の積極的支援対象と

なった者が，初めて積極的支援を利用し終了した
過程を明らかにすることで，特定保健指導利用へ
の支援，継続支援の内容，利用者にとって意義の
ある特定保健指導となるよう示唆を得ることを研
究目的とした．

対象と方法
対象者
特定保健指導積極的支援の個別支援を初めて利
用し，半年間の支援を終了した者を研究対象者と
した．記憶の減退を考慮し，終了後6ヵ月以内の
者とした．精神疾患や認知症で治療中の者は，コ
ミュニケーションに影響を与える恐れがあり除外
した．過去に動機付け支援および積極的支援を利
用した者は，どの利用時の変化なのかが定かでは
なくなることが考えられ除外した．研究者が特定
保健指導を実施した者も除外した．
研究デザイン
質的帰納的研究とした．「質的研究は，人々が

自分の経験や自分の住む世界を解釈し，了解する
方法に焦点をあてるもの」11）であり，量的な研究
だけでは，「人間の状況の本質について複雑な問い

については必ずしも答えられるとは限らない」11）．
本研究は，研究参加者が特定保健指導の利用を決
め，終了するまでの心の機微や行動をそのプロセ
スから明らかにすることを目的としていることか
ら質的帰納的研究を採用した． 
データ収集方法
日本人間ドック学会による人間ドックアドバイ
ザー研修を受けた保健師がいる関東の2健診施設
で行った． 
健診施設で本研究の条件に合致する研究対象者

に，各施設の特定保健指導担当者より口頭と文書
で研究案内，連絡許可書と返信用封筒を配布して
いただいた．研究参加意思があれば，返信用封筒
で研究者に返送していただき，連絡許可書の返送
があった研究対象者へ研究者が直接連絡を取り，
研究参加の同意を得た後に面接を行った．
調査内容
研究参加者に，属性等の情報収集と半構造化

面接によるインタビューを行った．面接は，研究
参加者が赴きやすくプライバシーを保てる場所で
行い，時間は30分から90分程度，同意を得て IC
レコーダーにて録音した．特定保健指導の対象と
知った時の気持ち，利用するという決断に影響し
たこと，利用中の変化，続けられたことに影響し
たこと，終了後の変化に関して，インタビューガ
イドに沿って行った．
分析方法
逐語録を十分に読み込み，文脈に考慮しながら
特定保健指導を利用することを決断し，終了に至
る過程を表す言葉や単語をコード化した．コード
を意味内容の類似性，相違性を比較しながら分類
しサブカテゴリーとした．サブカテゴリーの抽象
度を上げるとともに，特定保健指導の対象となっ
たことをどのように受け止め利用するのか，どの
ように利用し終了に至るのか，終了後どのような
変化があったのかという変化の段階を見出しなが
らカテゴリーを抽出した．また，カテゴリーの関
連性を分析し，図1に示した． 
用語の定義
特定保健指導の積極的支援を終了した過程
特定保健指導の積極的支援対象者が対象となっ
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たことをどのように受け止め，利用を決意するの
か，さまざまな思いを抱くなかでどのように半年
間のプログラムを乗り越え終了に至るのか，どの
ような健康認識と行動の変容があるのかという利
用前から終了後の一連の流れとした．
健康認識と行動の変容
特定保健指導を終了した過程でみられた健康認
識と行動の変容である．健康認識の変容は，研究
参加者自身が考える自分なりの健康とはどのよう
な状態で，それがどのように認識されているかと
いうことであり，それがどのように変わっていく
のかということとした．行動の変容とは，「修正
しようとする行動および目標とする行動を具体的
にかつ客観的にとらえ，その行動に影響を与える
要因を特定し，これらの行動および要因に働きか
けて，望ましい行動の獲得を図る」12）とした．
倫理的配慮
研究参加者には，研究目的，方法，研究への自

由参加，同意後の撤回，話したくないことは話さ
なくて良いこと，匿名性の保証，結果の公表等を
書面と口頭にて説明し文書で同意を得た．本研究
は，研究者の所属する大学の倫理委員会の承認
（29-073  8689）と，各健診施設の倫理委員会承認
を得た．

結　果
研究参加者と面接の概要
研究参加者は，男性11名・女性2名，40代6名・

50代2名・60代5名であった．独居3名，退職者
3名・就業者10名，2名にがんの既往があった．
12名に人間ドック利用習慣があり，人間ドック当
日に特定保健指導開始した者は11名，保険者か
ら特定保健指導利用券が届き自ら利用した者が2
名であった．
研究参加者の語りから，12名が終了時体重が

減少していたこと，13名全員が特定保健指導を
利用して良かったととらえていたことが明らかに
なった．研究参加者1名につき1回のインタビュー
を行い，インタビュー平均時間は70分（32～102
分）であった．
分析結果
特定保健指導を終了した過程として，274個の

コード，21個のサブカテゴリー，8個のカテゴリー
が抽出され，分析中，絶えずデータに戻り新し
いものがないことを確認した．以下，カテゴリー
【　】，サブカテゴリー〈　〉，コード《　》，「生デー
タ」を用いて説明する．例えば，「決して太ってい
る意識はないですから，71㎏ぐらいはメタボだっ
て意識ありません」という語りから，《自分が太っ
ている・メタボだという意識がない》というコー
ドが得られた．このようなコードを複数比較・分
類し，〈自分なりの基準から太っていないという
認識〉というサブカテゴリー化を行い，抽象度を
あげカテゴリー化を行った．特定保健指導の積極
的支援対象者が特定保健指導を終了した過程は，
1【支障を感じない現状の生活】，2【自覚はしてい

図1　特定保健指導の積極的支援対象者が初めての積極的支援を終了した過程
【　】カテゴリー
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る身体の変調】，3【身体の変調を改善するために
特定保健指導に取り組む決意をする】，4【目標達
成への道しるべとなった医療者とのやりとり】，5
【特定保健指導を契機に変わっていく心構え】，6
【試行錯誤を重ねつつ自分にあったやり方を見出
す】，7【終了したことでの緩みがありつつも，根
付き始める新しい生活と健康への向き合い方】か
ら構成されており，根底に8【自分の生き方を貫け
るよう，健康を整える力を養い続ける】ことがあっ
た．カテゴリーは表1に示し，コードは一部抜粋
した．また，これらのカテゴリーの関連を，図1
に示した．この図は，右から左へと時間経過を表

しており利用前から終了後の健康認識と行動の変
容の一連の流れを，カテゴリーと各カテゴリーの
高低差で示した．利用前の生活や認識が，特定保
健指導の勧めを受け，利用するという決意をする
ことで大きな変容がある．利用中には，医療者と
のやり取りから心構えが変わっていき，試行錯誤
を重ねつつ自分に合ったやり方を見出すことでさ
らに大きな変容がある．終了後には緩みが生じる
ことで，ややその変容は小さくなるが利用前には
戻らない．そして，これらの根底には研究参加者
の生き方があったことを示した．
以下，特定保健指導の利用を決意する段階，利

表1　初めての積極的支援を終了する過程を構成するカテゴリー
カテゴリー サブカテゴリ― コード（一部抜粋）

1：支障を感じない現状
の生活

自分なりの基準から太っていないと
いう認識

同年代のメタボが多いなか，自分は体重とウエストをキープしている方
小さいころから今まで一定の体重であり，メタボ，太っているとは思わない

意識したことがなかった食生活
意識したことがなかった栄養バランスやカロリー
ケンタッキー4ピースが一度の食事量としては普通の量という認識

根拠なくまあ大丈夫だろうと必要と
しなかった保健指導

根拠なくまあ大丈夫だろうと断っていた保健指導
仕事で言い訳を作り，積極的に利用しようとは思わない保健指導

2：自覚はしている身体
の変調

太ることで出てくる悪影響を感じる
太ったことで生じた動けなさやひざ痛，腰痛
太りすぎウエストや脂肪が多くγ -GTPが悪くなった

悪くなった健診結果から感じる違和感
人間ドックで検査前に血圧が高くなり心配になる
低かった血圧が上がったことで感じた驚き

3：身体の変調を改善す
るために特定保健指
導に取り組む決意を
する

特定保健指導を機会に体重を落とし
たいという望み

太ってきたり下っ腹がでてきたことから体を改造しようと思う
体重を落とさなければという思いと特定保健指導の誘いのタイミングが合う

深刻には受け止めていないが不安もあり，
改善してみようと受けることを決める

深刻には受け止めていないが結果が悪いことから改善してみようと受けた
血圧があがってきたことで生じた不安から自助努力も必要だと思う

無料，手続き不要という仕組みや会
社の福利厚生が後押しとなる

健康保険組合が支払うため無料でできるという話から受けることを決める
面談で会社を休むことができ会社の理解がある

4：目標達成への道しる
べとなった医療者と
のやりとり

負担にならない目標設定
一番は本当に無理のない計画にしたから続けられた
これだったらできるかなという目標設定にした

自分のこととして考えるようになっ
た医療者との対話

つくられたプログラムではなく自分で目標を決めて行う自分の取り組み
自分の体について話すことで自分の体について考えることができる

時に低くなる自己評価や意欲を高め
られた医療者とのつながり

煩わしいと思うこともあったが，自分の健康を思う保健師の熱心さが伝わり続けられた
自己評価は低かったが，面談で賞賛されたことで自分の頑張りを実感する

5：特定保健指導を契機
に変わっていく心構え

目標を達成しようという意識をし続
ける

億劫になった時にもう一人の自分がやれ，というためやっぱり体操をする
大きな目標と日々の目標を頭においている

気持ちの揺らぎがありながらも徐々にコ
ントロールできることで自信を持つ

体重が増えると傷つくが，原因が分かるようになってきたことが良い収穫
挫折しそうと思うこともあったが自分自身をコントロールする自信が付く

気持ちのゆとりが左右する意欲
現実的な時間とゆとりの時間がないと向き合うことができない
忙しいとやらないが仕事が定時だからできる毎日の計測

6：試行錯誤を重ねつつ
自分にあったやり方
を見出す

自分の生活に沿って取り組みを取捨
選択する

好きな体を動かすというところを前向きに積極的に取り組んだ
血圧測定は忘れがちになるため血圧は諦めて体重計測だけにした

変化が可視化されたことで，自ら発展
させていく生活のなかでの取り組み

体重計測の可視化で変化と原因がわかり楽しさが生じたことで，今までやっていたこと
に何か加えようとなる
体重が減ってくると嬉しく，嬉しいとまた明日も頑張ろうと思い，永遠に食べていたお
やつが決まった量になり，食べすぎたなと思ったら歩きに行く

7：終了したことでの緩
みがありつつも，根
付き始める新しい生
活と健康への向き合
い方

特定保健指導終了後に生じる意欲の
緩み

終了後さぼり気味な血圧測定
せっかく減らしたからという思いもあるが，まあいいかという緩みもある

生活のなかでの取り組みを継続，維
持していこうという意識

今後はこのまま運動を続けていきたいという思い
自分の健康のためにこのベストな状態を維持していきたい

終了後も自分に合った取り組みを選
択し習慣化し続ける

甘いものはどうにも止められないが，やらないと気持ちが悪くなる毎日の計測
自分にとって必要なくなったら捨てていき，余計な所に時間をかけない

8：自分の生き方を貫け
るよう，健康を整え
る力を養い続ける

こうありたいという自分がある
根本はいつまでも現役でやりたい，体を動かしたいという思い
仕事であろうが遊びであろうが精一杯頑張りたいというところもある

年を重ねることでの変化を感じ健康
を意識する

年齢とともに病や身体的変化などへと話題がかわり，自然と健康を意識する
仕事の責任が離れ，長生きしようと健康優先になる
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用中の段階，終了後の段階，終了した過程の根底
にあった研究参加者の生き方の4つに分けて記述
する．
1）特定保健指導の利用を決意する段階
研究参加者は，生活に支障をきたすほどの身体

の変調を感じておらず，保健指導は不要としてい
た．しかし，身体の変調を自覚していたため，勧
められた際に，深刻には受け止めないが身体の変
調を改善してみようという決意をしていた．以下
の3カテゴリーから構成されていた．
【支障を感じない現状の生活】では，自分自身
の体重変動を把握しているが〈自分なりの基準か
ら太っていないという認識〉があること，手っ取
り早さ，好きなもの優先という食事選択をしてい
た〈意識したことがなかった食生活〉から，〈根拠
なくまあ大丈夫だろうと必要としなかった保健指
導〉と，保健指導を必要としていなかった．
【自覚はしている身体の変調】では，体形の変化
や，動きが鈍くなることなどの〈太ることで出て
くる悪影響を感じる〉ことや，健診結果の変化を
把握し〈悪くなった健診結果から感じる違和感〉を
自覚はしている状況があった．
【身体の変調を改善するために特定保健指導に
取り組む決意をする】では，特定保健指導の勧め
があった際に〈特定保健指導を機会に体重を落と
したいという望み〉があり，〈深刻には受け止めて
いないが不安もあり，改善してみようと受けるこ
とを決める〉ことで，特定保健指導に取り組む決
意をしていた．さらに，〈無料，手続き不要とい
う仕組みや会社の福利厚生が後押しとなる〉こと
が影響していた．
2）特定保健指導利用中の段階
研究参加者は，医療者とのやりとりを通して，

無理のない目標を決め，取り組むなかで気持ち
の揺らぎを感じつつも徐々に自信を持つことがで
き，取り組み自体にも楽しさや喜びを見出し，よ
り自分の生活に合った取り組みへと発展させてい
た．以下の3カテゴリーで構成されていた．
【目標達成への道しるべとなった医療者とのや
りとり】では，研究参加者にとっての〈負担になら
ない目標設定〉を行い，自身が語ることで〈自分の

こととして考えるようになった医療者との対話〉
があり，また，〈時に低くなる自己評価や意欲を
高められた医療者とのつながり〉があった．
【特定保健指導を契機に変わっていく心構え】で
は，常に〈目標を達成しようという意識をし続け
る〉ことで，〈気持ちの揺らぎがありながらも徐々
にコントロールできることで自信を持つ〉につな
がっていた．また，〈気持ちのゆとりが左右する
意欲〉が2サブカテゴリーに影響を与えており，特
定保健指導利用中に，研究参加の心構えが変わっ
ていく状態がみられた．
【試行錯誤を重ねつつ自分に合ったやり方を見
出す】では，〈自分の生活に沿って取り組みを取捨
選択する〉ことを続けるなかで，体重減少という
変化や，取り組み自体に楽しみを見出し〈変化が
可視化されたことで，自ら発展させていく生活の
なかでの取り組み〉へとつながっていた． 
この段階での研究参加者は，〈負担にならない

目標設定〉や，〈自分のこととして考えるように
なった医療者との対話〉から影響をうけ，〈目標を
達成しようという意識をし続ける〉ことをしてい
た．そのことが〈気持ちの揺らぎがありながらも
徐々にコントロールできることで自信を持つ〉へ
とつながり，さらに〈目標を達成しようという意
識をし続ける〉という好循環ができていた．
また，〈負担にならない目標設定〉をし，〈目標

を達成しようと意識し続ける〉ことで，〈自分の生
活に沿って取り組みを取捨選択する〉ことを行う
ことと，〈気持ちの揺らぎがありながらも徐々に
コントロールできることで自信を持つ〉ことが影
響することで，楽しみを見出し体重が減るなどの
〈変化が可視化されたことで，自ら発展させてい
く生活のなかでの取り組み〉へとつながっていた．
さらに，〈気持ちの揺らぎがありながらも徐々
にコントロールできることで自信を持つ〉には，
〈時に低くなる自己評価や意欲を高められた医療
者とのつながり〉が影響していた．
3）特定保健指導終了後の段階

1カテゴリーで構成されていた．【終了したこと
で揺らぎがありつつも，根付き始める新しい生活
と向き合い方】では，研究参加者には〈特定保健指
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導終了後に生じる意欲の緩み〉がありつつも，〈生
活のなかでの取り組みを継続，維持していこう
という意識〉を持ち続けており，〈終了後も自分に
合った取り組みを選択し習慣化し続ける〉ことが
されていた．
4） 特定保健指導を終了した全過程において，根底
となった対象の生き方
すべての段階には，研究参加者の生き方が根底

としてあり，1カテゴリーで構成されていた．【自
分の生き方を貫けるよう，健康を整える力を養い
続ける】では，自分自身や家族・同僚・環境など
も含めた〈年を重ねることでの変化を感じ健康を
意識する〉ことと，〈こうありたいという自分があ
る〉ことで，健康に目を向け，健康を整える力を
養っていた．

考　察
参加者の特性
今回の研究参加者の12名に人間ドック利用習慣

があり，経済状況など生活背景の偏りがみられた．
これは，データ収集方法を健診施設としたためと
考えられるが，人間ドックや健診という場やその
利用者に活用できる示唆を得られたと考える．
特定保健指導の利用を決意する段階
研究参加者は，【支障を感じない現状の生活】と

いう自分なりの基準で生活しており，【自覚はし
ている身体の変調】があったが行動変容にはつな
がっていなかった．先行研究でも，私らしい〝私
の健康″がある 8）と述べられており，同様の結果が
得られた．
しかし，本研究では新たに【自覚はしている身
体の変調】があるときに特定保健指導の勧めがさ
れたことで，【身体の変調を改善するために特定
保健指導に取り組む決意をする】ことにつながっ
ていたことが明らかになった．高橋 13）は，健診結
果を健康の維持増進のために活用しているかなど
の調査において，健診結果を異常有無のチェック，
生活改善の判断などに活用していることを述べて
いる．今回，12名には人間ドック利用習慣があっ
たことから，体重変化を把握し，その変化によっ
て悪影響があるという実感が生まれたと推察され

る．そして，特定保健指導の勧めが危機感を生じ
させ，特定保健指導を利用するという行動変容に
つながったと考える．一方，11名が人間ドック当
日に特定保健指導を開始していた．高橋 13）は，健
診後に指導会の連絡がきても参加しないことを明
らかにしている．つまり，当日の人間ドック結果
説明を受けた直後の勧めであったことから，行動
変容につながったと推察される．
これらから，特定保健指導の勧めは時機を逃さ
ず行うことが重要である．濱野園らは 14），健診結
果にて精密検査や治療が必要な者の利用行動を促
進する要因についての調査から，結果報告や健診
当日の結果説明等が利用のきっかけとなったと述
べている．健診施設の場合，当日結果説明にて危
機感を生じやすく，さらに，その場で特定保健指
導の勧めを行うことで，行動の契機までを作り出
すことができる．健診当日に初回面談を行える体
制整備が重要であり，検査結果は自分の生活と関
係していると実感できるよう知識を提供し関心を
引き出す 15）などの興味を引き出せる勧めを行うこ
とで，実施率向上を目指せると考える． 
特定保健指導利用中の段階　
研究参加者には，太ることの不安や挫折してし

まうというような気持ちの揺らぎがみられた．先
行研究でも特定保健指導を受けた対象者の行動を
変えることへの思いとして，ポジティブ，ネガティ
ブ両側の思いがあったとされ 10），同様の結果が得
られた．
しかし，本研究では新たに〈気持ちの揺らぎが
ありながらも徐々にコントロールできることで自
信を持つ〉ことが明らかとなった．研究参加者は，
【目標達成への道しるべとなった医療者とのやりと
り】から自己効力感が高められたと考えられた．自
己効力感には4つの情報源があるとされている 16）．
今回，研究参加者は，自分の生活に合った〈負担
にならない目標設定〉をすることができ，〈目標を
達成しようという意識を続ける〉なかから成功体
験を積むことができたと考えられた．さらには，
タイミングの合った〈時に低くなる自己評価や意
欲を高められた医療者とのつながり〉があったこ
とで自信をもつことにつながったと推察された．
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本研究は，さらに，研究参加者は〈自分なりの
基準から太っていないという認識〉から，医学的
基準を知らないことが考えられ，〈意識しなかっ
た食生活〉では，カロリーや栄養バランスを意識
していなかった．しかし，利用中の段階で，【目
標達成への道しるべとなった医療者とのやりと
り】，【特定保健指導を契機に変わっていく心構
え】，【試行錯誤を重ねつつ自分に合ったやり方を
見出す】という変化がみられた．福田ら 17）は，「ヘ
ルスリテラシーが「不十分」であることは健康に関
連した様々な影響をもたらす」と述べている．今
回研究参加者はヘルスリテラシーが不十分な状態
であったが，医療者との対話を通し自分のことや
生活を語ることで，振り返ることができ，自分の
生活に合わせた取り組みを見出すことができたと
考えられる．
これらのことから，まず，対象者自身，対象者
の生活，ヘルスリテラシーの状態などを知ること，
聴くことから始めることが必要である．そのうえ
で，対象者に合わせた情報提供や，具体的で個別
的な目標立案を支援し，成功体験を積み重ねてい
けることが重要である．また，合わない目標であ
ることもあるため当初の目標に固執する必要もな
く，合う方法をみつけていければ良いという予め
の情報提供を行うことで，自尊感情の低下を少な
くすることもできると考える．
特定保健指導終了後の段階
研究参加者には，【終了したことでの緩みがあ

りつつも，根付き始める新しい生活と健康への向
き合い方】がみられた．先行研究でも，生活での
積み重ねをすることで生活になじんだ飲食や運動
が根付く 6）と述べられており，同様の結果が得ら
れた．村嶋 18）は，「健康教育とは，自らの健康状
態を認識自覚して，健康実現を図ることのできる
能力を身に着けるための学習を支援する営みであ
る．（中略）学習とは，その本人が確かに生きるこ
とをより充実させるための力を身につける営みで
ある．単に知識や方法を覚えることではなく，そ
れを「自分の力」にする営みである．」と述べてい
る．研究参加者は，利用中の段階で，〈気持ちの
揺らぎがありながらも徐々にコントロールできる

ことで自信を持つ〉こと，〈自分の生活に沿って
取り組みを取捨選択する〉なかで，どのような取
り組みが自分と自分の生活に合うのかということ
を考え，さらに，自ら発展させていく取り組みを
していくという試行錯誤を重ねることで，自分に
合った新しい生活と健康の向き合い方を学び取っ
ていたと考える．
これらのことから，長期的展望をもち支援をす
るということも必要だと考える．第三期特定健診・
特定保健指導より特定保健指導期間が3ヵ月以上
と短縮されたが，試行錯誤を行うことや，新しい
習慣が定着するまでの期間としては短い可能性も
ある．体重など数字の変化だけでなく，新しい習
慣や向き合い方が根付き始めたかなど，対象者に
とって最適な期間を見極める必要があると考える．
また，すべての段階の根底に【自分の生き方を
貫けるよう，健康を整える力を養い続ける】があ
り，ヘルスプロモーションの「健康は，生きる目
的ではなく，毎日の生活の資源である」19）と同様
の結果であった．対象者には，元々健康を整える
力がある，健康になるために生きているわけでは
ない，という前提に立つことが必要である．対象
者が主体的に取り組める，対象者の力をエンパ
ワーメントできるというようなプログラム立案が
必要である． 

本研究の限界と課題
本研究の研究参加者は，利用して良かったとい

う肯定的なとらえをしていたことから，どのよう
な過程をたどれば対象者が意義を感じられる特定
保健指導となり得るのか，という示唆を得られた．
しかし，研究参加者には偏りがみられ過去の特定
保健指導該当歴も明らかでないことから，今後は，
保険者に協力依頼する，特定保健指導に否定的な
対象者を募る，などの偏りが少なくなるような選
定条件の検討が必要である．

結　論
本研究では，特定保健指導の積極的支援を終了

した対象者は，現状の生活に支障を感じはしない
が身体の変調を自覚することで，身体の変調を改
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善するために特定保健指導に取り組む決意をして
いた．さらに，気持ちの揺らぎを感じつつも医療
者とのやりとりや，元々対象者が持っている健康
を整える力があったことで心構えが変わり，取り
組み自体も自ら発展させていくことで自分に合っ
たやり方を見出し，終了後も新しい生活と健康へ
の向き合い方が根付き始めていた．
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Process for Those Completing Their First Active Support Under Speci�c Health Guidance: 
Focus on Change in Health Awareness and Behavior

Satomi Sato1), Yasuko Hososaka2)

1) �e Jikei University Hospital, Shimbashi Medical Checkup O�ce
2) Department of Nursing, �e Jikei University School of Medicine

Abstract
Objective: To clarify the process for those completing their �rst 6 months of active support 
under Speci�c Health Guidance.
Methods: For people who completed active support at 2 health check-up facilities in 
the Kanto area, within half a year, attribute and other information was collected and a 
semi-structured interview was conducted once. Transcripts were made and qualitative in-
ductive analysis was conducted on statements that described the process from deciding to 
use speci�c health guidance to completing it.
Results: To describe the process in completing Specific Health Guidance, the following 
were extracted: “I feel no obstacles in my present life”; “Aware of the change in my physical 
condition”; “Resolved to receive speci�c health guidance in order to change my physical 
condition”; “Speaking with medical staff showed the way to achieving goals”; “Specific 
Health Guidance was an opportunity to change my attitude”; “Discovered a way suited to 
me through repeated trial and error”; “While feeling a sense of relief because it was over, a 
new way of approaching my life and health had started to take root”. As a phrase underly-
ing all of them “Continue developing the ability to control my health so that it permeates 
my life” was extracted.
Conclusion: While those who participated in this research did not feel any obstacles in 
their present lives, they resolved to complete the Specific Health Guidance because they 
had become aware of changes in their physical condition. Also, when feeling that they were 
wavering in their resolve, interaction with medical sta� had allowed them to discover that 
they had a natural ability to control their health and a�erwards a new attitude to life and 
health had started to take root. 

Keywords: Speci�c Health Guidance, behavior change, health awareness
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症例報告 人間ドック 34：506-511，2019

健診尿中に 2,8-DHA結晶がみられた APRT欠損症の 1例
奥村雄三 1）　松谷聖夜 2）　和佐野智美 2）　菅 理恵 1）　原 直彦 1）

要　約
　2,8-ジヒドロキシアデニン（DHA）結晶は，常染色体劣性遺伝のプリン代謝異常であるアデニン
ホスホリボシルトランスフェラーゼ（APRT）欠損症の尿中に析出する結晶である．2,8-DHA結晶は
難溶性で，尿路結石や尿細管沈着による腎障害の原因となる．APRT欠損症は食事療法や薬物によ
る治療が可能であり，早期発見・早期診断が重要である．今回，我々は健診の尿沈渣にて2,8-DHA
結晶がみられAPRT欠損症と診断した1例を経験した．症例は54歳の男性で，2017年12月に当セ
ンターの人間ドックを受診した．尿沈渣中に内部が車軸状を呈する黄褐色の円形結晶を多数認めた．
形態および性状から2,8-DHA結晶と判断した．腹部超音波検査にて左腎臓に11mmの腎結石を認
めた．本症例には20代からの頻回な尿路結石症の既往があった．家族歴で姉にも若年からの頻回
な尿路結石と尿路感染症の既往があった．本症例は尿中プリンヌクレオチド代謝産物異常により診
断するメタボローム解析によって，2,8-DHAの著増を認めAPRT欠損症と診断した．APRT活性測
定ではT細胞診断にてAPRT活性を認めず，遺伝子解析でGenotypeはAPRT*Jアレルのホモ接合体
であった．以上よりAPRT欠損症と確定診断した．注意深い観察による尿沈渣中の2,8-DHA結晶
の指摘は，APRT欠損症の早期診断に重要であると考え報告する．

キーワード 2,8-ジヒドロキシアデニン結晶，アデニンホスホリボシルトランスフェラーゼ欠損症， 
 尿沈渣，メタボローム解析

1）原三信病院  健康管理センター 
2）原三信病院  臨床検査科

連絡先：〒 812-0033福岡県福岡市博多区大博町 1番 8号 
Tel：092-291-3132　E-mail：okumura@harasanshin.or.jp

はじめに
2,8-DHA結晶は常染色体劣性遺伝のプリン代

謝異常であるAPRT欠損症の尿中に析出する結晶
である．2,8-DHA結晶は難溶性で尿路結石や尿
細管沈着による腎障害の原因となり，腎不全に進
展することもある．APRT欠損症は食事療法や薬
物による治療が可能であり，疾患の進展を防ぐた
めには早期発見・早期診断が重要であるが，本疾
患に気付かれず，診断がつかないまま適切な治療
がなされていないことも多い．今回我々は，健診
の尿沈渣にて2,8-DHA結晶がみられたことが契
機となってAPRT欠損症と診断し，尿沈渣の注意
深い観察の重要性を認識した1例を経験したので
報告する．

症　例
54歳，男性
主訴：特記事項なし
既往歴：20代からの頻回な尿路結石排出あり．

家族歴：両親は近親婚ではない．姉に10代から
の頻回な尿路結石，20代から繰り返す尿路感染
症の既往あり．
現病歴：2017年12月，当センターの人間ドック
を受診した．健診検尿の尿沈渣中に内部が車軸状
を呈する黄褐色の円形結晶を多数認め，APRT欠
損症が疑われた．
現症：身長170.4cm，体重63.8kg，血圧109/79mmHg，
脈拍58/分（整），胸部心肺雑音なし，腹部・四肢に異
常なし．
尿検査所見：尿沈渣中に内部が車軸状を呈する黄
褐色の円形結晶を多数認めた（図1）．結晶は60℃
加温では溶解せず水酸化カリウムで溶解した．検
尿は結晶析出以外に異常はなかった（表1）．
血液検査所見：血液検査では，血算および血液生
化学に異常は認めなかった（表1）．
腹部超音波検査所見：腹部超音波検査にて左腎臓
に11mmの腎結石を認めた（図2）．水腎症や右の
腎結石は認めなかった．
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経　過
我々は，尿沈渣中の円形結晶を，その形態お

よび性状から2,8-DHA結晶と判断し，APRT欠
損症を疑った．APRT欠損症の診断の基本は尿沈
渣中の2,8-DHA結晶の確認と結石の赤外線吸収
スペクトラム分析による2,8-DHA結石の確認で
あるが，本症例は最近8年間尿路結石の排石がな
いために結石の分析ができず，尿中プリンヌクレ
オチド代謝産物異常の有無により診断するメタ
ボローム解析を施行した．その結果，尿中に2,8-
DHAと8-ヒドロキシアデニン（HA）およびアデ
ニンが著明に増加しており，APRT欠損症と化学
診断した．本症例はその後，APRT活性測定と遺
伝子解析を行なった．T細胞診断ではAPRT活性
は認めなかった．遺伝子解析ではGenotypeは，
APRT欠損症としては日本人に最も多いタイプで
あるAPRT*Jアレルのホモ接合体であった．以上
よりAPRT欠損症と確定診断した．

考　察
プリン代謝（図3）のなかで，プリン塩基（アデニ

ンやグアニンなど）やプリンヌクレオチドを合成
する経路にはプリン環をアミノ酸や葉酸を用いて
新たに合成するde novo経路と細胞外から細胞内
に流入してくる食物などのプリン塩基を有効に再
利用するサルベージ経路が存在する．前者は多量

表1　尿・血液検査所見
【尿一般定性】 【CBC】
色調 黄色 WBC 8.32×10³/µL
混濁 （1+） RBC 4.69×10⁶/µL
pH 6.0 Hb 14.1g/dL
比重 1.024 Ht 42.3%
尿蛋白 （–） PLT 261×10³/µL
尿糖 （–）
ビリルビン （–） 【生化学】
亜硝酸塩 （–） GOT 18U/L
白血球 （–） GPT 17U/L
ケトン体 （–） ALP 147U/L
潜血 （–） γ –GTP 19U/L

HDL–C 71mg/dL
【尿沈査】 LDL–C 128mg/dL

WBC 13.7個 /µL TG 69mg/dL
RBC 13.3個 /µL TP 7.4g/dL
上皮細胞数 4.3個 /µL ALB 4.2g/dL
円柱数 0.00個 /µL CRE 0.84mg/dL
細菌数 0.2×100/µL eGFR 74.7mL/min
結晶 （3+） /µL UA 5.5mg/dL

HbA1c 5.5%
GLU 93mg/dL

TP：total protein，ALB：albumin，CRE：creatinine，UA：uric acid，
GLU：glucose

図１　2,8-ジヒドロキシアデニン結晶
尿沈渣中に内部が車軸状を呈する黄褐色の円形結晶を多数認めた．

図2　腹部超音波像
腹部超音波検査にて左腎臓に11mmの腎結石を認めた．

図3　プリンヌクレオチドの代謝とその調節
文献1より引用
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のATPを消費するのに対して，後者はプリン塩基
を再利用することでATPの消費を防ぐことができ
る．したがって，細胞増殖が盛んで大量のプリン
ヌクレオチドがDNAやRNAの原料として消費さ
れるときはサルベージ経路のほうが生体にとって
有利である．このサルベージ経路で中心的な酵素
がAPRTとヒポキサンチンホスホリボシルトラン
スフェラーゼ（HPRT）である．APRTは，アデニン
とホスホリボシルピロリン酸（PRPP）よりピロリン
酸とアデノシン一リン酸（AMP）を合成する反応を
触媒する酵素である 1）．APRTが欠損すると，アデ
ニンはAMP合成に利用されず，キサンチン酸化
還元酵素により8-HA，さらに，2,8-DHAにまで
代謝される 2）．2,8-DHAは水に難溶性で，尿中で
結晶や結石を形成する．さらに結晶が尿細管や腎
実質に沈着することで腎障害の原因となりうる 3）．

APRT欠損症は常染色体劣性遺伝の疾患で，
APRT欠損症としての報告は1968年にKelleyら 4）

によってなされ，APRTの完全欠損による尿路結
石症の症例は1974年にCartierら 5）によって報告
されている．その後，APRT欠損症は世界各地で
報告されるが，アイスランド，フランス，日本か
らの報告が多く，日本におけるヘテロ接合体の頻
度は100人に1人，ホモ接合体の頻度は28,000人
に1人と推定されており，日本人においては決し
てまれな疾患ではない 6）．

APRT酵素は全身の細胞に存在するが，APRT
欠損症による障害は腎尿路系以外にはほとんど表
れない 7）．腎尿路系の障害については，尿路結石
が代表的な病態であるが，まったく無症状の状態
から反復する尿路結石，2,8-DHA結晶の腎への
付着に伴う慢性腎不全，慢性腎不全の急性増悪，
結石の尿路陥頓による急性腎不全など，さまざま
な病態を呈する．また，発症年齢もさまざまで，
生後間もなく尿路結石を発症する者から 8），一生
にわたって無症状の場合もある 7,9,10）．この症状
および発症年齢の多様性が疾患を見逃す，あるい
は確定診断が遅れる一因とも考えられ，本疾患に
気付かれず，診断がつかないまま適切な治療がな
されていないこともある．Runolfsdottirら 11）は
APRT欠損症患者の長期経過観察の結果を報告し

ている．それによると，53人の登録患者の登録
時平均年齢は37.0（0.5～67.9）歳で登録時29名
（55%）が尿路結石の既往を有した．20名（38%）が

Stage3-5の慢性腎臓病（CKD）を有し，うち11名
（21%）はStage5であった．CKDを有する20名の
うち，9名には尿路結石の既往がなかった．急性
腎障害の既往は16名（30%）に認めた．平均10.3
年の経過観察中に尿路結石の既往は33名（62%）
となり，反復する尿路結石を18名（55%）に認め
た．急性腎障害の既往は18名（34%）となった．
CKD患者は2名増えて22名（42%）となり，うち
14名（26%）はStage5であった．CKDの患者のう
ち，12名が腎臓代替治療（11名は腎移植）を開始
したが，約半数はAPRT欠損症の未診断のまま治
療が開始されていた．キサンチン酸化還元酵素
阻害剤による治療を受けたグループと受けなかっ
たグループを比較すると，治療を受けなかったグ
ループの方がeGFRの低下が速かった．

APRT欠損症による反復する尿路結石症は，患
者にとって身体的，経済的に不利益である．ま
た，結石の尿路閉塞による急性腎障害や2,8-DHA
結晶の沈着に伴う慢性腎不全が起これば患者の
QOLは著しく低下する．APRT欠損症の診断が
正しくなされて早期に治療が開始されれば急性腎
障害や慢性腎不全への進展は防ぐことができると
考えられる 12）．したがって，小児の尿路結石症や
反復する尿路結石の患者，原因不明の腎障害を診
た場合はAPRT欠損症の可能性を考慮すべきであ
る．腎不全で腎移植を受けた場合にAPRT欠損症
の診断がなく，移植後のキサンチン酸化還元酵素
阻害剤による治療が適切に施行されないと移植腎
に2,8-DHA結晶の沈着による腎障害が再発し，
移植腎の喪失に至ることがある 13）．

APRT欠損症の診断方法として尿沈渣中の2,8-
DHA結晶の確認，結石の赤外線吸収スペクト
ラム分析，APRT活性の測定や遺伝子診断によ
る確定診断がある．APRT欠損症では特有の身
体所見や血液検査での異常はないので，健診で
APRT欠損症を見落とさないためには尿沈渣中の
2,8-DHA結晶の確認がなにより重要である．2,8-
DHA結晶は黄褐色で円形の結晶であるが，尿
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酸結晶と類似しており見落とされる可能性があ
る 14）．2,8-DHA結晶の可能性を念頭に置いて，
60℃加温では溶解しない，水酸化カリウムで溶解
する，尿酸結晶に比べて柔らかくスライドガラス
や指で潰れやすいなどの特徴を確認することが必
要である．53名のAPRT欠損症を調査したBollée
ら 15）の報告によれば，診断に至った最初の検査は
結石の赤外線分析が31名（58%），尿沈渣中の2,8-
DHA結晶の確認が15名（28%）であった．しかし，
確定診断されたあとの尿沈渣を確認すると全員に
2,8-DHA結晶が認められた．山中ら 16）はAPRT
欠損症と診断された日本人の症例158例を検討
し，尿中に2,8-DHA結晶が検出された症例は71
例（44.9%）であるが，尿中の結晶検出のみをきっ
かけに診断された症例は18例（11.4%）であった
と報告している．また，9.8%に結晶の形状が典
型的でなかった症例を認めたことから，尿中2,8-
DHA結晶はAPRT欠損症の診断として重要であ
るが，尿中結晶の形状が非典型的である場合もあ
ることも念頭に置くことが必要であると述べてい
る．本症例は，今回の健診以前に過去2回当セン
ターで健診を受けているが，過去2回の健診では
尿中の2,8-DHA結晶は指摘されていない．一方，
APRT欠損症診断以後の計3回の検尿においては，
毎回尿沈渣中の2,8-DHA結晶が指摘されている
ため，以前は見逃していた可能性がある．

APRT欠損症が疑われた場合，確定するための
診断方法としては，APRT活性測定と遺伝子解析
が一般的であるが，APRT活性測定と遺伝子解析
は，本国においては現在商業ベースでは依頼で
きない．そこで本症例は日本疾患メタボローム解
析研究所の協力を得て，尿のメタボローム解析
を行った．メタボローム解析（メタボロミクス）と
は細胞の活動によって産生される，あるいは細胞
内に含まれる低分子代謝産物を包括的かつ網羅
的に解析することにより , 生体内での反応を全体
的に把握可能にする技術・学問である．生命体
は生命活動の維持のため遺伝子からRNAを転写
し，RNAが翻訳されてタンパク質や酵素ができ
る．そのタンパク質や酵素によってさまざまなも
のが合成あるいは分解されたものが代謝産物であ

る．先天性代謝異常の場合，遺伝子の異常によっ
て，最終的には酵素や代謝産物の異常が生じて疾
患の発症にいたるが，その時点で代謝の変動が起
こり，正常とは異なる疾患特有の代謝物パターン
（代謝物の種類や量）が血液や尿に反映される 17）．
長年の知識の蓄積により，先天性代謝異常症にお
ける疾患特有の代謝物パターンは明らかにされて
おり，先天性代謝疾患を疑う患者の血液あるいは
尿のメタボローム解析を行うことで100を超える
先天性代謝疾患を診断することができる．APRT
欠損症と同じように幼児期から尿路結石症を起こ
すシスチン尿症，原発性過シュウ酸尿症，キサン
チンオキシダーゼ欠損症なども数mLの尿で鑑別
診断することが可能である 18）．我々の症例もメタ
ボローム解析により尿中2,8-DHAと8-HAおよ
びアデニンの著明な増加が認められ，APRT欠損
症と化学診断した．本邦では，他に数例のメタボ
ローム解析と遺伝子解析でAPRT欠損症と診断し
た報告がある 19）．
本症例は，その後東京女子医科大学膠原病リウ

マチ痛風センターにAPRT酵素活性の測定（T細
胞診断）および遺伝子解析を依頼して，APRT活
性を認めないこと，APRT遺伝子は日本人患者の
病因遺伝子の約70%を占めるAPRT*Jのホモ接合
体（APRT*J/APRT*J）であることが確認された．

APRT欠損症では，アデニンが2,8-DHAへ代
謝されて生じる尿路結石や腎障害を予防するため
に，アデニン摂取量を控える食事療法と薬物治療
が必要である．薬物治療としてはキサンチン酸化
還元酵素阻害剤が使用される．Edvardssonら 20）

は，APRT欠損症患者の尿中2,8-DHA排出量を
指標としてAllopurinolとFebuxostatの治療効果
を比較しているが，少人数で検討した限りでは
Febuxostatが治療効果においてAllopurinolより
勝っているとしている．
なお，本症例は最近8年間尿路結石の排石なく，
現在無症状で腎機能も正常であるため治療は希望
されなかった．尿路結石の再発や腎機能障害をみ
たときは治療が必要であることを伝えた．
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結　語
APRT欠損症は，食事療法や薬物による治療が

可能で，早期発見・早期診断することで患者の
QOLを改善することができる．健診で早期のう
ちに疾病を発見するために，尿沈渣の注意深い観
察が重要であることを再認識した症例であった．

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

本論文を投稿するに当たり，本人へのイン
フォームド・コンセントは得られている．
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A Case of APRT De�ciency Discovered by Presence of 2,8-DHA Crystals in Urine

Yuzo Okumura1), Seiya Matsutani2), Tomomi Wasano2), Rie Suga1), Naohiko Hara1)

1) Health Check-up Center, Harasanshin Hospital 
2) Department of Medical Examination, Harasanshin Hospital 

Abstract
  Crystals of 2,8-dihydroxyadenine (DHA) are precipitated in the urine of people with ad-
enine phosphoribosyltransferase (APRT) de�ciency, an autosomal recessive purine meta-
bolic disorder. 2,8-DHA crystals are extremely insoluble and the resulting urinary calculi 
and tubular deposition cause renal damage. As APRT de�ciency can be treated with diet 
and drugs, early detection and diagnosis are important. We experienced a case of suspected 
APRT de�ciency based on the presence of 2,8-DHA crystals in a urine sediment in a health 
checkup.　�is was a 54-year-old man who visited our center in December 2017. A large 
number of round brown crystals having a central axle-like shape were observed in the urine 
sediment. �ey were determined to be 2,8-DHA crystals from their form and properties. 
Abdominal ultrasonography revealed an 11 mm renal stone in the le� kidney. �e exam-
inee had a history of recurrent urolithiasis beginning in his twenties. His sister also had a 
history of recurrent urolithiasis and urinary tract infections from a young age. �is case 
was diagnosed as APRT de�ciency by metabolomic analysis of urinary purine nucleotide 
metabolites. APRT activity was not detected in a T cell test, and in genetic analysis, the gen-
otype was determined to be APRT*J allele homozygote. Based on the above, a de�nite diag-
nosis of APRT de�ciency was made. Identi�cation of 2,8-DHA crystals in urine sediments 
through careful observation is important for early diagnosis of APRT de�ciency.

Keywords: 2,8-dihydroxyadenine crystal, adenine phosphoribosyltransferase deficiency, 
urine sediment, metabolomic analysis
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2019年度  第1回日本人間ドック学会理事会議事録

1．日　時 2019年 5月 30日（木）　15：00～ 17：30
2．会　場 ホスピタルプラザビル 3階　会議室　
3．出席者 日本人間ドック学会　理事長　篠原幸人
  （副理事長）相澤孝夫，伊藤千賀子，和田高士
  （理　　事）新　智文，村田雅彦，足立雅樹，杉森裕樹，中川高志，荒瀬康司，石坂裕子，
   岩男　泰，鏑木淳一，髙谷典秀，野村幸史，土屋　敦，加藤公則，津下一代，
   武藤繁貴，桝田　出，大道道大，田中幸子，井上和彦，福井敏樹，那須　繁
  （監　　事）大井利夫，折津政江，五十嵐邦彦
  （オブザーバー等）佐々木 寛，西田大介，他事務局　　　　　　　　　　以上 30名

篠原幸人理事長が開会挨拶を行い，引き続きこの理事会は定款第45条により理事総数30名，出席者
数25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
は本日御出席の相澤孝夫，伊藤千賀子，和田高士3人の副理事長および石井孝宜，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　平成30年度事業報告 /活動報告（案）の承認に関する件
篠原幸人理事長が平成30年度における事業報告書 /活動報告（案）を詳細に説明し，その承認を求めた．

加えて本議案については折津政江監事より事業監査を実施した旨，報告がなされた．
理事会は，別段の異議無く，満場一致で承認可決した．

2．第2号議案 平成30年度貸借対照表，正味財産増減計算書および財産目録（案）の承認に関する件
那須繁財務担当理事が下記書類を提出して詳細に説明し，篠原幸人議長はその承認を求めた．加えて
本議案については折津政江監事より会計監査を実施した旨，報告がなされた．
理事会は，別段の異議無く，満場一致で承認可決した．
1）平成30年度貸借対照表（案）　　2）平成30年度正味財産増減計算書（案）
3）平成30年度財産目録（案）　　　4）附属明細書（案）

3．第3号議案　「人間ドックの日」登録の件　
篠原幸人理事長より文献等を調査した結果，7月12日を「人間ドックの日」として本法人として確定し，
一般社団法人日本記念日協会に申請した旨，報告がなされた．
理事会は，別段の異議無く，満場一致で承認可決した．

4．第4号議案　一般社団法人Medical Excellence JAPAN（MEJ）との覚書締結の件
篠原幸人理事長より本法人の事業計画に基づき，MEJとの包括的な覚書を取り交わす旨，報告がなさ

れた．
理事会は，別段の異議無く，満場一致で承認可決した．

5．第5号議案　会員の入退会（案）
事務局より会員の入退会について5月17日現在，A会員5,838人，B会員413人，C会員1,713施設，
賛助会員は32機関，合計7,996会員となった旨，報告がなされた．
篠原幸人議長はその承認を求め，理事会は別段の異議無く，満場一致で承認可決した．
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6．その他の承認事項
①H-ISAC Japan Councilへの委員派遣のお願い
大道道大理事よりH-ISACの依頼について詳細に説明がなされた．篠原幸人議長は髙谷典秀理事を本
法人の代表委員としたい旨提案され，その承認を求めた．理事会は別段の異議無く，満場一致で承認可
決した．
②第32回日本循環器病予防セミナーの後援ならびに周知の協力依頼
篠原幸人理事長より一般社団法人日本循環器病予防学会から後援ならびに周知の協力依頼がきている
旨，説明がなされた．理事会は後援についてのみ，承認可決した．
③2019年度「腹部超音波検査精度管理調査」の実施について（ご案内）
田中幸子理事より全国労働衛生団体連合会との共同実施している事業である旨，説明がなされた．篠
原幸人議長はその承認を求め，理事会は別段の異議無く，満場一致で承認可決した．

（報告事項等）
1．第60回日本人間ドック学会学術大会   
井上和彦大会長より2019年7月25日～26日の2日間，岡山市で開催する，第60回学術大会の主要プ
ログラム等の最終開催案内について，報告がなされた．
2．第21回人間ドック認定医および第16回認定医更新
岩男 泰理事より第21回認定者は177名，第16回認定更新者は255名であり，認定医の発行者数累計

は5,741名となった旨，報告がなされた．
3．各種委員会報告等（2019年4月～5月30日）
各委員長等より開催された委員会報告等がなされた．
①基本問題検討委員会（第1回）
②特定健診 /特定保健指導対策委員会（第1回）
③人間ドック健診施設機能評価委員会（第1回，第2回）
　（承認された認定施設は新規1施設，更新10施設　計11施設）　別紙
④人間ドック健診専門医制度　問題集改訂小委員会（第3回）
⑤人間ドック・健診用語集作成委員会（第1回）
⑥広報委員会（第1回）

4．その他
①国際モダンホスピタルショウ2019の開催
篠原幸人理事長および野村幸史理事より，昨年に引き続き7月19日（金）開催するセミナーカンファレ
ンスについて，その詳細の説明がなされた．
②子宮頸がん検診アンケート調査（中間報告）
佐々木寛（女性の人間ドック健診の在り方に関する委員会）委員長より，子宮頸がん検診アンケート調
査の中間報告がなされた．

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

2019年5月30日　
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別 紙

第1回日本人間ドック学会理事会にて承認された
人間ドック健診機能評価認定施設一覧

【新規】

医療法人社団ミッドタウンクリニック　東京ミッドタウンクリニック（東京都）

【更新】

医療法人社団こうかん会日本鋼管病院（神奈川県）　＊Ver3.0

医療法人社団慶友会吉田病院健康相談センター（北海道）

社会医療法人雪の聖母会聖マリアヘルスケアセンター国際保健センター（福岡県）

社会医療法人生長会府中クリニック（大阪府）

一般財団法人関西労働保健協会アクティ健診センター（大阪府）

公益財団法人新潟県保健衛生センター成人病検診センター（新潟県）

一般財団法人健康予防医学財団みなと健診クリニック（東京都）

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）

一般社団法人新潟縣健康管理協会（新潟県）

一般財団法人京都予防医学センター（京都府）
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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

60 1. 7.25－26 井上　和彦 淳風会健康管理センター
センター長

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

岡山
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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・利益相反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・利益相反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
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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
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「人間ドック」著作権管理委託について

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

記

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

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

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

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

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

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

令和元年，日本人間ドック学会学術大会は第60回
という大きな節目を迎えました．巻頭言で井上和彦
学術大会長から有料参加者数4,500人以上と報告さ
れ，年々規模が拡大しています．開催地「晴れの国」
岡山はとても暑かったですが，会場の熱気も負けず
劣らずでした．アイスや冷たい飲料も振舞われ，冷
房も完備されていましたので屋内はとても過ごしや
すかったです．しかしながら，移動のため屋外に出
た途端，強烈な暑さで目の前がくらくらするような感
覚を覚えました．そんな炎天下の屋外で，学術大会
スタッフは参加者の道案内を行っておりました．30
分毎に交代して休憩をとりながらとのことでしたが，
大変だったと思います．
私ども日本人間ドック学会会員は，受診者の健康

度を評価するツールである「人間ドック健診」のあり
方を探求し，健康向上を目指すことを目的として，日々
の診療に追われながら研究に取り組んでおります．
健康度に影響を及ぼす事象は，気温変化も含め日常
生活のありとあらゆる場面において存在し，研究テー
マになり得ます．人間は，環境の変化に対してストレ
スを感じながら，反応して調節する機能を持ってい
ます．色々なストレス負荷に対して人間はどう対応し
ているか？その対応に狂いが生じると健康度を低下
させ疾病発生の原因になりうるか？心血管系イベン
ト発症のトリガーや，本号総説に掲載されている「心
血管系のaging」にも関連しうると考えます．
厚生労働省は，職場のメンタルヘルスケアを目的

として，2015年にストレスチェック制度を導入しま
した．また，健康日本21における健康指針9分野の
一つとして，「休養・こころの健康づくり」を取り上げ，
睡眠をその中心課題として，2014年「健康づくりのた

めの睡眠指針2014～睡眠12箇条～」を発表しました．
睡眠はこころと身体の回復をはかる時間であり，睡
眠の問題が心身の健康に影響することから，よい睡
眠のための生活習慣・環境や，睡眠不足・睡眠障害
の予防等についてまとめています．以降，マスコミ
等でも睡眠に注目した健康情報が増えてきました．
「人間ドック健診」が受診者の健康度を評価する
ツールであるならば，ストレスやメンタルヘルス，睡
眠の評価や対策についても，日本人間ドック学会が
関わっていくことが期待されます．医療面接で医療
スタッフが聴き取る情報が重要となりますが，医療
スタッフの問いかけ方一つで情報が閉ざされたまま
になることもあるようです．「人間ドック健診」に携わ
るスタッフは皆，これらの知識も深め，探求する意
識が期待されます．
篠原幸人理事長は，現行の健診をこのまま踏襲す

ることは大きな問題であると強調されており，新しい
視点を取り入れ，「人間ドック健診の有用性」のエビ
デンスを構築していく方向性を示されています．本
号の原著論文2題のタイトルでもある「人間ドック受
診後のフォローアップ」，「精検受診率向上への取り
組み」は，自治体が行うがん検診でもプロセス指標を
用いて精度管理を行っているなか，非常に重要な取
り組みと捉えられています．「人間ドック健診の優位
性」を示せば，日本人間ドック学会の存在意義が一層
アピールできます．常日頃の努力，工夫の積み重ね
が期待されます．
「Beside You」受診者に寄り添い，「人間ドック健診」
のあり方を探求し，健康向上を目指すことを目的と
した論文を，たくさん投稿いただきますようお待ち
しております．

（村田雅彦）

人間ドック
（O�cial Journal of Japan Society of Ningen Dock）

発 行 責 任 者 篠原　幸人
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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：　　　　　　　　　　　　　　　　　   所属：

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：
E - m a i l：
　　　　　　　※上記アドレスには厚生労働省関連のお知らせや各種研修会開催案内等の最新情報を配信いたします

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）



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

所属部署　　　　　　　　　　　　　　　　　　役職名

施設住所（〒　　–　　　）

施設電話　　　　　　　　　　　　　　　　　　施設 FAX

自宅住所（〒　　–　　　）

自宅電話　　　　　　　　　　　　　　　　　　自宅 FAX

E-mail

【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

所属部署　　　　　　　　　　　　　　　　　　役職名

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
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日本人間ドック学会　退会届
　理事会御中

　全項目をご記入ください．

　年　　　　　月　　　　　日をもって貴会を退会いたします．

　退会理由：

【A会員，B会員】

会 員 名 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 印

会員番号

連 絡 先 （〒　　　　　　）

電　話

【C会員，S会員】

施 設 名 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 印

会員番号

連 絡 先 （〒　　　　　　）

電　話

【この届けを記入した人】　会員ご本人の場合は未記入で結構です

氏　名

◆個人情報の取扱いについて（裏面の「個人情報の取扱いについて」をご覧下さい．．）
　当学会の個人情報の取扱いについて同意いただける方は「同意する」にチェックを入れてください．

□ 同意する　　　　　　　□ 同意しない

（第 3号様式）

FAX 03-3265-0083まで

送付先：
〒 102-0075　東京都千代田区三番町 9-15　ホスピタルプラザビル 1F

公益社団法人
日本人間ドック学会　退会　係あて



PMS-M03b-01

個人情報の取扱いについて（会員用）

1．個人情報の利用目的
会員登録情報管理のため．

2．個人情報の提供
以下の場合を除き，あらかじめご本人の同意を得ないで，個人情報を提供することはありません．
・法令に基づく場合．
・人の生命，身体又は財産の保護のために必要がある場合であって，本人の同意を得ることが困難であるとき．
・公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって，本人の同意を得るこ
とが困難であるとき．

・国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力
する必要がある場合であって，本人の同意を得ることによって当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあ
るとき．

3．個人情報の委託
個人情報の取扱いの全部または一部を委託することがあります．委託にあたっては，十分な個人情報の保護
水準を満たしている者を選定し，委託を受けた者に対する必要，かつ適切な監督を行います．

4．個人情報の開示等の求めについて
個人情報の「開示等のご請求」につきましては，以下の「個人情報に関わる苦情・相談窓口」で受け付けて
おります．本法人の「開示対象個人情報の取扱いについて」に基づき，遅滞なく回答いたします．

5．個人情報提供の任意性
個人情報のご提供は任意です．ただし，必要な個人情報をご提供されない場合には，上記利用目的の業務を
履行できない場合があります．

〈個人情報に関わる苦情・相談窓口〉
公益社団法人日本人間ドック学会
〒 102-0075　東京都千代田区三番町 9-15　ホスピタルプラザビル 1F

個人情報保護管理者（兼　苦情・相談窓口責任者）：総務課
TEL：03-3265-0079　FAX：03-3265-0083　E-Mail：info@ningen-dock.jp


