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会　告 －社員改選について－

2020年度（令和2年度）は本法人社員の改選期にあたります．公益社団法人日本人間ドック学会定款第
15条および社員選任細則に基づき2020年度（令和2年度）～2021年度（令和3年度）の2年間任期の社員
を選出することとなり，社員立候補者を募集致します．
社員資格条件としては申請時年会費を完納している個人正会員であり，社員選任細則第4条「連続して

5年以上本法人正会員であること」，「最近3年間に本法人学術大会にて演題発表及び学術誌に1回以上投
稿する等，予防医学に関連する充分な実績があること」，「人間ドック認定医であること」の内2つ以上満
たしていなければなりません．
つきましては，社員に立候補をされる方は第1号様式「社員立候補申請書」に必要事項をご記入の上，
本法人社員選任委員会事務局までご提出ください．
なお，社員の定数は150～200名以内で，今回は6地域ブロックより選出することに決定しており，別

紙①の人数以内となっておりますのでご承知おきください．

　＜参考資料＞
　　・公益社団法人日本人間ドック学会定款（抜粋）
　　・公益社団法人日本人間ドック学会社員選任細則

1　申請書提出期間 2019年12月2日～2020年1月16日必着

2　送　　付　　先 （郵送）
 〒102-0075
 千代田区三番町9－15　ホスピタルプラザビル1階
 公益社団法人　日本人間ドック学会
 社員選任委員会　宛

 （eメール）※PDFにご自身のお名前をつけて添付してください．
 syain-yakuin@ningen-dock.jp

3　問い合わせ先 電話：03-3265-0079　　FAX：03-3265-0083
 担当：中田・渡邊

　　（注）
・立候補者の資格について確認が必要な場合は本法人事務局にお問い合わせください．
・正会員の皆様の投票により新社員が決定されます．6地域ブロック毎の立候補者が定数内の場合
または立候補者数全体で150～200名以内の場合は社員選任細則第2条第5項により投票を省略
します．

2019年12月　　　　　　　　　　
公益社団法人　日本人間ドック学会

社員選任委員会
委員長　加藤正弘

会　告
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別紙①

2019年12月2日
社員選任委員会決定

1．本法人定款第15条第2項に規定する6地域ブロック
北海道・東北
地域 関東地域 中部・甲信越

地域 近畿地域 中国・四国
地域

九州・沖縄
地域

北海道 茨城県 新潟県 滋賀県 鳥取県 福岡県
青森県 栃木県 富山県 京都府 島根県 佐賀県
岩手県 群馬県 石川県 大阪府 岡山県 長崎県
宮城県 埼玉県 福井県 兵庫県 広島県 熊本県
秋田県 千葉県 山梨県 奈良県 山口県 大分県
山形県 東京都 長野県 和歌山県 徳島県 宮崎県
福島県 神奈川県 岐阜県 香川県 鹿児島県

日本国内以外 静岡県 愛媛県 沖縄県
愛知県 高知県
三重県

1）12月号学会誌「人間ドック」を発送する場所（受け取る地域）を正会員の住所地とする．
2）日本国内以外の住所地の正会員の場合は関東地域に編入する．
3）社員配分定数に関わらず，各地域ブロック毎の社員候補者が1名以上いること．

2．6地域ブロックよりの社員配分人数については以下の範囲内とする．
北海道・東北
地域 関東地域 中部・甲信越

地域 近畿地域 中国・四国
地域

九州・沖縄
地域

1～15人 1～82人 1～35人 1～30人 1～19人 1～19人

＊ 本法人定款第15条により社員人数は最低150人～最大200人であるため，現在の社員人数を考慮し
つつ社員を配分した．

＊ 6地域ブロック毎の立候補者が定数内の場合または立候補者数全体で150～200名以内の場合は社員
選任細則第2条第5項により投票を省略します．

会　告
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日本人間ドック学会社員立候補申請書　（第1号様式）

社員選任委員会　御中

私、　　　　　　　　　　は社員選任委員会の公示に従い、日本人間ドック学会社員に立候補を申請します。

社員選任細則第4条により、社員に立候補するには、年会費を納めている個人会員であり、以下の諸条件を2つ
満たす必要があります。
●満たしている条件2つに○をつけてください。（2を選択した方は次頁に実績を必ずご記入ください）

1. 連続して5年以上本法人正会員であること
2. 最近3年間に本法人学術大会にて演題発表及び学術誌に1回以上投稿する等、予防医学に関連する充分な実
績があること

3. 人間ドック認定医であること

記入日：西暦　　　　年　　　月　　　日

会員番号 　　 　　－
（ふりがな）
立候補者氏名 印

所　　属 年齢
※2020年3月末時点

歳

所属所在地

〒

電話 FAX  

推薦人（正会員）
※複数人推薦は
出来ません

　　 　　－
（ふりがな）
氏　名 印

※□を入れてください

□ 理事会または各種委員会委員長より会務（論文および学術大会一般演題の査読や座長、査読領域調査への協力等）を依頼
された場合は、これに協力致します。

（学歴及び認定医・専門医等）
年 月

年 月

年 月

年 月

人間ドック認定医 1．有　　　　　2．無 認定番号 　　号

人間ドック健診専門医 1．有　　　　　2．無 認定番号 　号

他の学会の専門医等

（職歴及び主な経歴）
年 月

年 月

年 月
※この書類をこのまま選挙公報として使用致しますので、枠内に収まるように正確にご記入ください。別紙は認められません。
選挙公報の目的以外には使用致しません。また次頁のe-mailアドレスと生年月日は選挙公報には使用致しませんが、可能な限
りご記入ください。

✓
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立候補申請条件の 2 .「最近3年間に本法人学術大会にて演題発表及び学術誌に1回以上投稿する等、予防医学に
関連する充分な実績があること」を選択した方は、必ず下記に実績をご記入ください。
※「5年以上の正会員」と「人間ドック認定医」を選んだ方は最下部のみご記入ください。

主な業績（過去3年） ＊最新のものから順に

e-mailアドレス 生年月日 西暦　　　　　年　　　月　　　日
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公益社団法人日本人間ドック学会定款（抜粋） 
（社員・役員の選任関係等第 3～5 章のみ） 

 
第３章  社 員 
第 15 条 （入社と任期等） 

本法人は、正会員の中から選任された１５０名以上２００名以内の正会員（以下「社員」）をもって一

般社団・財団法人法に規定する社員とする。 
２ 社員は 2 年毎に改選を行い 47 都道府県又は地域ブロックより正会員の割合に応じて選任し、その配

分人数は別に定める。 
３ 正会員は社員に立候補できる。前項による 47 都道府県又は地域ブロック配分定数を超えた場合は正

会員による選挙を行う。その際、立候補した正会員は他の正会員と等しく社員を選挙する権利を有す

る。 
４ 社員の任期は、選任の２年後に実施される選挙終了の時までとする。また補充によって選任された

社員の任期は、退任した社員の任期の満了すべきときまでとする。加えて社員の再任を妨げない。 
５ 社員を選任するにあたり必要な細則は理事会において定めるが、理事、理事会は社員を選任するこ

とはできない。 
６ 社員が社員総会決議取消しの訴え、解散の訴え、責任追及の訴えおよび役員の解任の訴え（一般社

団・財団法人法第 266 条第 1 項、第 268 条、第 278 条、第 284 条）を提起している場合（一般社団・

財団法人法第 278 条第 1 項に規定する訴えの提起の請求をしている場合を含む。）には当該訴訟が終結

するまでの間、当該社員は社員たる地位を失わない、ただし当該社員は第 19 条の役員の選任、第 24
条の役員の解任、ならびに第 29 条の定款変更についての議決権を有しないこととする。 

 
第 16 条 （退社及び除名） 

社員は、いつでも退社することができる。 
２ 社員の除名は、正当な事由があるときに限り、社員総会の決議によってすることができる。 
３ 社員は、一般社団・財団法人法第 29 条各号の事由の発生により退社する。 
４ 社員は、正会員の資格を喪失したときは退社したとみなす。 
 
第 17 条 （社員の職務） 

社員は社員総会を構成し、第 29 条に定める事項を審議する。 
 
第４章 役員等 
第 18 条 （種類及び定数）  
本法人に、理事２０名以上３０名以内、監事３名以内、名誉理事長、学術大会長１名を置く。 
２ 理事のうち１名を理事長、５名以内を副理事長とする。 
３ 理事長および副理事長は、一般社団・財団法人法上の代表理事となる。 
４ 名誉理事長および学術大会長は一般社団・財団法人法上の役員の位置づけとしないものとする。 
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第 19 条 （選任等）  
理事および監事は、社員総会において社員の中から選任する。但し監事 3 名以内のうち、 

1 名については会員以外より選任する。 
２ 監事の選任に関する議案を社員総会に提出する場合は、監事（２人以上いる場合は、その過半数）

の同意を受けなければならない。 
３ 理事長および副理事長は理事会で選定する。  
４ 名誉理事長は理事長の職にかつてあった者で、本法人の発展に尽力した名誉会員であり、理事長が

指名し、理事会および社員総会の承認を得る。  
５ 学術大会長は、理事会の推薦により理事長が指名する。 
６ 理事長、副理事長、監事はそれぞれ相互に兼ねることができない。 
７ 各理事について、その理事および配偶者または三親等以内の親族等である理事の合計数が、理事総

数の３分の１を超えてはならない。監事についても、同様とする。 
８ 他の同一の団体の理事または使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係ある理事の合計

数は、理事の総数の３分の１を超えてはならない。監事についても、同様とする。 
９ 理事または監事に異動があったときは、２週間以内に登記し、遅滞なくその旨を行政庁に届け出な

ければならない。 
 
第 20 条 （理事等の職務・権限） 

理事は、理事会を構成し、この定款の定めるところにより、本法人の業務の執行を決定する。 
２ 理事長は、本法人を代表し、その業務を執行する。 
３ 副理事長は、理事長を補佐し、本法人の業務を執行する。また理事長に事故あるときは、理事長が

あらかじめ指名した副理事長が順序によって、その職務を代行する。  
４ 学術大会長は、学術大会を主宰する。 

 
第 21 条 （監事の職務・権限） 

監事は、次の各号に規定する職務を行う。 
(1）理事の職務執行を監査することができる。 
(2）本法人の業務ならびに財産および会計の状況を監査することができる。 
(3）社員総会および理事会に出席し、必要があると認めるときは意見を述べることができる。 
(4) 理事が不正の行為をし、もしくはその行為をするおそれがあると認めるとき、または法令もしく

は定款に違反する事実もしくは著しく不当な事実があると認めるときは、これを理事会に報告しな

ければならない。 
(5） 前号の報告をするため必要があるときは、理事長に理事会の招集を請求すること。ただし、その

請求があった日から５日以内に、２週間以内の日を理事会とする招集通知が発せられない場合は、

直接理事会を招集することができる。 
(6） 理事が社員総会に提出しようとする議案、書類その他法令で定めるものを調査し、法令もしくは

定款に違反し、または著しく不当な事項があると認めるときは、その調査の結果を社員総会に報告

することができる。 



7 

 
 

 

(7） 理事が本法人の目的の範囲外の行為その他法令もしくは定款に違反する行為をし、またはこれら

の行為をするおそれがある場合において、その行為によって本法人に著しい損害が生ずるおそれが

あるときは、その理事に対し、その行為をやめることを請求することができる。 
(8） その他監事に認められた法令上の権限を行使することができる。 

 
第 22 条（役員の任期） 

理事の任期は、選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の

ときまでとする。 
２ 監事の任期は、選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結

のときまでとする。 
３ 前 2 項の規定にかかわらず、任期満了前に退任した理事または監事の補欠として選任された理事ま

たは監事の任期については、それぞれ退任した理事または監事の任期の満了するときまでとする。 
４ 第 1 項の規定にかかわらず、増員された理事の任期については、他の理事の任期満了のときまでと

する。 
５ 理事または監事については、再任を妨げない。 
６ 学術大会長の任期は１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の

ときまでとする。 
７ 任期中に社員資格を喪失した役員はその資格を失うものとする。 
 
第 26 条 （報酬等） 

役員および社員は無給とする。ただし、常勤の役員は有給とすることができ、その額は社員総会の決

議により定める。 
２ 役員および社員には費用を弁償することができる。 
３ その他、第１項または第２項に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。 
 
第５章  社員総会 
第 27 条 （種類） 
本法人の社員総会は、定時社員総会と臨時社員総会の２種とする。 
 
第 28 条 （構成） 

社員総会は、社員をもって構成する。 
２ 社員総会における議決権は、社員１名につき１個とする。 
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公益社団法人日本人間ドック学会社員選任細則 
 

公益社団法人日本人間ドック学会定款(以下「本法人定款」という)第 15 条第 2 項、第 5 項に関する選

任細則は次のように定める。                     
 
(社員選任委員会) 
第 1 条 社員の選任に関する業務を公正に行うため、社員選任委員会 (以下「委員会」という)を設置す

る。 
  1) 委員会は毎改選前年 12月 1日の選挙告示前に組織し、翌年 3月 31日選挙業務終了後に解散する。 
  2）委員会の委員は 7 名とし、委員の任命は理事会の承認を得て理事長が委嘱する。 
  3）委員会に委員長を置く、委員長は委員の互選とする。 
 
第 2 条 委員会の業務は次のとおりとする。 

1) 社員の任期満了に伴う選挙告示を 12 月発刊する学会誌に掲載すること。 
2) 正会員名簿(11 月 30 日確定)及び社員になるため立候補する者(以下、「社員候補者」)の名簿作成に

関すること。 
  3) 社員候補者に使用する申請用紙、選挙用紙を予め定め、また日本国内以外の住所地の正会員の投

票方法については委員会にて定めること。 
  4)地域ブロックより選任する社員配分定数は、その地域ブロックの正会員および社員の割合を勘案し

委員会にて定めること。 
  5) 社員候補者が前項にて定めた社員配分定数を超えた地域ブロックについては 2）項にて確定した正

会員名簿により選挙を実施すること。  
  6) 選挙会場における投票の管理、開票及びその結果の発表に関すること。 
  7) 無効投票の確認、選挙において、投票によって選挙を行ったときは有効投票の上位から順次当選

者とする。ただし得票が同数であるときは、開票立会人である委員長もしくは副委員長が籤を引き、

出席各委員が確認したうえでこれを決すること。 
8) その他選挙が厳正かつ公正に行われるために必要な措置。 

 
第３条 本法人定款第 15 条 2 項に規定する地域ブロックとは以下のとおりとする。  

北海道 

東北地域 
関東地域 

中部 

甲信越地域 
近畿地域 

中国 

四国地域 

九州 

沖縄地域 

北海道 茨城県 新潟県 滋賀県 鳥取県 福岡県 

青森県 栃木県 富山県 京都府 島根県 佐賀県 

岩手県 群馬県 石川県 大阪府 岡山県 長崎県 

宮城県 埼玉県 福井県 兵庫県 広島県 熊本県 

秋田県 千葉県 山梨県 奈良県 山口県 大分県 

山形県 東京都 長野県 和歌山県 徳島県 宮崎県 

福島県 神奈川県 岐阜県  香川県 鹿児島県 

 日本国内以外 静岡県  愛媛県 沖縄県 

  愛知県  高知県  

  三重県    
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 1) 12 月号学会誌「人間ドック」を発送する(受け取る地域)場所を正会員の住所地とする。 

   2）日本国内以外の住所地の正会員の場合は関東地域に編入する。 
   3) 社員配分定数に関わらず、各地域ブロック毎の社員候補者が 1 名以上いること。 
 
 
(社員の選任に関する細則) 
第 4 条 社員になるため立候補する者(以下、社員候補者)は、申請時年会費を完納していることの他、以

下の諸条件を２つ以上満たしていなければならない。 
   1)連続して 5 年以上本法人正会員であること 
   2)最近 3 年間に本法人学術大会にて演題発表及び学術誌に 1 回以上投稿する等、予防医学に関連す

る充分な実績があること 
   3)人間ドック認定医であること 
   
 ２ 申請時期は毎改選前年 12 月の第 1 週の月曜日から改選年 1 月の第 3 週の木曜日までとする。ただ

し、該当曜日が休日にあたる場合はその翌日とする。 
 
 (付 則) 

本法人定款施行細則は、平成 21 年 6 月 25 日より施行する。  
  2．本法人定款施行細則は、平成 21 年 9 月１日より施行する。  
  3．本法人定款施行細則は、平成 27 年 4 月１日より施行する。 
  4．本法人定款施行細則は、平成 28 年 6 月 17 日より施行する。 
  5．本法人定款施行細則は、平成 30 年 3 月 22 日より施行する。 

6．本法人定款施行細則は、2019 年 12 月 13 日より施行する。 
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ドック会発第 602号
2019年 12月 13日

各　位

日本人間ドック学会 理事長　篠原幸人
＜公印省略＞

2019年度第 5回人間ドック健診専門医研修会の開催について（ご案内）
（第 54回人間ドック健診認定医・専門医研修会）

1．日　　時　　2020年 3月 8日（日）12：20～ 15：45（受付 11：30～ 12：20）
2．会　　場　　東京ビッグサイト 7F 国際会議場　　東京都江東区有明 3-21-1　TEL：03-5530-1111（代表）

3．参加資格　　A）人間ドック認定医等（資格希望者）
B）人間ドック健診専門医

4．定　　員　　900名
5．単 位 数　　7単位
6．参 加 費　　1名様　10,000円（資料代込）　　☆当日参加費受領後，領収書発行します．
7．申込方法　　日本人間ドック学会公式サイト  http://www.ningen-dock.jp/ よりオンライン登録．

2020 年 1 月 8 日（水）よりオンライン受付を開始します．
※オンラインでの登録が困難な場合は下記事務局担当までご連絡ください．

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

8．連絡事項　　※受付は 12：20にて終了します．12：20以降のご入場はお断り致します．
※この研修会は 7単位となります．

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

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

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

＜会場案内図＞
【会場までのアクセス】

● 電車：りんかい線「国際展示場」駅下車徒歩約 7分（駅を背
に斜め右方向へ（コンビニ前を通る）直進すると屋根のある
遊歩道に出るので道なりに．正面の大きな階段を登り，橋を
渡った先の大きな建物）

 ゆりかもめ「国際展示場正門」駅下車徒歩約 3分 （改札を出て
右，突き当たりを左．道なりに歩いて正面の大きな建物）

● 都営バス：東 16系統（豊洲駅前経由）東京駅八重洲口より約
35分・海 01系統（豊洲駅前経由）門前仲町より約 30分・虹
01系統，浜松町駅より約 30分 

●直通バス：羽田空港より約 25分・成田空港より約 60分

◎ 東京ビッグサイト入口から入り，屋内左右のエレベーターも
しくは，エスカレーターをご利用の上 7階へお越しください

 ★国際展示場ホームページ http://www.bigsight.jp/

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

【2020年 3月 8日（日）12：20～ 15：45　東京ビッグサイト】

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

11：20～ 12：20 受　付

12：20～ 12：30 開会挨拶

12：30～ 13：30 「人間ドック健診における運動・身体活動のすすめ方」
 勝川　史憲　　慶應義塾大学スポーツ医学研究センター　教授

13：30～ 14：30 「行動変容・ヘルスリテラシー向上につながる医療面接」
 福田　洋　　　順天堂大学医学部総合診療科　先任准教授

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

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

14：45～ 15：45 「歯科ドックとオーラルフレイル予防」
 櫻井　薫　　　東京歯科大学　名誉教授

15：45～ A）参加証明シール配布・B）修了証提出

●申込開始日：1月 8日（水）　　※定員　900名（定員になり次第締切）

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

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

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

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

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

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

● 人間ドック健診専門医制度　現状報告  ●
① 日本総合健診医学会との合同の『2019年度人間ドック健診専門医認定試験』は 10/20（日）に終了しました．
両学会の合格者には登録料 1万円の請求書を送付し，入金が完了した者を『2019年度人間ドック健診専門
医認定者』とし，両学会理事会にて承認されました．

　※ 2019年度人間ドック健診専門医認定者の今後の詳細については，次頁をご確認ください．

② セルフトレーニング問題 2019の採点結果について
人間ドック健診専門医（修了者除く）が対象のセルフトレーニング問題 2019の申請者には，12月中に採点
結果を送付いたします．
※ 合格者（修了者）には，修了証を同封し，5単位を加算します．
※ 新制度専門医は，認定期間 5年間のうちに，セルフトレーニング問題（5単位）を 1回修了することが更新条件（必
須項目）となります．

※ セルフトレーニング問題 2019の解答と解説は 34-5号（3月末発刊号）に掲載します．

③  2019年度 研修施設・指導医　新規認定申請について
研修施設および指導医の新規認定申請について，認定小委員会にて審議し，両学会理事会にて承認されました．

【認定期間 ：2020年 4月 1日～ 2025年 3月 31日】
※申請された研修施設および指導医には，審査結果を送付いたしました．
※認定となった研修施設・指導医には，2020年 3月末に認定証等を発行いたします．

★ 人間ドック健診専門医（2014年度）認定・更新者　更新のお知らせ ★
2014年度認定の専門医は，（専門医認定期間：2015/4/1～ 2020/3/31）更新時期となりましたので 11月末
に更新書類を送付しております．

【専門医更新申請期間：2019年 12月2日（月）～ 2020年3月10日（火）郵送必着 】

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

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

★ 人間ドック健診指導医および研修施設（2014年度認定）　更新のお知らせ ★
2014年度認定の指導医・研修施設は，（認定期間：2015/4/1～ 2020/3/31）更新時期となりましたので 11
月末に更新書類を送付しております．
　●指導医更新条件：専門医資格を継続し，『指導医講習会』に 1回参加していること
　●研修施設更新条件：各学会の認定等施設であり，指導医が 1名以上在籍していること

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

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

人間ドック健診専門医制度 人
間
ド
ッ
ク
健
診
専
門
医
制
度

※新制度専門医認定番号は 0からはじまる 5ケタ番号
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2019年度人間ドック健診専門医認定者（10/20受験合格者）は，今後は両学会の定める専門医制度の施行規則・
施行細則に準じ，更新のための単位取得等を行っていきます．
そのため，下記のとおり期間や手続き等が変わりますので，ご確認ください．

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

2019年度人間ドック健診専門医認定者（受験合格者・2019年度専門医 更新予定者）
【認定期間 ：2020年 4月 1日～ 2025年 3月 31日】　5年間

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

例　　現：人間ドック認定医認定期間　2017年 4月 1日～ 2022年 3月 31日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　↓　　　↓　　↓
　　　新：人間ドック認定医認定期間　2020年 4月 1日～ 2025年 3月 31日

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

　　
注） 2020年 3月末頃，認定医有資格者には人間ドック健診専門医制度に関する書類と併せて，認定期間を

変更した『人間ドック認定医認定証』を送付いたします．
　　　　

● 2020年 4月 1日より，人間ドック健診専門医更新のための 50単位（両学会企画 30単位以上・両学
会以外の企画上限 20単位）を認定期間内に取得することとなります．

注） 現在の日本人間ドック学会人間ドック認定医で取得した単位は，3月末でリセットされ，2020年 4月 1
日から，0単位スタートなります．
※ そのため，2020年 3月 8日（日）に開催する『第 54回人間ドック健診認定医・専門医研修会』に参加して
も，単位は 3月末でリセットされますので，ご注意ください．（2020/3/31満期の専門医更新者も，すでに
更新条件を満たしている場合は，参加しても 3月末で単位はリセットされますのでご注意ください）

注） なお，合格者・更新予定者で人間ドック認定医の満期日が，2020年 3月 31日の方は，人間ドック認定
医の更新手続きは不要となります．（現在，人間ドック認定医更新が保留となっている方も更新手続き
は不要となり，認定医資格は継続されます）

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

　
※ 上記は，2019年 10月 20日（日）認定試験に合格した 2019年度人間ドック健診専門医認定者が対象です．
（2019年度に専門医資格　更新予定者も対象）．

※ 2019年度人間ドック健診専門医認定者および更新者には，2020年 3月末頃，専門医認定証，更新後の単
位取得方法等について　書類一式を送付いたします．詳細については，送付します関連書類をご確認くださ
い．

2019年度人間ドック健診専門医認定者（受験合格者）各位
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巻　頭　言

第 61回日本人間ドック学会学術大会開催を控えて

虎の門病院付属 健康管理センター・画像診断センター 
第 61回学術大会  大会長

荒瀬康司

はじめに
本年は，新天皇が即位され元号も5月より令和に変わりました．台風15号・19号の被害に遭われた皆様には，

心よりお見舞い申し上げます．今年は，夏の猛暑，大型台風の襲来等がありましたが，いつの間にか師走を迎え
る時期になりました．“白駒の隙を過ぐるが如し”という言葉がありますが，白い馬が走り過ぎるのを壁のすきま
からちらっと見るように，月日の経過するのはまことに早いと感じられます．
来年，令和2年（2020年）は東京オリンピックの開催される年であり，日本中がわくわく，そわそわして，その
準備に取り組んでいるようにみえます．日本人間ドック学会学術大会は，昭和34年から数えて来年61回目をむ
かえ，虎の門病院付属 健康管理センター・画像診断センターが主催を拝命しております．本稿では，現時点での
第61回日本人間ドック学会学術大会の準備につき，その進捗状況についてご報告いたします．
1．日程・開催地
来年は，東京オリンピック・パラリンピックが開催されるため，7～9月の東京での開催は難しく，開催日，あ

るいは開催地の決定にあたりまして，多くの関係者の方々に多大なご迷惑・ご心配をおかけ致しました．その結果，
学会の開催日時は，2020年11月26日（木）・27日（金）の2日間で，開催地は横浜みなとみらいのパシフィコ横浜
と決めさせていただきました．
2．テーマ
今回は，国内学会である第61回日本人間ドック学会学術大会と，国際学会である第27回国際健診学会

IHEPA2020/第4回国際人間ドック会議を同時に開催する予定です．国内学会ならびに国際学会の共通メイン
テーマは，「人間ドック健診へのミッション（Mission to the Ningen Dock Health Evaluation）」としました．また，
第61回日本人間ドック学会学術大会のサブタイトルとしては「人間ドック健診がつなぐ現在・過去・未来」とし
ました．現在の人間ドック健診のエビデンスは，過去の研究発表を継承して成り立ってきております．これらの
成果を，未来に伝達，発展させていきたいとの思いが，サブタイトルには含まれております．
人間ドック健診において重視される点は，特に安心・安全・快適の3項目ではないかと思います．第一の“安心”

ですが，健診では，検査・診断レベルが担保されていること，異常拾い上げの判定が各医師間あるいは各施設に
よってそろっていること，異常がみられた際の対応に熟知していること，などが必要になります．そのためには，
健診に従事する医師・看護師・検査技師・事務職員は継続的なスキルアップに努め，受診者に安心していただく
ことが肝要と考えられます．加えて，受診者の安心は，健診スタッフの安心にもなります．第二に健診では，“安全”
が重要です．スタッフは，受診者の安全を心がけます．したがって健診での検査は年齢，体力，合併症等を考慮
して慎重に選択され，さらに内視鏡カメラ，胃透視等の検査に際しては細心の注意を要します．また，健診受診
中に気分を悪くされたり，あるいは急を要する疾患が発見されたりすることも想定しておかなければなりません．
このような場合に直ちに対応できるように準備しておくことも求められます．さらに，ハード面での安全性に関
しては，火災，地震等の災害にも強靭で，かつこのような災害からの回復力が高いことが必要と思われます．第
三の“快適”とは，健診を受けて肉体的あるいは精神的に和めることです．受診者が和めるように，内装，外装が
造られているか，動線（受診者の動き）が分かり易くなっているか，スタッフが適切な対応をできているか，など
が重要です．
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この安心・安全・快適を担保するためのエビデンスを，日本から世界へ，過去・現代から未来へ継承，伝達，
発展させていきたいと考えております．
3．プログラム
プログラムの選定にあたりましては，多くの先生方のご協力をいただきました．日本人間ドック学会理事等30
人を超える先生方より，特別講演・教育講演・シンポジウム・学術企画・市民公開講座等の内容に関しまして，
アンケートをお願いいたしました．多くの候補演題の推薦を賜り，その結果を各プログラムの範疇ごとに整理し，
学術委員会・プログラム委員会等での議論を経て決めさせていただきました．現時点では，特別講演3題，教育
講演4題，シンポジウム・パネルディスカッション5題，特別学術企画5題，市民公開講座1題等が予定されてお
ります．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，特別学術企画等での予定演題を表1に
示しました．健診における安心・安全・快適を実現するうえで裨益する内容と思われます．
4．演題登録のお願い
現在の人間ドック健診に携わっている医療関係者の方々は，ご自分の経験に加え，先人・先輩方が残された多

くの研究発表等より知見を得，必要なノウハウを学び，ひとり立ちできるようになっておられるのではないかと
思います．日常業務においては，失敗やつまずきはよく経験されることです．自分の後から来る人々に，再び同
じような失敗やつまずきを繰り返させるに忍びないという一念から研究発表などは発表されるのではないかと思
います．研究発表は，後ろから来る人に，この道を辿れば無難に目的に達することができると説き示した道標と
も考えられます．自分は先人の助けを借りて現在あるのだと考えれば，自分が専門医となり，日常診療あるいは
研究で新知見を修得した場合にはこれを公に公表し，自分の歩みで得られた知見を後から追ってくる後進の人た
ちに，記して伝え残しておくことは極めて意義のあることだと考えます．
なお，一般演題の登録申請期間は2020年の3月16日（月）から同年5月18日（月）ですので，あわせてお知らせ
いたします．各施設からの多くの研究成果の発表を心よりお待ちしております．

表1　第61回日本人間ドック学会学術大会の予定主要演題
講演分野 タイトル 演者（敬称略）

特別講演
人生100年時代の医療と社会システム 大内尉義　
骨粗鬆症 竹内靖博
健診エビデンスの構築と未来への伝承（仮） 曽根博仁

教育講演

人間ドック健診での費用対効果（仮） 田倉智之
健診で見逃してはならない循環器疾患（仮） 木原康樹
健診での検査値の読み方（仮） 吉田　博
健診の乳腺疾患（仮） 櫻井健一

シンポジウム・
パネルディスカッション

健康寿命を念頭に置いた生活習慣の改善 座長：福井敏樹，武藤繁貴
がん対策において人間ドックの果たすべき役割（仮） 座長：井上和彦
人間ドックにおけるAI 座長：加藤公則，足立雅樹
最新の画像検査 座長：小川眞広，齊藤　聡
高齢者人間ドック 座長：津下一代

特別学術企画

改正エコーガイドライン（仮） 座長：田中幸子
健診で注意すべき症例，見逃してはならない症例（仮） 座長：岩男　泰
健診施設のあるべき姿，機能評価（仮） 座長：野村幸史，石坂裕子
婦人科人間ドックについて（仮） 座長：佐々木 寛
遺伝子検査（仮） 座長：田口淳一
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総　説 人間ドック 34：555-565，2019

人間ドック健診における骨血管相関の臨床的意義
鏑木淳一

医療法人社団慈誠会 人間ドック会館クリニック 上板橋病院内科

要　約
我が国では，平均寿命と健康寿命が延伸しているが，両者の間には乖離がみられる．死因として，

がんが最も多いが，高齢になるにつれフレイルに陥る．このフレイルでは，サルコペニア，ロコモティ
ブシンドロームが中核の臨床所見となる．介護を必要とする原因として，脳血管障害が最も多いが，
転倒・骨折，関節疾患もみられる．糖尿病とがんとの関連が指摘されてきたが，近年，運動器病変と
生活習慣病による動脈硬化症，心血管病変が，慢性炎症を共通とする病態により臓器間ネットワーク
を形成することが考えられるようになった．例えば，サルコペニアは，骨脆弱性骨折の危険因子にな
り，また心不全でも見出される．さらに，従来の骨密度低下による骨粗鬆症の概念に代わり，骨強度は，
骨密度と骨質の和として把握されることが明らかにされた．骨脆弱性骨折は骨質の劣化でも生じる．
例えば，糖尿病では，骨微細構造異常に加え，高血糖による酸化ストレス，糖化ストレスにより最終
糖化生成物（AGEs）の増加，ホモシステイン高値により骨質が劣化する．また，インスリン抵抗性増加，
アディポネクチン低下，オステオカルシン低下も加わり，骨脆弱性が低下するとともに，動脈硬化症
が進展する．骨粗鬆症薬の研究結果も合わせ，骨と血管との臓器間ネットワーク，すなわち，骨血管
相関が存在する．人間ドック健診では，健康寿命を延伸するために，この骨血管相関の視点も持つこ
とが重要である．

キーワード 動脈硬化症，フレイル，骨強度，骨粗鬆症

はじめに
Vaupelは，2010年，人間の寿命はよりよい健康
状態を保ちながら伸びており，疫学研究の結果か
ら，平均寿命は10年ごとに2.5年ずつ延びる可能
性を明らかにした 1）．その後，Dongらは，2016
年，19世紀以降の最も高齢な人の寿命（maximum 
reported age at death：MRAD）に関する人口統
計学の研究結果を報告した．MRADは，1995年
以前では1年ごとに0.15歳延びていたが，1995
年以降は1年ごとに0.28年短くなる状況にあり，
MRADは114.9歳で頭打ちになる可能性を報告し
た 2）．すなわち，人間の寿命は，今後の社会環境
に影響される可能性はあるが，現時点では，まさ
に「人生100年時代」を迎えていることになる．
しかし，我が国では，平均寿命と健康寿命が徐々
に延伸しているが，両者の間には差があり，介護
を必要とする期間が長くなることが指摘されてい
る 3）．内閣府による平成30年度版高齢化社会白書
では，2016年における平均寿命は，男性で80.98
歳，女性で87.14歳であった．しかし，日常生活
に制限がなく援助を必要としない健康寿命は，男

性で72.14歳，女性で74.79歳に留まった．すな
わち，男性では8.82年間，女性では12.35年間
介護を必要としていることが推定される．次に，
我が国では，2000年から介護保険制度が施行さ
れている．我が国で，要介護の認定を受けている
人口は約600万人に達し，65歳以上の高齢者に
おける約20%を占める 4）．内閣府による平成29
年度版高齢化社会白書では，介護を必要とする原
因疾患について，脳血管障害（脳卒中）が17.2%
と最も多い（図1）5）．特に，男性では，原因疾患
として，脳血管障害が26.3%と約4人に1人を占
める．次いで，認知症が16.4%，高齢による衰
弱が13.9%，骨折・転倒が12.2%，関節疾患が
11.0%，心疾患が4.7%と続く．認知症も脳血管
病変により生じることがあるが，認知症と高齢に
よる衰弱を除くと，介護を必要とする原因疾患の
45.1%，約2人に1人は，動脈硬化性病変と骨関
節・筋肉といった運動器病変によることが推定さ
れる．すなわち，これらの病変に対する包括的な
対応が，人間ドック健診の質を向上させるために
望まれる．
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本稿では，臨床の診察室・ベットサイドでは，
臨床研究のみならず基礎研究の結果も考慮して診
療を行うことも必要であるので，基礎研究に関す
る事項も述べることとした．

フレイルにおける慢性炎症の概念
健康な状態から身体機能障害のため要介護に至

る過程では，脳血管障害・心疾患による急性期疾
患，事故により身体機能障害をきたす場合以外，
フレイル（frailty）を生じる 4）．すなわち，フレイ
ルは，加齢に伴い，生理的予備能が低下した状態
であり，健康な状態と要介護の中間の状態と定義
されている．フレイルに関する統一された評価基
準はなく，通常，Friedらの評価基準に準じて診

断される 6）．すなわち，1. 体重減少，2. 主観的疲
労感，3. 日常生活活動量の減少，4. 身体能力（歩
行速度）の減弱，5. 筋力（握力）の低下のなかで，3
項目以上の該当者はフレイル，1～2項目を満足す
る者はプレフレイル，該当項目がない者は健常に
分類される．介護支援のためには，より詳細な問
診票（生活の自立度，運動，栄養，口腔，認知症，
うつ症状）25項目が公益財団法人長寿科学振興財
団により提唱されている 7）．
フレイルには，身体的フレイル，認知的フレイ
ル，社会的フレイルが含まれ，身体的フレイルの
中核となる病態がサルコペニアである（図2）．フ
レイルは，高齢者の約10%に認められるとされ
る．気力・記憶力を含む身体活動の低下，低栄養

図1　我が国における65歳以上の要介護者で介護が必要になった原因
原因となる疾患として，脳血管障害が多い．次いで認知症，高齢による衰弱，骨折・転倒，関節疾患の順に続く．
（内閣府，平成29年度版高齢化社会白書（文献5）から引用）

図2　フレイル（frailty）の概念
健常からフレイルに陥り，身体機能障害となり介護を必要とする状態になる．この変化は可逆性である．
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などにより，健康な状態からフレイルに陥る 8）．
フレイルから健康な状態に戻ることは可能である
が，身体機能障害が進み要介護状態となり，健康
寿命が短縮する．
このフレイルには，慢性炎症が基礎となってい
る．加齢に伴い高齢者では，炎症性サイトカイン
である腫瘍壊死因子-α（tumor necrosis factor-α：
TNF-α），インターロイキン-6（interleukin-6：IL-6）
の血中濃度並びにCRP値が高く，血清HDL-C，
アルブミンの濃度が低下し，認知機能の低下，フ
レイルにつながる 9,10）．このため，“in�ammageing”
という疾患概念が提唱されている 11）．すなわち，
歯周病などの慢性炎症が動脈硬化症を進展し，フ
レイルを惹起することが考えられる．また，生活
習慣病として把握される2型糖尿病は，前立腺が
んを除きがんの発症に関連することが指摘されて
いる 12,13）．
以上のことから，食事，運動，心の在り方，禁煙は，

日本人の死因における疾患の予防と健康寿命の延
伸に重要である 14）．また，健康長寿を延伸するた
めには，加齢に伴う生活習慣病に基づく動脈硬化
症の進展，がんの予防に加えて骨関節・筋肉といっ
た運動器疾患を予防することが必要である．
人間ドック健診後の保健指導・追跡調査，疾
病の早期診断，早期の治療介入を目的とする人間
ドック健診では，受診者の健康寿命を延伸するた
めに，がん・生活習慣病をターゲットとしている．

今後は，運動器疾患にも注目し，生活習慣病に基
づく動脈硬化性病変と骨関節・筋肉といった運動
器疾患との関連，すなわち，「骨血管相関」15,16）と
名付けられた点についても，個々の受診者に対し
て包括的に先制的な健康（precision health）を提供
することが，人間ドック健診の質を向上させるた
めに望まれる 17）．

慢性炎症の視点からみた
ロコモティブシンドロームとサルコペニア
加齢に伴う身体機能障害により生活の質を低

下させる概念として，ロコモティブシンドローム
（locomotive syndrome：運動器症候群）とサルコ
ペニア（sarcopenia）が示されている（図3）．
ロコモティブシンドロームは，運動器の障害に

より歩行といった移動機能が低下した状態であ
り，介護を必要とするリスクが高くなる 18,19）．ロ
コモティブシンドロームは，次に述べるサルコペ
ニアを含んでおり，サルコペニアは骨粗鬆症に
よる骨脆弱性骨折の危険因子となる 20）．ロコモ
チェックとして，①片脚立ちで靴下がはけない，
②家の中でつまずいたりすべったりする，③階段
を昇る時手すりを必要とする，④横断歩道を青信
号の間に渡りきれない，⑤15分位続けて歩けな
い，⑥2kg程度（1Lの牛乳パック2個程度）の買い
物をして持ち帰ることが困難である，⑦家の中の
やや重い仕事（掃除機の使用，布団の上げ下ろし）

図3　身体的フレイルとサルコペニア・ロコモティブシンドロームの関連
フレイルは，サルコペニア・ロコモティブシンドロームと共通の病態に起因し，その対策も重複している．
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が困難である，といった日常生活における7項目
のなかで，1項目でも該当するとロコモティブシ
ンドロームの可能性がある．この場合，2ステッ
プテスト，立ち上がりテスト，ロコモ25質問票
でさらに評価される 21）．
一方，サルコペニアは，筋肉量の減少および筋
力低下があり，歩行や起居動作など日常生活動作
に関する身体機能の低下と定義され，前述したロ
コモティブシンドロームの概念と重複する22）．下
方らは，2014年，総務省統計局による日本人40歳
以上の人口統計から，サルコペニアとロコモティ
ブシンドロームを推計した23）．この結果，サルコ
ペニアもしくはロコモティブシンドロームに該当
する人は，男性で約1,346万人（38.0%），女性で約
1,923万人（48.1%），合計で約3,269万人（43.4%）
と推計された．すなわち，今後，我が国における
高齢化社会では，健康長寿を延伸するためには，
身体活動の基礎となる骨関節・筋肉といった運動
器疾患にも注目すべきであると再認識される．
これまでの百寿者を対象とした研究結果から，百
寿者では，血液検査における炎症所見の上昇がゆる
やかで，動脈硬化症が進行しにくく認知機能が比較
的保たれていることが明らかにされている24）．加齢
に伴い増加するTNF-α，IL-6などの炎症性サイト
カインは，insulin-like growth factor 1（IGF-1）の産生
と作用を減弱させることにより，筋タンパク質合成
と筋肉細胞の再生を阻害する．また，慢性炎症によ
る活性酸素種（reactive oxygen species：ROS）の蓄積
による酸化ストレスが筋線維を損傷する．この結果，
骨格筋萎縮からサルコペニアを生じる24）．Araiら
は，百寿者の生命予後を調べた結果，血清 IGF-1
濃度低下が百寿者の総死亡に関連することを明ら
かにした 25）．低 IGF-1濃度の低下に伴う死亡率の
増加は，慢性炎症によるフレイル，サルコペニア
が介在すると考えられている．
内臓脂肪から産生されるアディポネクチン（特

に，高分子量アディポネクチン）低下は，インス
リン抵抗性を増強し心血管病変につながる 26）．こ
れに対して，加齢に伴い炎症性サイトカインが増
加するにもかかわらず，フレイルに至らない背景
として，アディポネクチンによる抗炎症作用が報

告されている．Araiらは，百寿者では，血中アディ
ポネクチン濃度が高く，このアディポネクチン濃
度はHDL-Cと正に相関するが，グリコヘモグロ
ビン，TG，CRP，血管内皮細胞障害マーカーで
あるE-セレクチンと負の相関を示すことを明らか
にした 26）．アディポネクチンは，サルコペニアの
進行を遅らせ，筋肉におけるインスリンの取り込
み増加によるインスリン感受性の亢進，肝臓にお
ける糖新生低下によるインスリン抵抗性の減弱を
生じることにより，酸化ストレスによる血管内皮
細胞障害を予防することが考えられる．
臨床的に，サルコペニアは，心不全患者の約

15～75%にみられる 27）．特に，近年注目されて
いる heart failure with preserved ejection fraction 
（HFpEF）は，収縮能が保たれた心不全で，高血
圧症が先行して生じる左室拡張障害である．この
HFpEFでは，サルコペニアを合併しフレイルに
陥る．また，フレイルは，心血管疾患発症のリス
ク因子になるとされる．
なお，サルコペニアに対する他の危険因子と

して，遺伝的素因（ミオスタチンのLys153Arg多
型，α-actinin 3のR577X多型），性別，加齢，身
長・体重・BMI，閉経，エストロゲン，テストス
テロン，身体脂肪量，ビタミンD，分枝鎖アミノ
酸（branched-chain amino acids：BCAA），蛋白
質摂取量などの栄養が報告されており，これらは，
ロコモティブシンドロームの危険因子としても把
握される 23）．
サルコペニアの可逆性因子は，栄養摂取不良と

負活動性である．このため，サルコペニアに対する
介入として，運動，栄養，薬物療法が用いられる8,28）．
運動では，レジスタンストレーニングが有用である．
運動による介入で，転倒を予防し骨折を抑制する
ことができる．栄養による介入では，骨格筋の同化
に必要な栄養素である蛋白質，特にBCAAが注目
されている．サルコペニアに対する有効な薬物治療
はまだ解明されていないが，骨粗鬆症に対する薬物
が期待されている．高齢者では，血清25（OH）ビタ
ミンD濃度が低下していることがあり，ビタミンD
欠乏が，筋力低下，転倒に関連している可能性があ
る．骨格筋にはビタミンD受容体が存在しており，
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ビタミンD欠乏の高齢者に活性型ビタミンD製剤
であるアルファカルシドールを投与するとⅡ型筋
線維が増加することが報告された29）．また，骨粗鬆
症治療薬の中でビスホスホネート製剤であるアレ
ンドロネート内服群では，未治療群に比べて，1年
後に骨格筋量が有意に増加していた30）．

骨強度の概念と動脈硬化症との関連
人間ドック健診で，運動器疾患にも留意する必
要性は，運動器を構成する骨における骨粗鬆症あ
るいは骨脆弱性が動脈硬化性病変に関連すること
が，近年，明らかにされてきたからである 15,16）．
人間ドック健診では，骨粗鬆症の診断のために，
骨密度が測定される．しかし，転倒などで容易に
骨折をきたすリスクの増加，すなわち骨脆弱性は，
骨密度のみでは説明できないことが明らかにされ
た 31,32）．このため，骨密度以外に骨強度を規定す
る因子として，骨コラーゲン架橋に関する骨質の
重要性が指摘されている．現在，骨粗鬆症は骨強
度が低下し，骨折のリスクが増大する疾患と定義
され，「骨強度＝骨密度＋骨質」と考えられている
（図4）．骨密度は，カルシウムといったミネラル成
分の密度を数値化して表される．骨密度は，骨の
微細構造に加え，骨の新陳代謝機構である骨リモ
デリングにより制御される．これに対して，骨質
は，骨の微細構造以外，骨の材質特性により規定

される．この骨の材質特性を形成するコラーゲン
の分子間架橋形成は，骨のリモデリングとは異な
る機序，すなわち，糖代謝，カルボニルストレス，
酸化ストレスにより制御される．この病態におい
て，動脈硬化症を進展させる要因は，骨強度にお
ける骨質にも影響する可能性が考えられる 33）．し
たがって，骨密度とは独立した骨折リスクとして，
加齢，糖尿病，ホモシステイン代謝の異常，関節
リウマチ，副腎皮質ステロイド剤が指摘されてい
る．現在，骨粗鬆症は，原発性骨粗鬆症と基礎疾患・
原因を有する続発性骨粗鬆症に分類される（表1）．

Persyらは，心血管病変の危険因子とされる血
管壁の石灰化が，時に骨密度の低下，骨代謝の異
常を伴うことを“calci�cation paradox”の一つとし
て提唱した 34）．一方，臨床の現場では，脊椎骨折
リスク，大腿骨頸部骨折リスクを減らすために，
骨粗鬆症治療薬として，ビスホスホネート製剤が
用いられる．閉経後女性を対象として，このビス
ホスホネート製剤であるリセドロネートの臨床試
験において，リセドロネート内服群では，placebo
群に比べ，全体の死亡率には有意の差はないもの
の，心血管病変，特に脳血管障害の発生率と脳血
管障害による死亡率が有意に減少した 35）．この病
態として，Luckishらは，リセドロネートには，骨
強度，特に骨密度の増加以外に，動脈の弾性を改
善し全身の血管抵抗を減じる作用があることを報

図4　骨強度の概念
骨強度は，骨密度と骨質で構成される．加齢とともに骨密度と生理コラーゲン架橋は減少傾向を示すが，AGEs架橋は増加する．

AGEs＝糖化最終生成物（終末糖化物質）（advanced glycation end products）
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告した 36）．同様に，骨粗鬆症治療薬には，動脈硬
化を抑制する作用があることが示されている．す
なわち，リセドロネートは，閉経後女性における
冠動脈石灰化を抑制すること 37），アレンドロネー
トはラットにおける冠動脈石灰化を抑制するこ
と 38），血清中ビタミンD3濃度は冠動脈石灰化と
逆相関すること 39），並びに2型糖尿病では単球に
おける炎症性サイトカイン発現を抑制すること 40）

が報告されている．ビスホスホネート製剤以外，
Tankóらは，閉経後女性を対象として，骨粗鬆症
治療薬のなかで選択的エストロゲン受容体モジュ
レーター（selective estrogen receptor modulator：
SERM）であるラロキシフェンの臨床試験の結果
を解析した．心血管病変に対する危険因子（既往
歴，高血圧症，脂質異常症，糖尿病，喫煙）を補
正した後も心血管イベントの発生率は，骨粗鬆症
の群では，骨量低下の群に比べて3.9倍と有意に
高くなることを報告した 41）．
以上の研究結果から，骨粗鬆症あるいは骨脆弱
性は動脈硬化性病変を促進する生活習慣病と関連
し，臓器間ネットワークを形成することが考えら
れる．

生活習慣病と骨脆弱性
骨粗鬆症を含む骨脆弱性が，動脈硬化症を進行

させる生活習慣病に関連するということが骨血管

相関の概念である．アメリカで行われた縦断研究
である“Rancho Bernardo Study”は，メタボリッ
クシンドロームが骨密度低下と非椎体骨折に関連
することを示した 42）．しかし，ノルウエーでメタ
ボリックシンドロームを対象とした縦断研究では，
メタボリックシンドロームと非椎体骨折との関連
は明らかでなかった 43）．この点に関して，現在，
メタボリックシンドロームの診断基準は複数ある
ため，今後，異なる人種においても統一した診断
基準による対象の選定が望まれる．
個々の心血管系病変の危険因子として，骨組織

に対する糖尿病などの知見が集積されている．

糖尿病と骨脆弱性
1型糖尿病，2型糖尿病，いずれの病型におい
ても，骨密度のみでは骨折のリスクを過小評価
する可能性があり，臨床的には骨質劣化などによ
り骨折リスクが増加することが知られている 33）．
Vestergaardが報告したメタ解析の結果では，同性
同年齢の健常人と比較して，1型糖尿病では，Z
スコアが腰椎で–0.22，大腿骨で–0.37と低下し
ており，骨密度低下から予測される大腿骨近位部
の骨折リスクは1.42倍であった．しかし，実際
の同部の骨折リスクは6.94倍と上昇していた 44）．
さらに，2型糖尿病におけるZスコアは，腰椎で
+0.41，大腿骨で+0.27と上昇しており，骨密度

表1　骨粗鬆症の分類
（1）原発性骨粗鬆症
（2）続発性骨粗鬆症の基礎疾患・原因

①内分泌疾患

甲状腺機能亢進症
副甲状腺機能亢進症
Cushing症候群
性腺機能低下症

②リウマチ性疾患 関節リウマチ

③消化器疾患※ 胃切除後
吸収不良症候群

④血液疾患 多発性骨髄腫
悪性リンパ腫

⑤薬剤
副腎皮質ステロイド剤
メトトレキサート
ヘパリン

⑥先天性疾患 Marfan症候群
骨形成不全症

⑦その他
栄養不良（壊血病などによる）
不動・寡動（骨折・麻痺などによる）
慢性呼吸器疾患

※脊椎後弯症（亀背）により逆流性食道炎を合併することがある．
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から予測される大腿骨近位部の骨折リスクは0.77
倍に低下することになるが，実際の骨折リスクは
1.38倍と上昇した 44）．同様に，Janghorbaniらも，
メタ解析の結果，大腿骨近位部の骨折リスクは，
1型糖尿病で6.3倍，2型糖尿病で1.7倍に上昇す
ることを報告した 45）．
糖尿病における骨脆弱性は，骨密度低下以外

に骨質の劣化により生じる（図5）．この骨質劣化
には，骨微細構造異常，骨リモデリング低下も
関与するが，コラーゲン線維間における糖化最
終生成物（終末糖化物質，advanced glycation end 
products：AGEs）架橋の形成，ホモシステイン，
インスリンおよび IGF-1，アディポネクチン，オ
ステオカルシンといった因子が重要な役割を果た
している 46,47）．さらに，これらの因子は，血管病
変の形成にも関与している．
骨微細構造において，皮質骨多孔化が骨密度

とは独立して，骨強度に対する要因とされる．
脆弱性骨折を伴う2型糖尿病では，この皮質骨
多孔化が増加している 48）．海綿骨微細構造の緻
密度を評価する指標として，Trabecular Bone 
Score（TBS）が開発された，TBSは，dual X-ray 
absorptiometry（DXA）法による腰椎骨密度測定
の画像を再解析して求められ，骨密度とは独立し
て骨折リスクを評価できるとされる．2型糖尿病
では，TBSが低下しており，2型糖尿病における
TBS低下は骨折リスク増加に関連する．

骨リモデリングは，骨強度を保つために必要な代
謝過程である49）．すなわち，骨組織では，破骨細胞
による骨吸収と骨芽細胞による骨形成が繰り返され
ている．1型糖尿病，2型糖尿病のいずれにおいて
も，この骨リモデリングが低下している33）．高血糖
と酸化ストレスにより，糖化ストレスも生じる．す
なわち，還元糖，脂質などに由来するアセトアルデ
ヒドが生体内で過剰に産生される．これらのアセト
アルデヒドは，生体内の蛋白質に対して糖化反応を
生じる結果，AGEsの生成が亢進する50）．骨組織では，
コラーゲン線維間におけるAGEsの一種類であるペ
ントシジンが増加し，骨強度が低下する．さらに，
骨リモデリングの低下により，AGEs架橋が蓄積す
ることになる46）．高血糖は，骨芽細胞表面に存在
するAGEs受容体（receptor for AGEs：RAGE）発
現を増強して骨芽細胞のアポトーシスを誘導する
とともに，骨細胞から分泌される骨形成抑制因子
スクレロチン発現を増強し破骨細胞誘導因子であ
るRANKL（receptor activator of nuclear factor κB 
ligand）発現を低下することにより，骨リモデリン
グを抑制する 47）．
糖化ストレスにより生じるAGEsは，骨組織以

外の全身組織に影響する 50）．すなわち，AGEsが，
細胞表面のRAGEに結合すると，細胞からTNF-α，
IL-6など炎症性サイトカインが産生され，周囲の
組織に炎症を起こす．この結果，動脈では，アテ
ローム形成の促進，血管壁の硬化により動脈硬化

図5　糖尿病による骨脆弱性の進行
糖尿病における骨脆弱性は，多因子で生じる．これらの因子は，心血管病変の形成にも関連する．

AGEs＝糖化最終生成物（終末糖化物質）（advanced glycation end products）
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症が進行する．また，認知症，白内障・加齢黄斑
変性症，皮膚コラーゲンの糖化による皮膚老化，
サルコペニアの進展にも関与し，全身的な老化関
連疾患の要因となりうる．
高ホモシステイン血症は，骨密度低下とは独立

し，骨脆弱性を生じる要因である 47）．ホモシステ
インは，骨組織において，酸化ストレスを増大さ
せ，骨芽細胞の機能不全とAGEs蓄積を引き起こ
し，骨芽細胞のアポトーシスを誘導する．この結
果，骨リモデリングの低下も加わり，コラーゲン
線維間におけるAGEsであるペントシジン架橋が
増え，骨強度は低下する．一方，ホモシステインは，
血管病形成にも関与し，骨血管相関において重要
である 15,16）．
臨床的に，ホモシステインを分解するシスタチ

オニンβシンターゼを欠損したホモシスチン尿症
では，血漿ホモシステイン濃度が高値となり，動
脈硬化症が早期に進行して20歳代に血栓塞栓症
を生じる 51）．ホモシステインの生理作用として，
血管平滑筋細胞の増殖，トロンボモジュリン発現
抑制といった血管壁における凝固活性の促進，酸
化ストレス産生による血管内皮細胞障害が報告さ
れている 52）．白人，日本人を対象とした研究で，
血漿ホモシステイン濃度高値は，高血圧症といっ
た心血管系病変の危険因子とかかる病変の進行に
関連することが明らかにされている 53,54）．また，
全身性エリテマトーデスを基礎疾患とした抗リン
脂質抗体症候群の症例でも，抗リン脂質抗体と
いった自己抗体以外，血漿ホモシステイン濃度高
値が，多発性脳梗塞の病態に関連していることが
見出された 55）．
骨芽細胞にはインスリンが結合するレセプター

（insulin receptor）があり，インスリン治療が骨芽
細胞の分化増殖を刺激する 47）．すなわち，骨組織
では，インスリンは，骨形成と骨リモデリングを
促進する．さらに，2型糖尿病と肥満では，高イ
ンスリン血症によるインスリン抵抗性が認められ
るが，骨代謝マーカーも低下しており，骨組織に
もインスリン抵抗性が生じていることが考えられ
ている．さらに，肝臓で産生される IGF-1は，骨
芽細胞の分化と骨リモデリングを促進するため，

骨の形成に有用である．原発性骨粗鬆症および関
節リウマチを基礎疾患とする続発性骨粗鬆症に対
して，リセドロネートで治療後，骨形成マーカー
である血清 IGF-1濃度が上昇し，骨吸収マーカー
である酒石酸抵抗性酸ホスファターゼ（tartrate-
resistant acid phosphatase：TRAP）濃度は低下し
た 56）．この IGF-1の作用は，高血糖，AGEsによ
り抑制される．糖尿病では，この IGF-1シグナル
が骨量と骨強度を維持するために必要であり，血
清 IGF-1濃度低下は，糖尿病における骨脆弱性に
つながる．
アディポネクチンは，脂肪細胞から分泌され，
抗炎症作用，血管拡張作用，動脈硬化進行抑制作
用などを有する．血清アディポネクチン低下は，
動脈硬化進行を生じる 57）．特に，高分子量アディ
ポネクチン低値は，メタボリックシンドローム発
症の予測因子となることが報告されている 58）．
アディポネクチンは，骨組織に対しても作用す

る 47）．骨芽細胞には，アディポネクチンレセプ
ターが発現している．アディポネクチンシグナル
は，未分化間葉系細胞から骨芽細胞の分化増殖
を誘導する．さらに，アディポネクチンは，骨芽
細胞におけるRANKL発現を誘導するとともに，
RANKLを介するシグナル伝達を阻害することに
より骨吸収抑制因子として働くオステオプロテゲ
リン（osteoprotegerin：OPG）発現を減弱する．こ
の結果，アディポネクチンは破骨細胞分化も誘導
する．すなわち，アディポネクチンは骨形成を促
進するとともに骨リモデリングも促進すると考え
られる．今後，糖尿病でみられる低アディポネク
チン血症が，骨折リスクになりうるか否かを明ら
かにする臨床研究が必要である．
近年，骨組織による糖代謝の制御機構として，

オステオカルシンが発見された 47,59）．骨芽細胞で
産生され血液中に分泌されるオステオカルシン
は，膵臓β細胞に直接作用してインスリン分泌能
を高めるとともに，小腸上皮からのglucagon-like 
peptide-1（GLP-1）分泌を促進することによりイン
スリン作用を増強する 47）．オステオカルシンの変
動は，2型糖尿病でHbA1c値，体脂肪率，イン
スリン抵抗性と負の相関にあることが縦断研究で
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示されている．さらに，オステオカルシンは，脂
肪細胞におけるアディポネクチン発現と筋細胞に
おけるインスリン作用を増強する．このため，骨
芽細胞から分泌されるオステオカルシンによる骨
組織，膵臓，脂肪組織，筋肉との多臓器間ネット
ワークの形成があり，この結果として，骨血管相
関における血管病変形成にも関与していることが
考えられる．

高血圧症と骨脆弱性
デンマークで行われた症例対照研究から，高血

圧症と脳梗塞は骨折の危険因子になることが明ら
かにされた 60）．脳梗塞の危険因子である高血圧症
は，尿中カルシウム排泄の増加を伴う骨密度の低
下に関連し，骨折を生じやすくなる．また，この
現象は，降圧剤により修飾されることが示唆され
ている 33）．サイアザイド系利尿薬は，尿中カル
シウムの再吸収を促進することによる骨密度の改
善効果が考えられる．アンジオテンシン変換酵素
阻害薬（angiotensin converting enzyme inhibitor：
ACE inhibitor）は，骨芽細胞のRANKL増加を抑
制することにより破骨細胞活性を低下させ，ア
ンジオテンシンⅡ受容体拮抗薬（angiotensin Ⅱ
receptor blocker：ARB）は有意に骨折リスクを低
下するとされる．β遮断薬は，交感神経を介したβ
2受容体刺激による骨芽細胞活性の低下を抑制し
骨形成を維持し，骨折抑制効果を示すことが考え
られている．
以上の結果から，カルシウム拮抗薬の骨組織に
対する効果は明らかでないが，降圧薬は，高血圧
症が骨脆弱性をきたすことを抑制する可能性が考
えられる．

脂質異常症と骨脆弱性
脂質異常症の骨組織に対する影響については，

一定の見解はない 33）．しかし，年齢とBMIで補
正後も，血清LDL-C高値は骨密度低下，非椎体
骨折のリスク因子となりうること，縦断研究によ
り高コレステロール血症は脆弱性骨折のリスク因
子になることが示唆されている 61）．栄養状態不良
を反映する中性脂肪低値は，観察研究で橈骨骨折，

上腕近位部骨折に関連するとされる．
また，コレステロールの合成を抑制するスタチ

ン製剤は，ビスホスホネートが作用するメバロン
酸代謝経路の上流にあるHMG-Co還元酵素を阻
害する．この病態により，スタチン製剤により，
大腿骨近位部骨折と非椎体骨折が抑制されること
が示されている 61）．

おわりに
人間ドック健診では，さまざまな疾病の予防に

関する指導，我が国における死因で最も多いがん
の早期診断と早期の治療介入が重要である．近年，
糖尿病ががんに関連することが知られてきたが，
健康寿命に最も影響する因子として，生活習慣病
による心血管病変と運動器障害にも留意すること
が必要である．このため，今後も，人間ドック健
診においては，骨血管相関の概念について注目し，
人間ドック受診者に対応することが重要である．
なお，本稿では，人間ドック健診という用語を，
先行する出版物（日本人間ドック学会監修，篠原
幸人編集，人間ドック健診の実際，文光堂，東京，
2017）に従って使用した．
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Clinical Signi�cance of Association between Bone and Artery 
in Comprehensive Health Check-up System (Ningen Dock)
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Abstract
  Persons su�er from frailty as they get old. Frailty consists of sarcopenia, locomotive 
syndrome and osteoporosis as well as cardiovascular diseases and dementia, all based on 
chronic in�ammation.
  Recent research has shown the presence of an association between bone and artery. 
�ese studies were mainly performed in centenarians and patients with diabetes melli-
tus. Advanced glycation end products (AGEs), homocysteine, and so on play important 
roles in this association. It is necessary to consider this point of view to achieve healthy 
survival in persons who use the Comprehensive Health Checkup System (Ningen 
Dock).
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4%以上体重減少や腹囲減少の糖尿病前症での
糖尿病発症予防における重要性について

亀谷富夫

要　約
目的：空腹時血糖（FPG）100～125mg/dLでかつHbA1c値5.6～6.4%の糖尿病前症は糖尿病発症の
高度リスク群であるが，その高リスク群で，体重，腹囲の減少した場合の糖尿病発症に対する予防
効果を検討した．
方法：2007年4月1日から2010年3月31日までに富山県厚生連高岡健康管理センターを一日ドック
として受診し，以前に糖尿病を指摘されていないFPG100～125mg/dLかつHbA1c値5.6～6.4%で，
2016年12月28日までにその後1回以上再診した男性425名（平均年齢59.5±9.3歳），女性358名（平
均年齢59.9±8.2歳）を対象とした．体重，腹囲変化量は観察開始時と糖尿病発症時の差とした．糖尿
病発症がない場合は，観察終了時の体重および腹囲の差とした．糖尿病の発症は，FPG126mg/dL以
上でかつHbA1c値6.5%以上，または自己申告で医師に糖尿病と診断されたものとした．
結果：平均観察期間は6.0年であった．糖尿病発症ハザード比は体重減少率1%未満群1，1～4%未
満群0.65（95%CI 0.37–1.12，p=0.12），4～7%群0.33（95%CI 0.15–0.72，p＜0.01），7%以上群
0.29（95%CI 0.15–0.58，p＜0.001）であった．また，腹囲減少率別検討では，糖尿病発症ハザード
比は腹囲減少率1%未満群1，1～4%未満群0.56（95%CI 0.29–1.06，p=0.07），4～7%群0.07（95%CI 
0.01–0.51，p＜0.01），7%以上群0.28（95%CI 0.12–0.68，p＜0.01）であった．
結論：糖尿病前症では，体重や腹囲が4%以上減少されると糖尿病発症は有意に抑制されていた．

キーワード 糖尿病前症，糖尿病，体重，腹囲

富山県厚生連高岡健康管理センター 連絡先：〒 933-8555富山県高岡市永楽町 5-10 
Tel：0766-21-3930　E-mail：00035kametani@kouseiren-ta.or.jp

はじめに
糖尿病前症は，糖尿病発症の高リスク群であり

早期介入が重要である 1）．アメリカ糖尿病学会は，
BMI 25kg/m2以上の糖尿病前症では糖尿病発症抑
制のために7%以上の体重減少を推奨している 2）．
日本糖尿病学会でも，肥満者に対して糖尿病発症
予防には体重減少が重要であるとしているが，具
体的な目標値は指示していない 3）．糖尿病前症で
の体重減少や腹囲減少による糖尿病発症予防につ
いて，長期にみた日本人での報告はまだ少ない．
今回，糖尿病前症の高リスク群で，体重と腹囲変
化の糖尿病発症に対する予防効果を検討した．

対象と方法
2007年4月1日から2010年3月31日までに富

山県厚生連高岡健康管理センターを一日ドック
として受診し，以前に糖尿病や悪性疾患を指摘

されていない空腹時血糖（FPG）100～125mg/dL
か つHbA1c値5.6～6.4%で，2016年12月28日
までにその後1回以上再診した男性425名（平均
年齢59.5±9.3歳），女性358名（平均年齢59.9±
8.2歳）を対象とした．受診時に，身長，体重，腹
囲，BMI，血圧，FPG，HbA1c，中性脂肪（TG），
γ-GTPを測定した．また，同時に糖尿病家族歴
の有無，飲酒量，喫煙の有無，一日30分以上歩
行しているかを調査した．受診時保健指導は，全
例に適切なカロリー摂取と運動を指導した．特
に，BMI 25kg/m2以上の受診者には体重減量
を指導した．2007年から2012年まではHbA1c
（NGSP値）=HbA1c（JDS値）×1.02+0.25で計算
した．糖尿病の発症は，FPG 126mg/dL以上でか
つHbA1c値6.5%以上，または自己申告で医師
に糖尿病と診断されたものとした．高血圧は血圧
140/90mmHg以上かまたは治療を受けているも
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のを高血圧とした．飲酒は一日の飲酒量を使用し
た．体重，腹囲変化量は観察開始時体重，腹囲か
ら糖尿病発症時または糖尿病発症がない場合は観
察終了時の体重，腹囲を引いた差とした．観察開
始時の体重，腹囲で除して減少率とした．減少率
で1%未満，1～4%未満，4～7%未満，7%以上
の4群に分けて検討した．
測定値は平均値±標準偏差で示した．多重比較

はスティール・ドゥワス検定で行った．独立性の
検定はχ 2検定で行った．糖尿病発症率の検定には
カプランマイヤー曲線を使い，有意差はログラン
ク検定を使用した．またハザード比は，Cox比例
ハザード検定を使用し，性別，年齢，BMI，FPG，
糖尿病家族歴，喫煙，高血圧，飲酒量，一日30分
以上の運動の有無で調整し検討した．統計処理は
エクセル統計2017（社会情報サービス，東京）で行
い，有意水準は両側検定で危険率5%とした．
なお，本研究は厚生連高岡病院倫理委員会の承
認を得た．また，当院の「個人情報保護マニュアル」
を遵守して行った．

結　果
FPG100～125mg/dLかつHbA1c値5.6～6.4%

の糖尿病発症高リスク群783名の特性は，平均
年齢59.7歳，平均BMI 24.1kg/m2，平均体重は
62.2kg，平均腹囲は86.5cmで，平均観察期間は
6.0年，糖尿病発症率は12.6%であった（表1）．

体重減少率別特性の比較では，4群間に観察開
始時の年齢，体重，BMI，腹囲，FPG，HbA1c値，
TG，γ-GTP，喫煙，高血圧合併，飲酒量，観察
期間に有意差を認めなかった（表2）．7%以上群
で他に比べ糖尿病家族歴ありの割合が高く，一日
30分以上の歩行ありの割合は少なかったが有意差
は認めなかった．糖尿病発症人数は，体重減少率
1%未満，1～4%未満，4～7%未満，7%以上群で
それぞれ63人，18人，8人，10人であった．体重
減少量の年次変化では，体重減少率1～4%未満，
4～7%未満までの群は1年後に体重は減少し以降
は横ばい状態であった．一方，体重減少率7%以
上群では4年目まで体重は減少していた（図1）．

表1 FPG100～125mg/dLかつHbA1c値5.6～6.4%
の糖尿病前症者の特性

全体
人数（F/M） 783(358/425)
年齢（歳） 59.7 ± 8.8
体重（kg） 62.2 ± 11.5
BMI（kg/m2） 24.1 ± 3.2
腹囲（cm) 86.5 ± 8.2
FPG（mg/dL） 108.6 ± 6.6
HbA1c（%） 5.85 ± 0.19
TG（mg/dL） 149.2 ± 94.8
γ -GTP(IU/L) 55.2 ± 44.8
糖尿病家族歴あり（%） 23.5
喫煙（%） 19.7
高血圧（%） 27.2
飲酒量（g/日） 14.3 ± 18.6
1日30分以上の歩行あり（%） 24.8
糖尿病発症率（%） 12.6
観察期間（年） 6.0 ± 2.7

表2　糖尿病前症者の体重減少率別特性
体重減少率

p値
1%未満 1～4%未満 4～7%未満 7%以上

人数（F/M） 351(160/191) 164(74/90) 125(55/70) 143(69/74) n.s.
年齢（歳） 59.6 ± 8.9 59.4 ± 8.1 60.3 ± 10.0 59.8 ± 8.1 n.s.
体重（kg） 61.6 ± 10.8 63.4 ± 12.5 63.3 ± 12.9 61.4 ± 10.7 n.s.
BMI（kg/m2） 23.9 ± 3.0 24.5 ± 3.5 24.5 ± 3.6 23.8 ± 2.8 n.s.
腹囲（cm) 87.0 ± 8.0 87.3 ± 9.2 87.4 ± 8.5 86.3 ± 7.7 n.s.
体重減少量（kg） –1.5 ± 1.7 1.6 ± 0.7 3.6 ± 1.0 6.8 ± 2.8
FPG（mg/dL） 109.0 ± 6.4 108.2 ± 6.9 108.6 ± 6.8 108.4 ± 6.6 n.s.
HbA1c（%） 5.8 ± 0.2 5.9 ± 0.2 5.9 ± 0.2 5.9 ± 0.2 n.s.
TG（mg/dL） 125.2 ± 75.7 139.6 ± 81.9 129.2 ± 66.5 143.5 ± 101.8 n.s.
γ -GTP(IU/L) 42.5 ± 43.3 44.0 ± 39.1 38.1 ± 27.6 42.1 ± 34.5 n.s.
糖尿病家族歴あり（%） 22.2 21.3 18.4 33.6 n.s.
喫煙（%） 16.3 18.4 18.8 13.1 n.s.
高血圧（%） 34.1 28.0 32.8 28.0 n.s.
飲酒量（g） 13.2 ± 18.7 12.2 ± 17.0 16.0 ± 19.5 15.7 ± 18.3 n.s.
1日30分以上の歩行あり（%） 27.4 25.9 25.0 16.5 n.s.
糖尿病発症人数 63 18 8 10 
観察期間（年） 5.8 ± 2.7 5.4 ± 2.6 5.2 ± 2.9 6.3 ± 2.5 n.s.
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体重減少率別の累積糖尿病発症率の
カプランマイヤー曲線では，糖尿病発症
率は4～7%未満，7%以上減少群では，
1%未満群に比べ有意に低下していた（図
2，ログランク検定，p＜0.003）．
また，腹囲減少率別特性では，1～4%
未満群の体重とBMIは4～7%未満群に
比べ有意に高値であった（表3，p＜0.05）．
また，1～4%未満群の腹囲は1%未満群
に比べ有意に高値であった（p＜0.05）．
腹囲減少率別カプランマイヤー曲線でも，
糖尿病発症率は4～7%未満，7%以上減
少群では，1%未満群に比べ有意に低下し
ていた（図3，ログランク検定，p＜0.03）．

Cox比例ハザードモデルでは，年齢，性，
BMI，FPG，糖尿病家族歴，喫煙，飲酒
量，高血圧の有無，一日30分以上歩行を
しているかで調整した．糖尿病発症ハザー
ド比は，体重減量率4～7%未満，7%以
上群でそれぞれ0.33，0.29と1%未満に
比べ有意に低下していた（p＜0.01，p＜
0.001）（表4）．また，腹囲減少率では，4
～7%未満，7%以上群でそれぞれ0.07，
0.28，と1%未満に比べ有意に低下して
いた（p＜0.01，p＜0.01）

表3　糖尿病前症者の腹囲減少率別特性
腹囲減少率

p値
1%未満 1～4%未満 4～7%未満 7%以上

人数（F/M） 409（189/220） 157（93/64） 101（55/46） 116（57/59） n.s.
年齢（歳） 59.5 ± 9.1 59.6 ± 8.6 60.4 ± 8.5 60.2 ± 8.1 n.s.
体重（kg） 62.7 ± 11.9 64.1 ± 11.8※ 59.7 ± 10.3※ 60.2 ± 10.3 ※p<0.05
BMI（kg/m2） 24.3 ± 3.4 24.5 ± 3.0※ 23.4 ± 2.9※ 23.6 ± 2.7 ※p<0.05
腹囲（cm) 85.9 ± 8.5※ 88.1 ± 7.9※ 86.2 ± 8.0 86.8 ± 7.5 ※p<0.05
腹囲減少量（cm） –0.4 ± 2.7 2.0 ± 2.3 2.7 ± 2.3 6.1 ± 3.9
FPG（mg/dL） 109.1 ± 6.6 108.2 ± 6.9 108.4 ± 6.2 107.8 ± 6.4 n.s.
HbA1c（%） 5.9 ± 0.1 5.8 ± 0.2 5.9 ± 0.2 5.9 ± 0.2 n.s.
TG（mg/dL） 126.0 ± 75.7 144.4 ± 78.5 123.2 ± 78.3 145.0 ± 101.7 n.s.
γ -GTP(IU/L) 42.3 ± 41.3 42.2 ± 37.0 43.2 ± 41.0 39.7 ± 28.3 n.s.
糖尿病家族歴あり（%） 23.0 19.1 18.8 35.3 n.s.
喫煙（%） 17.1 18.9 19.8 8.5 n.s.
高血圧（%） 34.0 33.1 26.7 25.0 n.s.
飲酒量（g） 14.3 ± 18.9 13.8 ± 17.8 14.4 ± 18.4 14.7 ± 18.5 n.s.
1日30分以上の歩行あり（%） 28.7 22.7 23.0 14.9 n.s.
糖尿病発症人数 68 17 7 7
観察期間（年） 6.0 ± 2.7 5.9 ± 2.8 5.9 ± 2.6 6.6 ± 2.6 n.s.

図1　体重減少量の年次経過

図2　体重減少率別累積糖尿病発症率
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考　察
今回の研究では，FPG100～125mg/dLかつ

HbA1c値5.6～6.4%の糖尿病発症高リスク群で
4～7%未満の体重，腹囲が低下した場合，9年間
弱で糖尿病発症が有意に抑制されていた．

Diabetes Prevention Program（DPP），Diabetes 
Prevention Program Outcomes Study（DPPOS研究）
では，アメリカ人耐糖能異常（IGT）患者（BMI≧
24 kg/m2），アジア人IGT患者（BMI≧22 kg/m2）
3,150人を対象に10年間の食事，運動療法の介入
試験を行い，強力介入群では1年目で目標の7%
体重減少を達成し，3年目で糖尿病発症は58%低
下したと報告している 4）．しかし，2年目以降体
重は増加し，10年目では体重減少は2%に低下し，
糖尿病発症予防は34%に低下している 5）．
また，Finnish Diabetes Prevention Study（FDPS）
では，BMI 25kg/m2以上のフィンランド人 IGT
患者522名を対象に8年間の介入試験を行い，目
標体重減少は5%で，1年目には4.7%減量し，糖
尿病発症は58%抑制されたと報告している 6）．

日本糖尿病研究では，平均BMI 24kg/m2のIGT
患者304名を3年間介入し，体重減少5%を目標と
した群では，約2.3%の体重減少が得られ，51%
の糖尿病発症が抑制されたが有意ではなかった 7）．
一 方，Saitoら は，BMI＞24 kg/m2でFPG100～
125mg/dLの日本人641名を3年間観察し，介入
群での5%以上の体重減少達成率は32%で，平均
で約3.3%の体重減少を認めコントロール群に比
し糖尿病発症は有意に44%低下したと報告してい
る 8）．Iwahasiらも，HbA1c 5.6～6.4%，内臓脂
肪＞100cm2（平均BMI 26.1kg/m2）でFPG 126mg/
dL未満，随時血糖200mg/dL未満の482名を3年
間観察し，4.3%以上の体重減少群で糖尿病発症は
80%低下されたと報告している 9）．平均BMI23.5 
kg/m2のIFGとIGT中国人患者434名を1年間介入
した研究では，4.5%の体重減少で糖尿病発症リス
クは80%低下したと報告されている 10）．以上より，
肥満患者の糖尿病前症では欧米人，アジア人に関
わらず4～5%の体重減少が糖尿病発症予防に有効
であると考えられる．また，2018年4月，CDC

図3　腹囲減少率別累積糖尿病発症率

表4　Cox比例ハザード法による各群の糖尿病発症ハザード比
ハザード比 95%CI p値

体重減量率

1%未満 1
1～4%未満 0.65 0.37 1.12 0.120 
4～7%未満 0.33 0.15 0.72 ＜0.01
7%以上 0.29 0.15 0.58 ＜0.001

腹囲減少率

1%未満 1
1～4%未満 0.55 0.29 1.06 0.08 
4～7%未満 0.07 0.01 0.51 ＜0.01
7%以上 0.28 0.11 0.68 ＜0.004
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はBMI 25kg/m2以上の肥満（アジア系アメリカ人
ではBMI 22kg/m2以上）では糖尿病前症に体重の
5%以上減少を目標にするよう推奨している 11）．
今回の結果はそれを支持すると考えられた．
糖尿病発症予防効果を腹囲で検討した報告は少

ないが，Bodicoatらは630名の IGT患者を1年間
観察し，わずか0.1～3%の体重減少や3cm以下
の腹囲減少で有意に耐糖能が正常化したと報告し
ている 12）．平均BMIが約24kg/m2の集団を基に
した今回の結果では，糖尿病前症で，4%以上の
体重または腹囲が低下していた群では9年間弱で
糖尿病発症が有意に抑制されていた．体重または
腹囲を4%以上の減少を目標にすることは，糖尿
病前症の糖尿病発症の予防するうえで適切である
可能性が考えられた．
本研究の対象は，人間ドック受診者であり健康

意識の高い人が多いと思われバイアスがかかって
いる可能性もある．糖尿病発症をFPGとHbA1c
値のみから定義しており，食後血糖を考慮してお
らず発症率は実際より低い可能性もある．また，
後ろ向き観察研究であり，体重減少や腹囲減少と
糖尿発症予防効果との因果関係は証明されていな
い．しかし，対象人数は783人で観察期間も9年
間弱で研究の信頼性はあると考えられた．今後，
日本人でも前向き試験での長期検討が必要と思わ
れる．

結　語
糖尿病進展が高リスクであるHbA1c 5.6～

6.4%かつFPG 100～125mg/dLの糖尿病前症で
は，体重や腹囲が4%以上減少していた群では糖
尿病発症が有意に抑制されていた．

利益相反
本研究に関する利益相反はない．
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A Decrease in Body Weight or Waist Circumference of more than 4% is Important
for Reducing Incidence of Diabetes Mellitus in Prediabetes Individuals

Tomio Kametani

Takaoka Health Care Center, Toyama Prefecture Kouseiren

Abstract
Objective: Prediabetes is a high risk for incident diabetes. We examined the e�ectiveness 
of weight loss and reducing waist circumference for preventing diabetes in prediabetes 
individuals.
Methods: �e subjects were 783 individuals who visited the Takaoka Health Care Center 
from 2007 – 2010 with no history of diabetes, HbA1c of 5.6 – 6.4% and FPG of 100 – 125 
mg/dL, who were followed up for an average period of 6.4 years. �ey were divided into 
four groups according to % weight loss or % reduction in waist circumference. Diabetes 
was diagnosed using JDS criteria (FPG ≥ 126 mg/dL and HbA1c ≥ 6.5% or clinician-di-
agnosed diabetes).
Results: Multivariate adjusted hazard ratios for incident diabetes were 0.65 (95% CI 0.37 
– 1.12, p=0.12) in those with a 1 to <4% weight loss, 0.33 (95% CI 0.15 – 0.72, p<0.01) in 
those with a 4 to <7% weight loss and 0.29 (95% CI 0.15 – 0.58, p<0.001) in those with a 
greater than 7% weight loss, compared with those with a weight loss of <1%. Hazard ra-
tios for incident diabetes were 0.56 (95% CI 0.29 – 1.06, p=0.07) in those with a 1 to <4% 
reduction in waist circumference, 0.07 (95% CI 0.01 – 0.51, p<0.01) in those with a 4 to 
<7% reduction in waist circumference, and 0.28 (95% CI 0.12 – 0.68, p<0.01) in those 
with a greater than 7% reduction in waist circumference, compared with those with a re-
duction in waist circumference of <1%.
Conclusions: A weight loss or reduction in waist circumference of 4% or greater was ef-
fective for preventing diabetes in prediabetes individuals.

Keywords: prediabetes, weight loss, waist circumference, diabetes
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長期縦断的調査からみた
コーヒーの脂肪肝発生と臨床検査値への影響

船津和夫　山下 毅　斗米 馨　影山洋子　和田哲夫　近藤修二 
横山雅子　高橋直人　水野杏一

要　約
目的：コーヒー飲用の肝障害に対する改善効果は，これまで国内外から報告されてきた．今回は，
10年間にわたる長期縦断的調査で，コーヒー飲用の脂肪肝ならびに臨床検査値への影響を検討した．
対象と方法：腹部超音波検査で脂肪肝を認めない男性のなかで慢性肝障害，高血圧，脂質異常症，
糖尿病で治療中の人を除いた対象者について，10年後の脂肪肝発生の有無で調査終了時の年齢，
BMI，運動量をマッチした無脂肪肝群（404名）と脂肪肝群（202名）のペアを作成し，両群における
コーヒー飲量の推移と臨床検査値の変動を比較した．また，脂肪肝発生に影響する可能性のある諸
因子を調整し，コーヒー飲用の脂肪肝発生への影響を検討した．次に，10年間のコーヒー飲量の推
移によりコーヒー飲量減少群（233名），同等群（213名），増加群（151名）の3群に分け，各群の脂肪
肝発生頻度と臨床検査値への影響を検討した．
結果：脂肪肝の発生別に分けた2群ならびにコーヒー飲量の推移別に分けた3群の検討から，コーヒー
飲用が脂肪肝の発生を抑制し，メタボ関連項目の臨床検査値の改善をもたらす可能性が示唆された．
結論：コーヒー飲用は脂肪肝の発生を抑制し，生活習慣病関連因子の改善をもたらす可能性がある
ことから，生活習慣病の予防に有用であることが示唆された．

キーワード コーヒー，脂肪肝，腹部超音波検査，生活習慣病

公益財団法人三越厚生事業団 三越総合健診センター 連絡先：〒 160-0023東京都新宿区西新宿 1-24-1エステック情報ビル 
Tel： 03-3348-5791　E-mail：funatsu@mhwf.or.jp

はじめに
高カロリー食の摂取，朝食抜きや遅い時間帯で

の夕食などの不規則な食生活，運動量の減少に伴
い，我が国では肥満者ならびに生活習慣病罹患者
が増加傾向にある 1）．また，それに伴い脂肪肝罹
患者も増加している 2,3）．肝機能障害は生活習慣
病健診でみつかる最も頻度の高い疾患の一つで，
その大部分は脂肪肝に起因していると考えられて
いる 4）．脂肪肝はメタボリックシンドロームの一
つ，あるいは予測因子とされている 5,6）．
この20数年間の多くの疫学調査から，コーヒー
飲用には肝機能庇護作用があることが報告されて
いる．つまり，コーヒー飲量が多いほど，肝機能
は改善し，慢性肝障害，肝硬変，さらには肝臓が
んのリスクが少ないとされている 7-9）．我々は，5
年間にわたる縦断的疫学調査から，コーヒー飲用
が脂肪肝の予防に有用であることを報告した 10）．

本報では，10年間という長期にわたる疫学的調査
を施行し，コーヒー飲量の推移と脂肪肝発生との
関連ならびにコーヒー飲用の生活習慣病関連因子
への影響を検討した．

対象および方法
調査開始時に，25歳から60歳の1,222名の男
性労働者のなかで脂肪肝を認めない対象者は956
名おり，このなかで調査期間中慢性肝障害，高血
圧，脂質異常症，糖尿病で治療中の対象者を除い
た773名を対象とした．対象者は同一のサービス
産業に勤務し，夜勤はなく，我々の健診施設で経
年的に健康診断を受けている．コーヒー飲量につ
いては，一日何杯飲むかを問診票を用いて調査し
た．対象者773名中，10年後に202名に脂肪肝が
認められた．まず，10年後に脂肪肝を認めなかっ
た571名と脂肪肝を認めた202名の調査開始時と
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終了時のBMIを比較した．次に，10年後に脂肪
肝を認めた脂肪肝発生者1名（脂肪肝群：202名）
に付き，調査終了時の年齢，BMI，運動量をマッ
チした10年後にも脂肪肝を認めなかった2名（無
脂肪肝群：404名）を選択し，両群の10年間にわ
たるコーヒー飲量の推移を比較した．また，脂肪
肝発生に関与すると考えられる調査終了時の年
齢，BMI，運動量，一日当たりのコーヒー飲量と
飲酒量および10年間のBMI，運動量，飲酒量の
変動を調整し，コーヒー飲量の変動が脂肪肝の
発生に対して影響するかについて検討した．次
に，脂肪肝群，無脂肪肝群の臨床検査値につい
て，10年間の変動を比較した．項目として，肝機
能検査（AST，ALT，γ-GTP，コリンエステラー
ゼ，FIB-4 index），血清脂質（中性脂肪，LDL-C，
HDL-C），糖代謝（空腹時血糖，HbA1c），尿酸，
血圧を用いた．
さらに，脂肪肝群，無脂肪肝群合わせた606名
について，調査開始時のコーヒー飲量を基に10年
間の飲量差の合計を計測し，減少群，同等群，増
加群の3群に分別し脂肪肝発生の割合を比較した．
コーヒー飲量減少群は10年間のコーヒー飲量差の
合計が3杯以上減少した群，同等群は同–2杯から
2杯に留まった群，増加群は同3杯以上増加した群
とした．各群の人数は減少群233名，同等群213名，
増加群151名であった．また，この3群について，
調査終了時の年齢，BMI，コーヒー飲量，飲酒量，
運動量，肝機能検査，血清脂質，糖代謝，尿酸，
血圧とこれらの臨床検査値の10年間の変動を比較
した．
なお，飲酒量，運動量については点数化して比
較した（表1）．脂肪肝の判定については，健診時
に検査技師が施行した腹部超音波検査の画像を2
名の消化器内科専門医が観察して診断した．脂肪
肝の判定基準として，肝腎コントラストの上昇，
肝深部エコーの減衰，肝静脈枝の不明瞭化を用い
た．超音波画像を診断した医師には被検者の血液
検査結果とコーヒー飲量は知らされていなかった．
統計処理にはStatView 5.0 for Macを用い，2
群の比較は t検定（一部のデータは対数正規分布に
変換），3群の比較はBonferroni法により補正した

多重比較検定，無脂肪肝群と脂肪肝群のコーヒー
飲量の推移の比較は反復測定分散分析，コーヒー
飲量別脂肪肝発生の割合の比較はχ 2検定，脂肪肝
発生に及ぼす諸因子の検討はロジスティック回帰
分析を用いた．有意水準は危険率5%とした．
この研究は三越厚生事業団の倫理委員会で了承
された．インフォームド・コンセントについては，個
人情報保護方針，情報の利用と提供に関して施設内
に掲示し，データを連結不能匿名化して処理した．

結　果
10年後に脂肪肝を認めなかった571名と脂肪肝

を認めた202名のBMIについては，前者の調査開
始時と終了時のBMIは21.94kg/m2と22.22kg/m2

であったのに対し，後者の調査開始時と終了時の
BMIは23.12kg/m2と24.26kg/m2で調査開始時，
終了時ともに両群間に有意差（p＜0.0001）が認め
られ，脂肪肝群が無脂肪肝に比べ，調査開始時と
終了時ともにBMIが高値であった．
一方，調査終了時の年齢，BMI，運動量をマッ

チした無脂肪肝群404名，脂肪肝群202名の調査
開始時と終了時の年齢，BMI，飲酒量，運動量に
は両群間で有意差はみられなかった（表2）．コー
ヒーを全く飲用しない対象者の割合は調査開始時
には無脂肪肝群4.0%，脂肪肝群1.5%，調査終了
時には無脂肪肝群4.4%，脂肪肝群3.0%で，調
査開始時ならびに終了時のコーヒーを全く飲用し
ない対象者の割合について両群間に有意差はみ
られなかった．調査終了時には，ALT，γ-GTP，
Ch-E，中性脂肪，HDL-C，空腹時血糖，HbA1c，
尿酸が脂肪肝群で無脂肪肝群に比べ有意に悪化し

表1　飲酒量・運動量の点数化の内容

飲酒量

1点 飲酒しないもしくは1日平均1合未満
2点 日本酒換算で1日平均1～2合未満
3点 日本酒換算で1日平均2～3合未満
4点 日本酒換算で1日平均3～5合未満
5点 日本酒換算で1日平均5合以上

運動量

1点 ほとんど運動をしない場合
2点 継続して20分以上もしくは1日1時間以上の

歩行や運動を1週間に1日だけする場合
3点 同1週間に2日間する場合
4点 同1週間に3～4日間する場合
5点 同1週間に5日以上する場合
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ていた．10年間のBMI，運動量，飲酒量の差に
ついては後2者には有意差はみられなかったが，
BMIについては10年間で脂肪肝群が無脂肪肝群
に比べ有意に高値を呈した（表3）．
脂肪肝群と無脂肪肝群の10年間にわたるコー

ヒー飲量の推移については，脂肪肝群が減少傾向
にあるのに対し，無脂肪肝群は比較的均一であり，
両群間に有意差がみられた（p=0.0004）（図1）．
次に，脂肪肝発生に影響すると考えられる調査
終了時のBMI，一日当たりのコーヒー飲量，飲酒
量と運動量および10年間のBMI，飲酒量，運動

量の変動を調整し，10年間にわたるコーヒー飲量
差が脂肪肝発生に影響するかをみたところ，オッ
ズ比0.968（95%CI：0.949–0.987，p=0.001）で
有意差がみられ（表4），脂肪肝群におけるコーヒー
飲量の減少が脂肪肝発生に関与している可能性が
示唆された．
両群間における10年間にわたる臨床検査値の

変動については表3に示すように，AST，ALT，
γ-GTP，コリンエステラーゼの肝機能検査値な
らびにFIB-4 indexは無脂肪肝群が脂肪肝群に比
べ，改善傾向がみられたが，両群間に有意差はみ

表2　無脂肪肝群と脂肪肝群における調査開始時と終了時の臨床検査値の比較（平均値±標準偏差）

項目 調査開始時
p

調査終了時
p無脂肪肝群（404） 脂肪肝群（202） 無脂肪肝群（404） 脂肪肝群（202）

年齢（歳） 43.04 ± 6.94 43.19 ± 6.93 ns 52.31 ± 6.92 52.46 ± 7.01 ns
BMI（kg/m2） 23.08 ± 2.25 22.71 ± 1.91 ns 23.42 ± 1.97 23.62 ± 1.89 ns
コーヒー飲量（杯 /日） 2.16 ± 1.24 2.33 ± 1.29 ns 2.08 ± 1.45 1.91 ± 1.12 ns
飲酒量（点） 2.02 ± 1.31 1.91 ± 1.28 ns 1.96 ± 1.13 1.85 ± 1.18 ns
運動量（点） 2.88 ± 2.31 2.89 ± 2.55 ns 3.23 ± 5.45 3.19 ± 5.52 ns
AST（U/L） 22.02 ± 8.19 22.27 ± 8.65 ns 18.65 ± 13.60 19.65 ± 11.51 ns
ALT（U/L） 23.98 ± 13.72 25.84 ± 13.67 ns 26.31 ± 9.79 30.16 ± 10.60 <0.0001
γ -GTP（U/L） 33.27 ± 33.68 38.77 ± 42.41 ns 29.34 ± 24.37 38.56 ± 43.74 <0.01
Ch-E（U/L） 324.70 ± 56.50 333.15 ± 56.69 ns 304.28 ± 54.56 317.47 ± 57.33 <0.01
FIB-4 index 0.84 ± 0.30 0.81 ± 0.35 ns 0.90 ± 0.43 0.89 ± 0.68 ns
中性脂肪（mg/dL） 125.79 ± 91.64 134.88 ± 84.17 ns 103.66 ± 62.16 137.04 ± 110.84 <0.0001
LDL-C（mg/dL） 109.21 ± 28.96 111.66 ± 30.10 ns 121.00 ± 27.86 125.27 ± 27.04 ns
HDL-C（mg/dL） 60.67 ± 16.01 57.62 ± 14.38 0.02 61.98 ± 15.94 56.79 ± 14.56 <0.001
空腹時血糖（mg/dL） 97.61 ± 8.98 98.35 ± 8.47 ns 99.11 ± 12.05 102.96 ± 17.22 <0.01
HbA1c（%） 5.30 ± 0.54 5.24 ± 0.42 ns 5.36 ± 0.40 5.46 ± 0.68 <0.05
尿酸（mg/dL） 5.76 ± 1.14 5.89 ± 1.14 ns 5.57 ± 1.15 5.90 ± 1.23 <0.01
収縮期血圧（mmHg） 117.20 ± 14.17 117.56 ± 13.90 ns 116.15 ± 15.83 117.27 ± 16.06 ns
拡張期血圧（mmHg） 69.21 ± 10.03 69.23 ± 9.57 ns 74.45 ± 10.95 76.06 ± 11.47 ns
無脂肪肝群，脂肪肝群の括弧内は症例数．t検定

表3　無脂肪肝群と脂肪肝群における10年間の臨床検査値の差の比較（平均値±標準偏差）
項目 無脂肪肝群（404） 脂肪肝群（202） p

BMI（kg/m2） 0.36 ± 1.45 0.91 ± 1.40 <0.0001
コーヒー飲量（杯 /日） 0.27 ± 9.07 –2.51 ± 9.65 <0.001
飲酒量（点） 0.07 ± 1.205 0.04 ± 1.17 ns
運動量（点） 0.45 ± 2.41 0.36 ± 2.50 ns
AST（U/L） –3.49 ± 14.88 –2.58 ± 9.96 ns
ALT（U/L） 2.26 ± 14.59 4.40 ± 14.47 ns
γ -GTP（U/L） –3.96 ± 23.89 –0.08 ± 39.83 ns
Ch-E（IU/L） –20.44 ± 39.11 –15.23 ± 39.76 ns
FIB-4 index 0.06 ± 0.32 0.08 ± 0.55 ns
中性脂肪（mg/dL） –22.56 ± 79.39 2.84 ± 102.00 <0.001
LDL-C（mg/dL） 11.94 ± 27.66 13.61 ± 25.56 ns
HDL-C（mg/dL） 1.26 ± 10.34 –0.75 ± 9.67 <0.05
空腹時血糖（mg/dL） 1.56 ± 9.60 4.51 ± 15.65 <0.01
HbA1c（%） 0.25 ± 0.37 0.36 ± 0.64 <0.01
尿酸（mg/dL） –0.17 ± 0.91 0.02 ± 0.81 <0.05
収縮期血圧（mmHg） –1.05 ± 13.45 –0.29 ± 13.49 ns
拡張期血圧（mmHg） 5.24 ± 9.42 6.82 ± 8.92 <0.05
無脂肪肝群，脂肪肝群の括弧内は症例数．t検定
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られなかった．血清脂質については，中性脂肪，
HDL-C，LDL-Cはいずれも無脂肪肝群が脂肪肝
群より改善しており，前2者については両群間に
有意差がみられた．空腹時血糖，HbA1c，尿酸
については無脂肪肝群が脂肪肝群より有意に改善

していた．血圧についても無脂肪肝群が脂肪肝群
より改善していた．
次に，10年間のコーヒー飲量差の合計別に分け

た減少群，同等群，増加群の調査終了時のデータ
を表5に示した．BMI，飲酒量には3群間に有意

図1　10年間にわたる無脂肪肝群と脂肪肝群におけるコーヒー飲量の推移の比較
反復測定分散分析

表4　脂肪肝発生に及ぼす諸因子の影響の検討
オッズ比 95%CI p

年齢（調査終了時） 1.008 0.982–1.035 0.5495
BMI（調査終了時） 0.995 0.908–1.091 0.9211
コーヒー飲量（調査終了時） 0.968 0.843–1.112 0.6491
飲酒量（調査終了時） 1.151 0.971–1.365 0.1061
運動量（調査終了時） 1.035 0.914–1.171 0.5902
BMI差（10年間） 1.325 1.163–1.509 <0.0001
飲酒量差（10年間） 0.948 0.806–1.114 0.5142
運動量差（10年間） 0.962 0.855–1.082 0.5211
コーヒー飲量差（10年間） 0.968 0.949–0.987 0.0012
ロジスティック回帰分析

表5　コーヒー飲量別3群の調査終了時の臨床検査値の比較（平均値±標準偏差）
項目 減少群（233） 同等群（213） 増加群（151） p

年齢（歳） 53.25 ± 6.50 ** 52.65 ± 6.89 * 51.16 ± 7.27 *，** *< 0.05，**< 0.01
BMI（kg/m2） 23.70 ± 1.90 23.36 ± 2.09 23.39 ± 1.89 ns
コーヒー飲量（杯 /日） 1.81 ± 0.99 *** 1.76 ± 1.45 *** 2.46 ± 1.50 *** ***< 0.0001
飲酒量（点） 1.91 ± 1.08 1.95 ± 1.03 1.73 ± 1.05 ns
運動量（点） 3.29 ± 2.33 3.54 ± 2.40 * 2.91 ± 2.28 * *< 0.05
AST（U/L） 18.96 ± 9.28 19.41 ± 9.62 * 17.57 ± 5.56 * *< 0.05
ALT（U/L） 27.44 ± 8.75 28.57 ± 13.22 27.11 ± 9.23 ns
γ -GTP（U/L） 33.11 ± 29.21 39.13 ± 51.27 ** 27.97 ± 20.13 ** **< 0.01
Ch-E（IU/L） 305.89 ± 57.17 310.23 ± 56.73 310.42 ± 54.71 ns
FIB-4 index 0.92 ± 0.61 0.97 ± 0.62 * 0.83 ± 0.31 * *< 0.05
中性脂肪（mg/dL） 119.98 ± 74.72 * 121.88 ± 117.44 * 104.64 ± 57.59 * *< 0.05
LDL-C（mg/dL） 123.31 ± 28.94 118.49 ± 26.31 124.22 ± 27.18 ns
HDL-C（mg/dL） 59.41 ± 16.03 62.08 ± 16.12 59.82 ± 14.82 ns
空腹時血糖（mg/dL） 100.53 ± 16.03 101.15 ± 14.64 99.64 ± 11.26 ns
HbA1c（%） 5.42 ± 0.63 5.40 ± 0.48 5.35 ± 0.37 ns
尿酸（mg/dL） 5.85 ± 1.26 ** 5.63 ± 1.23 5.56 ± 1.09 ** **< 0.01
収縮期血圧（mmHg） 117.36 ± 15.99 117.21 ± 16.07 115.56 ± 5.92 ns
拡張期血圧（mmHg） 75.73 ± 10.53 75.74 ± 11.79 73.85 ± 11.32 ns
減少群，同等群，増加群の括弧内は症例数．Bonferroni法により補正した多重比較検定
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差はみられなかった．年齢は増加群が減少群，同
等群に比べ若く，コーヒー飲量は増加群が3群の
なかで最も多かった．運動量は増加群が他群より
低かった．臨床検査については，肝機能検査，中
性脂肪，尿酸値はコーヒー飲量増加群が他群に比
べ低値を呈した．この3群の脂肪肝発生の割合は
コーヒー飲量減少群39.83%，同等群33.33%，増
加群26.27%で，3群間に有意差（p=0.009）がみ
られ，コーヒー飲量増加群で有意に脂肪肝の発生
が少なかった（図2）．また，3群の10年間の臨床
検査値の変動を比較した結果を表6に示した．コー
ヒー飲量差の合計については，コーヒー飲量減少
群（–9.61 ± 6.03），同等群（0.12 ± 1.27），増加群

（8.59 ± 5.53）で有意差がみられた（p＜0.001）．
BMIと飲酒量の変動については3群間に有意差
はみられなかった．運動量については減少群，同
等群において増加しているのに対し，増加群は減
少していた．臨床検査所見では，γ-GTP，FIB-4 
index，中性脂肪，収縮期および拡張期血圧が増
加群で減少群あるいは同等群に比べ有意に改善
し，HDL-C，空腹時血糖，尿酸も増加群で他群に
比べ改善傾向を認めた．

考　察
我が国では，肥満に伴う非アルコール性脂肪性
肝疾患（non-alcoholic fatty liver disease：NAFLD）
の頻度は男性で約35%，女性で約20%と報告さ
れ，増加傾向にある 2,3）．NAFLDの大部分は良好
な経過をとり，予後はよい．しかし，その一部に
炎症と線維化が進行し，肝硬変あるいは肝がんを
併発する非アルコール性脂肪肝炎（NASH）と呼ば
れる病態が知られている．NAFLD，NASHはメタ
ボリックシンドロームの肝臓における発現型とさ
れ 11,12），NASHは日本人の2～3%にみられると考
えられている 3）．C型肝炎が完治可能となった現
在，NASHに併発する肝硬変，肝がんが将来，肝
臓病由来の主な死因になりつつあるとされている．
コーヒーは世界中で最も飲用されている飲物の
一つであり，コーヒーの肝機能あるいは慢性肝炎，

図2 コーヒー飲量減少群，同等群，増加群における脂
肪肝発生の割合の比較　　χ 2検定

表6　コーヒー飲量別3群の10年間の臨床検査値の差の比較（平均値±標準偏差）
項目 減少群（233） 同等群（213） 増加群（151） p

BMI（kg/m2） 0.65 ± 1.49 0.55 ± 1.27 0.41 ± 1.29 ns
コーヒー飲量（杯 /日） –9.61 ± 6.03 *** 0.12 ± 1.27 *** 8.59 ± 5.53 *** *** <0.0001
飲酒量（点） 0.10 ± 1.25 –0.10 ± 1.17 0.13 ± 1.14 ns
運動量（点） 0.60 ± 2.41 ** 0.82 ± 2.51 *** –0.11 ± 2.35 **, *** ** <0.01，*** <0.001
AST（U/L） –3.76 ± 10.79 –1.21 ± 21.30 –3.77 ± 6.65 ns
ALT（U/L） 2.18 ± 13.78 4.54 ± 15.06 2.79 ± 14.87 ns
γ -GTP（U/L） –3.26 ± 31.40 2.10 ± 25.48 * –5.46 ± 31.55 * * <0.05
Ch-E（U/L） –20.17 ± 40.73 –18.15 ± 35.31 –17.86 ± 40.22 ns
FIB-4 index 0.07 ± 0.51 0.11 ± 0.45 * 0.02 ± 0.21 * * <0.05
中性脂肪（mg/dL） –16.17 ± 83.44 0.71 ± 107.60 * –22.16 ± 73.16 * * <0.05
LDL-C（mg/dL） 11.39 ± 29.43 10.55 ± 27.76 13.32 ± 26.62 ns
HDL-C（mg/dL） 0.21 ± 10.23 0.54 ± 10.26 1.06 ± 9.58 ns
空腹時血糖（mg/dL） 3.16 ± 14.79 2.96 ± 11.76 1.55 ± 8.23 ns
HbA1c（%） 0.28 ± 0.61 0.27 ± 0.32 0.27 ± 0.26 ns
尿酸（mg/dL） –0.04 ± 0.91 –0.16 ± 0.93 –0.18 ± 0.78 ns
収縮期血圧（mmHg） 0.47 ± 13.50 * –0.88 ± 15.08 –2.13 ± 12.16 * * <0.05
拡張期血圧（mmHg） 6.50 ± 8.49 * 6.58 ± 10.87 * 4.39 ± 8.74 * * <0.05
減少群，同等群，増加群の括弧内は症例数．Bonferroni法により補正した多重比較検定．
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肝硬変，肝がんを含む肝疾患への好影響はこの20
～30年間国内外から報告されてきた 7-9,13-15）．我々
は，コーヒーの脂肪肝抑制効果を初めて5年間に
わたる縦断的疫学調査を用いて報告した 10）．今回
は，10年間にわたる長期の縦断的疫学調査を施行
し，同様の結果がみられた．この臨床研究では，
企業健診を受けている男性労働者を対象とした
が，その理由として対象者は経年的に健康診断を
受診しており，長期にわたる健診データを利用で
きることである．女性の場合には，脂肪肝罹患者
が男性の約半数と少ないこと 2），および脂肪肝の
発生が閉経後に多くみられることから，長期にわ
たる縦断的調査が困難である．この研究では，慢
性肝障害，高血圧，脂質異常症，糖尿病で治療中
の患者は，薬剤による脂肪肝発生への影響を考慮
し，除外した．なお，腹部超音波検査による脂肪
肝の診断は比較的簡便で正確な方法として定着し
ている 16）．
この研究では，10年後に脂肪肝を認めなかった

571名と脂肪肝を認めた202名の調査開始時と終
了時のBMIはともに脂肪肝群が無脂肪肝群より高
値であり，この肥満度の相違が脂肪肝発生に影響
する可能性があることから 3），脂肪肝の発生をみ
た対象者と発生をみなかった対象者の調査終了時
のBMIをマッチさせたペアを作成し，コーヒー飲
用の脂肪肝発生への影響を検討した．その結果，
脂肪肝群は無脂肪肝群に比べ，コーヒー飲量が10
年間で有意に減少していたこと，また，脂肪肝発
生に影響すると考えられる体重，運動量，飲酒量
とこれらの要因の10年間における変動を調整し
て，コーヒー飲量の変動が脂肪肝発生に影響する
かをみたロジスティック回帰分析の結果から，コー
ヒーは脂肪肝の発生を抑制することが示唆された．
さらに，10年間のコーヒー飲量差の合計を基に集
計したコーヒー飲量減少群，同等群，増加群にお
ける脂肪肝発生を比較した結果から増加群で最も
脂肪肝発生の割合が低かったことからコーヒー飲
用が脂肪肝発生を抑制している可能性が強く示唆
された．脂肪肝発生者でコーヒー飲量が減少して
いる理由については，各群とも健常者であること
から病気に伴うコーヒー飲量の減少は考えがたく，

また，各群ともBMIにほとんど差がないことから
も食事量の変動が脂肪肝発生に影響している可能
性はきわめて低いと推測される．定期的に健診を
受けている健常人における脂肪肝への飲酒の影響
については，飲酒量と脂肪肝発生をみた健診結果
についての調査からエタノール摂取量が一日平均
60g未満では飲酒が脂肪肝発生に影響する可能性
が低いことが報告されている17,18）．この研究の対
象者の飲酒量については，一日平均1～2合未満（エ
タノールにして60g未満）であること，ならびに各
群間に調査開始時および10年間の飲酒量の変動に
有意差を認めなかったことから，飲酒による脂肪
肝への影響は無視できると考えられる．
脂肪肝はインスリン抵抗性と密接な関係がある19）．

インスリン抵抗性は肝細胞内の脂肪の摂取，合成，
分解，分泌に大きく関わっている 4）．高インスリ
ン血症では解糖に伴う肝細胞内の脂肪酸合成が増
加し，アポリポ蛋白B-100の産生減少による肝細
胞内の中性脂肪の蓄積を生じ，活性酸素によるミ
トコンドリアの過酸化や細胞膜の障害が惹起され
る 20）．コーヒーにはさまざまな化学物質が含まれ，
そのなかでも生コーヒー豆抽出物の主成分である
クロロゲン酸はインスリン感受性の向上 21），強力
な抗酸化作用を有することが知られ 22,23），脂肪肝
の発生を抑制している可能性がある．コーヒーに
含まれるカフェインにもマウスでインスリン抵抗
性の改善と脂肪肝抑制効果があることが報告され
ている 24）．さらに，コーヒーとカフェインには体
重減少作用があり 25,26），このことも脂肪肝を抑制
している一因と考えられる．体内脂肪のなかでも
内臓脂肪がBMIとは関係なく脂肪肝の発生に関
与しており，この内臓脂肪がインスリン感受性に
大きく関わっていることから 27-29），コーヒーには
内臓脂肪の抑制効果があることが推測される．ま
た，コーヒーに比較的多く含まれるカフェインに
はアディポネクチン上昇作用と炎症抑制作用があ
ることも知られ 30），これがコーヒーのインスリン
感受性向上と脂肪肝抑制に働いている可能性があ
る 31）．しかし，カフェインを含有している他の飲
量ではコーヒーにみられる肝臓への効果は確認さ
れておらず，今後の課題である．
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この臨床研究では，コーヒー飲用に伴う脂肪肝
抑制とともに，血清脂質，糖代謝，尿酸，肝機能，
血圧の改善傾向がみられた．これらメタボリックシ
ンドローム関連項目についてのコーヒー飲用に伴
う庇護作用は，コーヒー飲用がメタボリックシンド
ロームに抑制的に作用するという最近の報告 32-34），
ならびにコーヒー飲用の心血管疾患に対する庇護
作用 35-37）を支持するものである．さらに，脂肪肝
は内臓脂肪から独立した動脈硬化，メタボリック
シンドロームの危険因子とされ 38），コーヒー飲用
が脂肪肝を抑制することはコーヒー飲用が生活習
慣病の予防になり得る可能性を示唆している．

結　語
コーヒー飲用により脂肪肝の発生が抑制され
るとともに血清脂質，糖代謝，尿酸，血圧などの
生活習慣病関連因子の改善がみられたことから，
コーヒー飲用が生活習慣病の予防に有用である可
能性が示唆された．
なお，本論文の要旨は第59回日本人間ドック
学会学術大会（2018年，新潟）において発表した．
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E�ects of Co�ee Consumption on Development of Fatty Liver and Laboratory Data
in Long-term Longitudinal Study in Middle-aged Men

Kazuo Funatsu, Takeshi Yamashita, Kaoru Tomai, Youko Kageyama, Tetsuo Wada, Shuuji Kondou, 
Masako Yokoyama, Naoto Takahashi, Kyouiti Mizuno

Mitsukoshi Health and Welfare Foundation

Abstract
Objective: �ere is accumulating evidence for the bene�cial e�ects of co�ee on the liver. 
In this study we investigated the e�ects of co�ee on the development of fatty liver and 
laboratory data in a 10-year longitudinal study.  
Methods: Annual changes in daily co�ee intake during the 10-year study period were 
compared between a fatty liver group and non-fatty liver group in a matched study ac-
cording to age, BMI and daily exercise level. �e e�ects of changes in daily co�ee intake 
between the 2 groups on the development of fatty liver were investigated after adjust-
ments for related factors. Next, subjects were divided to three groups according to change 
in co�ee intake in 10 years: decreased intake, equal intake, and increased intake group. 
�e rate of developing fatty liver and changes in clinical data were compared among the 
groups. 
Results: A signi�cant di�erence in the changes in daily co�ee intake was observed be-
tween the fatty liver and non-fatty liver groups, with daily co�ee intake decreasing in the 
former. Moreover, daily co�ee intake was negatively correlated with the development of 
fatty liver a�er adjustments for related factors. Fatty liver was found less frequently in the 
increased co�ee intake group, compared to the equal or decreased co�ee intake group. 
Furthermore, those with increased co�ee intake had better laboratory data regarding life-
style-related diseases, compared to decreased co�ee intake group.  
Conclusion: �ese �ndings suggest a protective e�ect of co�ee against fatty liver, and that 
co�ee may be useful for protecting against lifestyle-related diseases.

Keywords: co�ee, fatty liver, abdominal ultrasonography, lifestyle-related diseases
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北海道の全市における
特定保健指導の運動指導の現状と今後の課題

和田千尋 1）　笠原敏史 2）　阿部はるか 3）　平野美千代 4） 

萬井太規 2）　石田知也 2）　江 林京 2）

要　約
目的：北海道で行われている特定保健指導の運動指導の現状について明らかにし，他職種の関わり
ついて明らかにする．
方法：北海道の全市役所と委託を受けた施設の特定保健指導を担当する部署へアンケート用紙を郵
送にて送付し，郵送式またはインターネットによる回答を依頼した．
結果：回答率79.4%，有効回答数は143名であった．実務者は保健師（77.6%）と管理栄養師（21.0%）
の2つの職種で98%を占めた．全体の指導時間に占める運動指導の時間は少なく，「食習慣」を最も
重要視していた．理学療法士による運動指導が必要と回答した人は，初回支援47.6%，継続支援
62.9%であった．理学療法士への相談内容として，「疾患を持つ方への運動指導」と「支援対象者に
合った適切な運動指導」が多かった．北海道の冬期の運動指導の困難さについて，「活動量の低下・
運動習慣の継続困難」と「冬道での転倒リスクの増大，ヒートショックの恐れ」を挙げていた．
結論：北海道での特定保健指導は保健師や管理栄養士により行われており，運動習慣への指導は他
の生活習慣に比べて優先されていなかった．実務者は，膝や腰に痛みを抱えるなど，すでに運動障
害を抱える支援対象者に合わせた運動指導やリスク管理に困難さを抱えており，運動指導への理学
療法士の参加の必要性が示唆された．北海道の地域特性は，他の積雪寒冷地域と同様に，冬期の活
動量の維持が課題であることが明らかとなった．

キーワード 生活習慣病，疾病予防，理学療法士，ヘルスプロモーション

1）独立行政法人国立病院機構 熊本医療センター  リハビリテーション科 
2）北海道大学大学院  保健科学研究院 機能回復学分野 
3）札幌徳洲会病院  リハビリテーション部 
4）北海道大学大学院  保健科学研究院 創成看護学分野

連絡先：〒 860-0008熊本県熊本市中央区二の丸 1-5 
Tel：096-353-6501　E-mail：bocyellow1003@gmail.com

緒　言
現在，我が国の高齢化率は世界で最も高く，2035
年には33.4%，さらに，2060年には39.9%となり，
2.5人に1人が65歳以上の高齢者，4人に1人が75
歳以上の高齢者になると推計されている1）．高齢化
の進展と疾病構造の変化により，平成27年度の
65歳以上の国民医療費は全体の約6割（59.3%）を
占め，介護費を加えると高齢者への医療・介護に
要する社会的負担は非常に大きい 2,3）．
厚生労働省は，国民の健康の増進の総合的な推

進を図るための基本的な方針の第一に健康寿命の
延伸を掲げている（健康日本21（第二次）より）4）．
健康寿命は要介護状態になるまでの期間と定義さ
れるが，要介護状態になる要因のうち約3割を糖

尿病，脳血管障害，心疾患などの疾病が占める 5）．
そのため，健康寿命を延ばすために生活習慣病の
発症・重症化の予防は重要であり 6），「運動施策の
推進」，「栄養・食育対策」，「たばこ対策」，「アルコー
ル対策」，「睡眠対策」などを柱とする健康増進施
策が行われている 7）．
健康寿命延伸への取り組みは高齢者だけでな

く，現役世代（主に，20歳から60歳までの保険料
を納めて公的年金制度を支えている世代）にも推
奨される．現役世代の健康状態を把握するための
特定健康診査（以下，特定健診）は，生活習慣病の
早期発見・予防に重要である．特定健診の結果は
健康保持に努める必要がある対象者の抽出に活用
され，対象者には特定保健指導を実施することに
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なっている 8）．特定保健指導は，特定健診結果と
生活習慣病に関する知識を習得させ，「食事」，「喫
煙」，「運動」，「休養」などの生活習慣の改善に向
けての行動計画の作成を支援する 8）．各指導内容
はいずれも高い専門性を必要としており，医師，
保健師，管理栄養士が直接指導にあたっている．
しかしながら，津下ら 9）は，特定保健指導の効果
の検証のなかで，保健指導者のスキル格差と保健
指導機関格差を今後の課題としている．この保健
指導者のスキル格差は，保健指導者の職種に依存
し，より得意な項目と苦手な項目が異なることが
要因の一つと考えられている 10,11）．特に，運動指
導は保健師と管理栄養士の半数が自信なしと回答
している 12）．
特定保健指導の「動機付け支援」または「積極的

支援」のプログラムのうち，運動に関する実践的指
導は医師，保健師，管理栄養士のほかに，実践的
指導実施者基準第2に規定する運動指導に関する
専門的知識および技術を有すると認められる者（実
践的指導者）によっても提供することができる13）．
運動指導に関する専門的知識および技術を有する
と認められる者のなかに理学療法士も含まれてお
り，運動指導担当者研修を受講した者が実際に指
導することが認められている13）．研修内容は，「健
康づくり施策概論」や「生活習慣病」のほかに「運動
生理学」，「機能解剖とバイオメカニクス（運動・
動作の力源）」，「運動障害と予防」，「運動負荷試
験や運動プログラム」など 13），理学療法士がすで
に習得している知識や技術が多く含まれており，
臨床現場において患者に実践している内容であ
る．このように，運動指導は理学療法士の得意と
する専門領域であるが，理学療法士の特定保健指
導への関わりについての調査は行われていない．
本研究は，北海道の全市役所で特定保健指導を
行っている実務者にアンケ―ト調査を依頼し，北
海道で実施されている特定保健指導における運動
指導の実態を把握し，理学療法士との関係や連携，
北海道の運動指導の地域的な特徴について明らか
にすることを目的とした．

方　法
対　象
北海道の市役所や保健センターに所属する特定

保健指導の実施者を対象とした．なお，調査時の
北海道の市の数は35であり，全国4位の数である．
事前の電話による意向調査において，1つの市よ
り協力を得ることができなかった．また，2つの
市は特定保健指導を他の医療機関に委託してお
り，この委託先を代替とした．最終的な対象は32
か所の市役所または隣接する保健センターと2か
所の委託医療機関であり，対象は204名であった．
方　法
本研究の研究デザインは横断研究とし，調査期

間は平成30年11月15日～12月7日であった．郵
送による自記式質問紙法（郵送調査法），さらに，
インターネット上での自己入力式回答法（イン
ターネット調査）を併用した．アンケートで個人
が特定される情報は収集しておらず，調査への協
力は任意である．回収期限前1週間の時点で，電
話によるアンケート回答の協力を再度依頼した．
質問内容は，回答者の基本属性（質問項目1～4：

「年齢」や「職種」など），理学療法士と運動指導に
ついて（質問項目5～8：「理学療法士が運動指導を
行えることを知っているか」，「運動指導について
理学療法士など他職種に依頼したか」など），初回
面接時の運動指導について（質問項目9～12：「運
動指導にかける時間」や「運動指導で困ったことの
有無」など），継続的な支援について（質問項目13
～20：「最も重点（優先）とする指導内容について」，
「運動習慣の目標達成について」，「支援中の筋骨
格系疾患や循環器系疾患の発症，または，増悪に
ついて」，「理学療法士による運動指導の必要性に
ついて」など），北海道の地域性について（質問項
目21～23：「北海道の冬季の運動習慣の継続につ
いて」，「保健指導と対象者の特徴との関連につい
て」など）で構成され，単一回答，自由回答，複数
回答を含めた質問を作成した．なお，質問項目11
は運動指導時に困ったことの有無を問い，「はい」
と回答した者に対して，続けてその具体的な内容
について自由記載を依頼した．同様に，質問項目
20では継続支援時の理学療法士の必要性の有無
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を問い，「はい」と回答した者に対して，続けてそ
の具体的な相談内容または依頼内容について自由
記載を依頼した．質問項目22の北海道での運動
指導の困難さについて，運動指導と対象の特徴の
関連についてもその有無を問い，「はい」と回答し
た者に対して，続けてその具体的内容について自
由記載を依頼した．
各質問項目の頻度および分布についてExcel 

2016 for Windowsを用いて単純集計と記述統計
を行った．理学療法士など他職種が運動指導を行
えることを知っているか知らないかが運動指導時
の他職種の活用に違いがあるかどうかを調べるた
め，設問5「理学療法士が運動指導を行えることを
知っているか」と設問6「運動指導について理学療
法士など他職種に依頼したか」の回答のχ 2検定を
統計解析ソフトSPSS（IBM，USA）を用いて行い，
有意水準を5%未満とした．自由回答は，KJ法 14）

を参考にカテゴリー化された形に整理し，分類化
した．具体的な手順は，収集した自由記述の内
容を1項目ごとに分けた断片データとし，内容的
に類似するもの同士でまとめた小さいグループを
構成し，内容的な類似性に基づき，小さいグルー
プから次第にそれらを大きいグループへと包括し
た．分類化後，各グループについて，各グループ
に含まれている断片データの数を全断片化データ
数で割り，全回答のうちの占める割合（パーセン
テージ）を算出した．
倫理的配慮
本研究は，北海道大学保健科学研究院倫理審査

委員会の審査，承認（12-88）を得て実施した．ア
ンケート調査は無記名とし，個人や施設が特定さ
れないようにした．アンケートの対象施設に依頼
文と研究説明書を添付し，回答者に研究目的およ
び使途，匿名性の保証，調査への参加は自由意志
であり，質問紙の返信またはインターネット上で
のアンケート完了をもって同意とすること，データ
は研究目的以外での使用はしないことを明記した．

結　果
回答は27か所より得られ（回収率79.4%），有
効回答数は143名（70.1%）であった．回答者の基

本属性を表1に示す．回答者の94.4%は女性であ
り，職種は保健師が最も多く（77.6%），次いで，
管理栄養士が多かった（21.0%）．回答者に理学療
法士は含まれていなかった．
初回の個別支援（20分以上）での運動指導時間

は，「5分」が最も多く（54.7%），次いで，「10分」
（33.6%）であった（図1）．初回の集団支援は80分
以上行うこととされているが，運動指導時間は，
「0分（つまり，行わなかった）」（31.6%）が最も多
く，次いで「6～10分」（18.4%）が多かった（図1）．
約半数の回答者（53.8%）が，初回面接時の運動
習慣の指導に困難さを感じていた．具体的に相談
したい運動指導の内容として，「膝や腰などに痛
みをもつ支援対象者への運動指導」（34.3%），「支
援対象者に合った適切な運動指導（運動種類や運
動量など）」（31.4%），「肥満に対する運動指導」
（11.4%），「心疾患など内部障害をもつ支援対象
者への運動指導」（7.1%），「運動習慣の動機付け」
（2.9%）を挙げていた．
継続的な支援時，4つの指導内容（食事習慣，喫
煙習慣，運動習慣，休養習慣）のうち，ほぼすべ

表1　基本属性とその内訳（n=143）
項目 内容と内訳
性別 女性：94.4%，男性： 5 .6%

年齢 20歳代：18.2%，30歳代：18.2%，40歳代：36.4%，
50歳代：19.6%，60歳代：7.0%，70歳代：0.7% 

職種 保健師：77.6%，管理栄養士：21.0%，看護師：0.7%，
健康運動指導士：0.7%

経験年数 5年未満：37.6%，6～10年：27.0%，
11～20年：17.7%，21年以上：17.7%

図1　特定保健指導のうち運動指導の占める割合
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ての回答者（98.1%）が食事習慣を最優先すると回
答し，運動習慣を選択した回答者はいなかった．
継続的な支援において，途中で継続困難となった
支援対象者の割合は1～2割が最も多く（70.2%），
3割以上と回答したのは20.7%であった（図2A）．
一方，評価時（6ヵ月後），運動習慣の目標を達成
できた支援対象者の割合は5割以上が最も多く，
1～2割が次いで多かった（図2B）．支援対象者へ
の適切な運動指導や運動リスクの管理ができてい
たと回答した者は35.0%であった．継続支援中
に筋骨格系疾患または循環器系疾患を新たに発症
した，あるいは増悪した支援対象者がいたと回答
した者はそれぞれ21.0%（図3A）と13.3%（図3B）
であった．
運動指導者研修を受講した理学療法士が運動指

導を行うことができることを知っていたと回答し
た者は，約5割（52.4%）であった．実際に運動指
導を他の職種（健康運動指導士や理学療法士）に依
頼したことがあったと回答した者は，半数以下

（44.8%）であった．依頼しなかった理由として，
「身近に理学療法士などがいなかった」（44.3%）
が最も多く，「依頼するための財政的な問題が
あった」（22.7%），「他職種が運動指導を行える
ことを知らなかった」（11.4%）の順であった（表
2）．χ 2検定の結果，理学療法士等の他職種が運
動指導を行うことを知っているか知らないかの間
の他職種の活用に有意な差を認めなかった（自由
度=1，p=0.544，効果量=0.065）．初回面接時
に理学療法士による運動指導が必要であると回答
した者は約半数（47.6%）に達し（図4A），継続支
援時に理学療法士による運動指導が必要と回答し

図2　継続的な支援中の継続困難者の割合と目標達成者の割合

図3　継続支援中の筋骨格系疾患・循環器系疾患の新たな発症または憎悪の有無

表2　理学療法士に運動指導を依頼しなかった理由（n=88）
回答項目 回答率

「身近に理学療法士がいなかった」 43.2%
「依頼するための財政的な問題があった」 22.7%
「他職種が運動指導を行えることを知らなかった」 11.4%
「運動指導の必要がなかった」 10.2%
「その他」 12.5%
複数回答可
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た者は6割を超えていた（62.9%）（図4B）．継続支
援時の理学療法士への相談内容として，「疾患を
抱える方への運動指導」（35.8%）と「支援対象者に
合った適切な運動指導（運動種類や運動量など）」
（35.8%）が最も多く，「評価やデータに基づく効
果的な運動指導」（20.9%），「肥満に対する運動指
導」（4.5%）の順であった（表3）．
北海道の冬期の運動習慣の困難さについて，

ほとんどの回答者（90.9%）が「困難さを感じる」
と回答し，具体的内容として，「活動量の低下・
運動習慣の継続困難」が最も多く（72.7%），「冬
道での転倒リスクの増加，ヒートショックの恐
れ」（30.3%），「運動が出来る屋内施設の不足」
（15.2%）を挙げていた．また，約8割の回答者が，
「運動指導の効果は支援対象者の特徴に影響され
る」（77.6%）と回答し，具体的な内容として，「仕
事や職種など（一次産業，自営業，シフトワーカー
など）」（47.8%），「年齢や性別」（31.3%），「学歴，
職歴，運動歴など」（10.4%）を挙げていた．

考　察
すべての国民が健やかで心豊かに生活できる活
力ある社会とするため，国民が主体的に取り組め
る新たな国民健康づくり運動として「21世紀にお

ける国民健康づくり健康運動（健康日本21）」が平
成12年に策定された．その後，平成19年の「健康
日本21（第一次）」の中間評価を受けて，40～74歳
までの被保険者・被扶養者のメタボリックシンド
ロームを取り組むべき優先課題に位置付け，平成
20年度より個別的なハイリスク・アプローチ（リ
スク戦略）として特定健診・特定保健指導の実施
が始まった 15）．同時に，これまで特定保健指導を
実施できる職種が医師，保健師，管理栄養士に限
られていたが，理学療法士も「運動指導に関する
専門的知識および技術を有すると認められる者」
として認められた 16）．しかしながら，今回の調査
時点で，北海道内の市役所あるいは保健センター
に所属し，特定保健指導に関わる理学療法士はい
なかった．多くの理学療法士は，国家資格を有し
た後，医療機関に就職し 17），入院患者や外来患者
のリハビリテーション業務にあたる．一方，特定
保健指導は発病・受傷後の診療ではなく，予防医
学的なアプローチである．そのため，理学療法士
の養成校において，保健・予防に関する教育は充
実しておらず 16），特定保健指導で運動指導を行
えることを知っている理学療法士も少ないと思わ
れる．永嶋は，理学療法士が積極的に特定保健指
導に関わっていない理由として，「運動指導に関

図4　理学療法士による運動指導の必要性について

表3　継続支援時の理学療法士への相談したい内容（n=67）
回答項目 回答率

「疾患を抱える支援対象者への運動指導」 35.8%
「支援対象者に合った適切な運動指導（運動種類や運動量など）」 35.8%
「評価やデータに基づく効果的な運動指導」 20.9%
「肥満に対する運動指導」 4.5%
「その他」 3.0%
自由記載



人間ドック　Vol.34  No.4  2019年38 ( 586 )

する専門的知識および技術を有すると認められる
者」になるための147時間（およそ4日間）におよぶ
研修期間や高額な受講料などを指摘している 18）．
本調査結果から，他の専門職種への依頼のための
財政的な問題についても多くの回答があり，財政
の厳しい地方の市は人件費の確保の問題と費用対
効果から他職種の採用や依頼，または，委託する
ことが難しいことが示唆される．
特定保健指導は，健診結果をもとに生活習慣を

改善することによって疾病の予防が可能となるで
あろう対象者を抽出し，「動機付け支援」と「積極
的支援」に分けて6ヵ月間の生活習慣介入を行うプ
ログラムである．その支援内容は，生活習慣（喫
煙習慣，運動習慣，食習慣，休養習慣その他の生
活習慣）の行動変容の必要性，実践可能な行動目
標や具体的な計画の作成，行動変容の把握および
その評価，計画の再変更などである．健康日本21
（第二次）中間報告 19）によると，「高血圧の改善」や
「血糖コントロール指標におけるコントロール不
良者」に改善がみられている一方，「糖尿病」や「メ
タボリックシンドロームの該当者および予備軍の
減少」に関する項目は変わらない評価であった．
糖尿病の予防や治療には食事療法とともに運動
療法の併用が重要であり 20），メタボリックシンド
ロームの指標である肥満についても食事習慣と運
動習慣の改善が重要とされている 21）．したがって，
食事習慣の介入によって摂取物の内容や量を調整
し，運動習慣の介入によって運動頻度を増大させ
ることによって適切なエネルギーの摂取と消費の
バランスをとることが可能となる．個々の支援対
象者によって指導内容の優先度は異なるが，本調
査の結果より運動指導の優先度は比較的に低いこ
とが明らかとなった．運動習慣の行動変容の未達
成は食事習慣の行動変容との相乗効果を得にくく
させ，栄養・食生活分野の目標である「適正体重
を維持している者の増加」の未達成 19）という結果
に影響を与えたのかもしれない．
本調査の回答者のほとんどが保健師または管理

栄養士であり，すべての生活習慣について充実し
た支援を行うことは実際に難しい．山下らは，生
活習慣に関する指導技術について，保健師と管理

栄養士の半数が運動習慣に関する質問項目で自信
なしと報告し 12），今回の調査でも，半数以上の回
答者が痛みや疾患などを抱える支援対象者への
運動指導に不安を抱え，理学療法士による専門的
な運動指導が必要と回答していた．実務者への保
健指導の自己スキル評価のアンケート調査による
と，習熟度・認知度の最も低い5項目に「運動生理
学としての体力測定・評価等について説明できる」
が含まれおり，その傾向は，医師に比べて保健師
や管理栄養士でより強いと報告している 22）．さら
に，保健指導技術のビデオを用いた他者による客
観的評価の下位5項目に「運動リスクマネジメン
ト」が含まれていた 23）．苦手とする指導内容につ
いてはマニュアルを用いた画一的な指導となり易
く，支援対象者個人に合わせた情報提供が不足し，
地域や職域における保健指導からの脱落者の多い
ことが報告されている 8,24）．特定保健指導中の運
動関連事故（関節痛や心筋梗塞など）に関する調査
では，事故発生率が2.2%であったのに対し 25,26），
本調査での事故発生回答率は21.0%であった．後
述するが，北海道は積雪地域であり，屋外での活
動は雪道での転倒などのリスクが他の地域に比べ
て高いことがその要因の一つとして考えられる．
村本らは，「運動リスクマネジメント」に関して，
事前のカンファレンスによりハイリスク者を抽出
し，医師が運動強度について指示を出す，あるいは，
多職種連携が望ましいと述べている 22）．理学療法
士は，その教育課程において特定保健指導者研修
の運動指導の項目に含まれる「生活習慣病」，「運
動生理学」，「機能解剖とバイオメカニクス（運動・
動作の力源）」，「運動障害と予防」，「体力測定と
評価」，「運動プログラムの管理」，「運動負荷試験」
に関連する授業科目が組み込まれている．実際
に，理学療法士が運動指導に参加することによっ
て，運動習慣の向上に繋がることが報告されてい
る 27,28）．理学療法士のもつ知識や技術，そして医
療現場での経験が特定保健指導でのオーダーメイ
ドの運動指導やリスク管理に大いに貢献できると
思われる．
北海道の運動習慣継続の困難さに，冬期の「活

動量低下，継続困難」，「冬道での転倒リスク増大」，
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「ヒートショック現象」，「屋内施設の不足」を挙げ
ていた．これらは，降雪寒冷地域で共通する問題
である 27-32）．吉田らの札幌市の調査によると，冬
期間の活動量の低下の理由として「外出頻度の減
少」が最も多いと報告している 27）．積雪や圧雪等
による路面の凹凸，ブラックアイスバーンによる
路面凍結，道幅の狭小などにより転倒リスクが高
くなり，夏季に比べて屋外での生活行動範囲は狭
くなる 32）．寒冷積雪地域での「雪かき」が身体活動
量の維持，増加に寄与するという研究報告 31）もあ
るが，寒冷環境下での除雪作業はやり方によって
は重労働となるため，除雪に伴う腰痛や腱鞘炎な
どの筋・関節や血圧や心臓への過負荷に十分注意
しなければならない 29,32）．安全で行える適切な運
動の提案と継続的な支援とともに，道路整備や屋
内運動施設の充実など環境整備が重要であると考
える．さらに，冬期の日照時間の短縮，日照量の
不足などの影響から冬期うつ病発症の可能性も高
く 30,32,33），閉じこもりがちな生活に陥りやすい．
地域での交流やグループ活動の場を定期的に催す
ことは友人や仲間をつくり，外出機会の増加，モ
チベーション向上，閉じこもり予防に繋がると考
える．
健康日本21計画には，ヘルスプロモーションの
概念が取り入れられている．ヘルスプロモーショ
ンとは，WHOオタワ憲章（1986年）における新た
な健康観に基づく21世紀の健康戦略であり，「人々
が自ら健康とその決定因子をコントロールし，改
善することができるようにするプロセスである」と
定義されている 34）．つまり，保健指導では支援対
象者の行動変容を促すよう行われ，標準化された
プログラムを用いて自己の身体状況を理解し，生
活習慣の改善の必要性を認識し，自ら行動目的を
設定し実行することを目標とする．本調査結果か
ら，運動指導の効果は，地域性，職業の有無や種
類，年齢や性別，ライフサイクルなどに影響され
ると多くの実務者が回答しており，個別性重視の
ハイリスク・アプローチ（リスク戦略）の取り組み
には限界があると思われる 35,36）．ヘルスプロモー
ションでは，個人の能力向上に合わせて，ともに
支え合う仲間の存在，職場や地域の環境の整備も

重要であるといわれており 30），地域とともにある
ポピュレーション・アプローチ（集団戦略）との組
み合わせが重要となる 15,35-39）．理学療法士を含め
複数の専門職種が参加することにより 40），国民の
健康増進や予防医学の発展および向上に大いに寄
与できるものと考える．
本研究にはいくつかの限界がある．特定保健指

導は市だけでなく町村でも行われている．北海道
の特定保健指導の実情を調べるためには，市だけ
でなく町村，さらに，外部委託機関についても調
査を行うべきである．また，北海道の地域特性を
より明確にするため，他の地域での調査結果との
比較も必要である．

結　論
北海道の特定保健指導は保健師，または管理栄

養士によって行われ，支援対象者の身体状態に合
わせた適切な運動指導や運動に関するリスク管理
が十分に行われていないことが明らかとなった．
本研究では，理学療法士による運動指導や相談な
どの必要性があるものの，理学療法士が実務者と
して関わるためには研修・認定制度・財政面など
に課題のあることが示された．北海道における運
動指導の継続の困難さは，他の積雪寒冷地域と共
通して，冬期の活動量の維持が大きな課題として
挙げられた．
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Investigation of Exercise Guidance within Specific Health Guidance in All Hokkaido Cities

Chihiro Wada1), Satoshi Kasahara2), Haruka Abe3), Michiyo Hirano4), 
Hiroki Mani2), Tomoya Ishida2), Linjing Jiang2)

1) Department of Rehabilitation, National Hospital Organization Kumamoto Medical 
Center

2) Division of Rehabilitation Science, Faculty of Health Sciences, Hokkaido University
3) Department of Rehabilitation, Sapporo Tokushukai Hospital
4) Division of Comprehensive Development Nursing, Faculty of Health Sciences, Hok-

kaido University

Abstract
Objective: To investigate the present situation and future issues of exercise guidance 
within Specific Health Guidance in Hokkaido and determine the involvement of physical 
therapists in exercise guidance.
Methods: �e targets of the investigation were health promotion departments in each 
city government and contracted medical institutions in Hokkaido. A questionnaire sur-
vey was sent out by mail and responses were received via the Internet or by mail.
Results: �e recovery rate was 79.4% and there were 143 valid responses. Most practi-
tioners were public health nurses (77.6%) and registered dieticians (21.0%), and there 
were no physical therapists. Times taken for the exercise guidance were short compared 
with other guidance, and most practitioners responded that dietary habits were more 
important than habitual physical activity. �e majority of practitioners responded that 
instruction by physical therapists was needed for the exercise guidance (initial support: 
47.6%, continued support: 62.9%). Most consultations to physical therapists from prac-
titioners were “exercise guidance for those with motor disorders” and “exercise guidance 
personalized to subjects”. Regional characteristics of Hokkaido were decreased physical 
activity, increased fall risk due to frozen road surfaces, and temperature change shock in 
winter.
Conclusion: Public health nurses and registered dieticians had performed the Specific 
Health Guidance in Hokkaido, and exercise habit was not the �rst priority of interven-
tions. �is study suggests that physical therapists are needed for exercise guidance and 
that it should be personalized for each subject. Exercise guidance in Hokkaido in winter 
has issues in common with other cold, snowy regions.

Keywords: lifestyle-related diseases, disease prevention, physical therapists, health pro-
motion
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人間ドック受診者を対象にした
メタボリックシンドローム改善のための行動変容に関する検討

吉岡隆之 1）　山鳥崇子 2）　西尾由記子 2）　井上嗣三 3）　松田好平 3） 
吉田公久 1）　井上信孝 1）

要　約
目的：人間ドック受診者の生活習慣の改善や生活習慣病に関わる各種指標の改善に繋がるポイント
はどこにあるのか，精神的ストレスや職業性ストレスなどとの関連と併せ，検討を加える．
方法：2014年度当院人間ドック受診時にメタボリックシンドローム（以下，MetS）基準に該当，ま
たはMetS予備群に該当した後，計3年間継続して当院人間ドックを受診した者を対象とし（n=45），
生活習慣病関連の各種指標の改善の有無を調べた．さらに，改善群と非改善群との差異や改善に繋
がったポイントについて，自記式質問調査票を用いて検討を加えた．
結果：解析対象は41名（改善群16名，非改善群25名）で，改善群では「実践している健康によいと
考えられる生活習慣」の各回答数が多い傾向にあった．また，生活習慣を改善できたとの回答が有
意に多く（p＜0.05），一定の達成感を得ていることが示唆された．さらに，生活習慣改善のきっか
けとして，「体重の増加」や「人間ドックの結果報告書」，「受診時の医師面談」などが多く挙げられて
いた．精神的ストレス，職業性ストレスは，ともにスコアが低い傾向にあったが，「ストレス自覚度」
はむしろ高い結果となった．
結論：人間ドック受診時の医師面談，結果説明が非常に重要であり，その際，具体的な目標，特に
体重の減量目標を明示することが，行動変容を促す鍵となることがわかった．また，改善群では自己
にかかるさまざまなストレスを自覚し，対処しながら生活習慣の改善に努めていることが示唆された．

キーワード MetS，生活習慣改善，行動変容

1）神戸労災病院  総合内科 
2）神戸労災病院  健康診断部 
3）神戸労災病院  医事課

連絡先：〒 651-0053兵庫県神戸市中央区籠池通 4-1-23 
Tel：078-231-5901　E-mail：yosh1@kobeh.johas.go.jp

緒　言
人間ドックの使命である国民の健康増進，特に
生活習慣病に対する効率的な一次予防，二次予防
を推進するためには，受診後の受診者の行動変容
と医療機関などによる事後指導，フォローアップ
が非常に重要である．
人間ドック受診者は一般に自身の健康に関心が
高いものと考えられるが，受診によって生活習慣
の改善や生活習慣病に関わる各検査結果や項目の
改善がみられない，あるいは不十分な受診者が多
数認められる．
このような現状を踏まえ，受診者，医療機関双
方に過度な負担をかけることなく，また，より低
コストで効率的な生活習慣病に対する一次予防，
二次予防を推進するためには，人間ドック受診後
の受診者の行動変容に繋がる重要な因子と指導方

略を明らかにすることが肝要と思われる．
本研究は，当院人間ドックを継続受診している

受診者のなかで，生活習慣病に関わる各検査結果
や項目を改善できた群とそうでない群との間にど
のような差異があるのか，改善に繋がるポイント
はどこにあるのか，また，精神的ストレスや職業
性ストレスなどとの関連についても検討を加える
ものである．

対　象
2014年度の受診から3年連続，経年的に当院人

間ドックを受診し，2014年度の時点でメタボリッ
クシンドローム（以下，MetS），あるいはその予備
群と診断した受診者を対象とした．

MetSの定義については，「メタボリックシンド
ロームの定義と診断基準．日本内科学会雑誌 94
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（4）：794-809，2005」に基づいた．
また，MetS予備群は，1.ウエスト周囲径の基
準を満たし，かつ空腹時血糖値，血圧，血清脂質
（HDLコレステロール，中性脂肪）（以下，血清脂
質）の基準のうち，1項目のみ満たす者，2.ウエス
ト周囲径の基準は満たさないが，BMIが25.0以
上で，かつ空腹時血糖値，血圧，血清脂質の基準
を1項目以上満たす者，3.ウエスト周囲径の基準
を満たす，またはBMIが25.0以上で，空腹時血
糖値，血圧，血清脂質の基準は1項目も該当しな
いが，運動習慣がまったくない者と定義した．す
でに薬剤治療を受けている場合は，それぞれの該
当項目に含めている．
ただし，「インフォームドコンセントが得られ

ない受診者」，「自記式質問調査票への回答が得ら
れない受診者」については対象から除外した．

方　法
調査期間は，2017年4月1日から2018年

3月31日で，その間に当院人間ドックを受
診した際に，自記式質問調査を実施した．
主要評価項目と調査方法については，ま

ず，表1に示す通り，食習慣，運動習慣，そ
の他日常生活における健康増進によいと思
われる生活習慣について，自記式質問票を
用いて回答を得た．各質問項目に関しては，
すでに報告された文献 1-3）を参考に作成し
た．次に，表2に掲げるストレス関連質問項
目に対し，こちらも自記式質問票を用いて
回答を得た．精神的ストレスは，Self-rating 
Depression Scale（以下，SDS），職業性スト
レスは，Job Content Questionnaire（以下，
JCQ），ストレス自覚度は，Perceived Stress 
Scale（以下，PSS）を用いて定量的に評価した．
評価方法としては，調査対象者を3年間

の経過観察期間で，改善群，非改善群の2
群に分けた．改善群 /非改善群の判断基準
は，以下に示す（観察期間中1度でも改善基
準を満たしていれば改善群とする）．まず，
改善群であるが，上述のMetS患者のうち，
（1）診断基準に該当しなくなった場合，（2）

体重を3%以上減量できた場合とした．次に上述
のMetS予備群については，（1）ウエスト周囲径の
基準を満たし，かつ空腹時血糖値，血圧，血清脂
質の基準のうち，1項目のみ満たす者が，該当項
目が改善し，診断基準に該当しなくなった場合，
（2）ウエスト周囲径の基準は満たさないが，BMI
が25.0以上で，かつ空腹時血糖値，血圧，血清
脂質の基準を1項目以上満たす者が，BMIが25.0
未満になる，あるいは該当項目が診断基準に該当
しなくなった場合，（3）ウエスト周囲径の基準を
満たす，またはBMIが25.0以上で，空腹時血糖
値，血圧，血清脂質の基準は1項目も該当しない
が，運動習慣がまったくない者が，ウエスト周囲
径が上記診断基準に該当しなくなる，あるいは運
動習慣が改善した場合，（4）（1），（2），（3）それぞ
れで，体重を3%以上減量できた場合とした．非
改善群については，上記以外の場合，とした．なお，

実践している健康によいと思われる生活習慣や生活習慣の改善の有無，改善のきっか
けや改善できない障害などにつき，自記式質問票形式で作成している．

表１　生活習慣質問票
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「改善群」の定義のうち，「体重を3%以
上減量できたもの」については，以下
の文献 4）を参考に肥満症の減量目標に
準じて定義に加えている．
各項目の比較は，Mann-Whitney U
検定およびχ 2検定を用いた．統計学的
解析には，SPSS Version 22（日本アイ
ビーエム，東京）を用いた．
本研究は，神戸労災病院倫理委員会

に倫理審査を申請し，同委員会の承認
を受けて実施した．対象者には，調査
の趣旨や内容，対象者の個人情報の保
護，データは研究目的以外では使用，
公表しないこと，調査に協力をしない
ことで不利益を被らないことなどを書
面で説明し，同意を得た．

結　果
2014年度の受診から3年連続して当

院人間ドックを受診した患者数は145
名（男性103名，女性42名）であった．
そのうち，MetSまたはMetS予備群の
定義に該当した対象者は45名であっ
た．さらに，そのなかで除外基準に該
当する4名（いずれも自記式質問調査
への回答がなかった）を除いた41名が
最終解析対象となった．解析対象者
41名のうち，改善群は16名，非改群
は25名となった．解析対象者の背景
については，表3に示す．改善群の内
訳であるが，血清脂質（中性脂肪値）が
MetS基準から改善できた者が1名，血
圧値がMetS基準から改善でき，かつ
体重を3%以上減量できた者が4名（収
縮期血圧・拡張期血圧ともに改善した
者が2名，収縮期血圧が改善した者が
2名），血清脂質（中性脂肪値）がMetS
基準から改善でき，かつ体重を3%以
上減量できた者が2名，BMIが25.0
未満になり，血圧値（収縮期血圧）が
MetS基準から改善でき，かつ体重を

精神的ストレスについてはSDSを，職業性ストレスについては JCQを，ストレス自覚
度についてはPSSを用いている．

表2　ストレス質問票

表3　患者背景
改善群 非改善群

n 16 25
男性（%） 14（87.5） 23（92.0）
女性（%） 2（12.5） 2（8.0）
年齢（歳） 52.8 ± 5.7 55.8 ± 9.1
ウエスト周囲径（cm） 94.0 ± 6.5 93.1 ± 7.7
BMI（kg/m2） 27.7 ± 2.3 26.4 ± 3.0
空腹時血糖（mg/dL） 106.9 ± 19.5 113.2 ± 25.1
収縮期血圧（mmHg） 139.4 ± 12.0 131.2 ± 13.0
拡張期血圧（mmHg） 88.6 ± 10.4 82.3 ± 9.9
中性脂肪（mg/dL） 152.4 ± 134.5 141.5 ± 120.0
HDL-C（mg/dL） 60.1 ± 20.2 55.5 ± 11.3
各数値は，いずれも2014年度受診時のもの．
解析対象となった41名の患者背景について示している．
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3%以上減量できた者が1名，体重を3%以上減量
できた者が8名，であった．なお，中性脂肪を改
善できた受診者は，いずれも食習慣や運動習慣の
改善が寄与しているものと考えられ，無理な食事
制限を行ったわけではなかった．
生活習慣についての質問に対する回答結果に

ついては，表4，図1に示す．「食習慣」では，改
善群で平均5.25項目，非改善群で4.12項目
（p=0.308，not signi�cant），「運動習慣」では，前

者で平均2.56項目，後者で1.64項目（p=0.067，
not signi�cant），「日常生活習慣」では前者で平
均2.31項目，後者で2.12項目の回答があった
（p=0.989，not signi�cant）．いずれも有意差は
認めなかったが，現在実践している健康習慣は改
善群で多い傾向にあった．
また，人間ドック受診後の生活習慣について，「人
間ドック受診後，生活習慣を少しでも改善できた」
と回答した受診者は，非改善群では60.0%（25名

図１　生活習慣
現在の生活習慣の回答数を，改善群と非改善群で統計学的に解析した結果について示している．

表4　現在の生活習慣
非改善群 n=25 改善群 n=16

食習慣
回答数

運動習慣
回答数

日常習慣
回答数

食習慣
回答数

運動習慣
回答数

日常習慣
回答数

受検者1 1 1 4 受検者1 9 3 3
受検者2 5 3 0 受検者2 2 1 0
受検者3 7 1 3 受検者3 4 0 0
受検者4 3 1 2 受検者4 3 3 0
受検者5 4 2 1 受検者5 12 3 3
受検者6 3 0 0 受検者6 2 2 5
受検者7 1 0 0 受検者7 6 1 2
受検者8 2 2 1 受検者8 3 4 0
受検者9 2 0 3 受検者9 4 1 1
受検者10 1 2 3 受検者10 5 4 2
受検者11 5 1 2 受検者11 4 3 3
受検者12 3 0 2 受検者12 11 6 6
受検者13 5 3 2 受検者13 7 2 6
受検者14 6 4 1 受検者14 2 2 3
受検者15 2 1 1 受検者15 1 1 1
受検者16 5 0 3 受検者16 9 5 2
受検者17 6 5 3 平均 5.25 2.56 2.31
受検者18 2 1 0
受検者19 5 0 4
受検者20 8 2 5
受検者21 10 3 4
受検者22 2 0 2
受検者23 2 1 1
受検者24 6 5 2
受検者25 7 3 5
平均 4.12 1.64 2.16

改善群，非改善群ごとに現在の生活習慣についての回答数を示している．
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中15名）に留まったのに対し，改善群では93.8%
（16名中15名）で，改善群で有意に多かった（p＜

0.05，signi�cant，図2）．逆に，「思うように生活

習慣を改善できていない」と回答した受診者は，改
善群で50.0%（16名中8名）に留まったのに対し，
非改善群では80.0%（25名中20名）であった．
生活習慣を改善したきっかけに関しては，表5

に示す通りである．
さらに，各ストレス関連項目に関してであるが，
まず，ストレス質問票に回答のなかった受診者は
非改善群で2名，また，現在無職のため，職業性
ストレス質問票にのみ回答のなかった受診者は非
改善群で3名であった（改善群では，すべての受診
者で回答が得られた）．したがって，非改善群で
は，精神的ストレス度については23名の回答が，
職業性ストレス度については20名の回答が得ら
れたことになる．それぞれの結果は，表6，図3
に示す．SDSで評価した精神的ストレス度は，非

図3　ストレス
精神的ストレス，職業性ストレス，ストレス自覚度について，改善群と非改善群で統計学的に解析した結果について示している．

表5　生活習慣を改善したきっかけ（改善群n=16，非改善群n=25）

改善群
回答者数（人）

非改善群
回答者数（人）

合計
回答者数（人）

体重が増えたことが気になって 10 9 19
自分のスタイルを保ちたいと考えたから 3 1 4
体調がよくないと感じたから 4 2 6
家族に心配されたから 0 4 4
友人・知人に勧められたから 0 0 0
人間ドックの結果報告書を見て 7 8 15
人間ドック受診時の医師の話を聞いて 4 7 11
人間ドック受診時の栄養士など医師以外の話を聞いて 3 0 3
テレビの健康番組を見て 2 2 4
インターネットで知識を得て 1 1 2
雑誌や新聞，書籍などから知識を得て 1 0 1
自分の病気やけがをきっかけに 4 2 6
家族の病気やけがをきっかけに 0 0 0
友人・知人の病気やけがをきっかけに 1 0 1
仕事や日常生活で時間的あるいは精神的余裕ができた（退職した，勤務形態が変わった，子供が独立したなど） 1 2 3
日常生活で大きな変化があったから（子供が産まれた，結婚したなど） 1 0 1
「生活習慣を改善できている」と回答した受診者を対象に，そのきっかけについて回答を得ている．

図2　生活習慣改善の実感
「生活習慣を改善できている」との回答者数について，改善群
と非改善群で統計学的に解析した結果について示している．
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改善群で平均44.1点，改善群で平均42.6点であっ
た（p=0.701，not signi�cant）．また，JCQによる
職業性ストレス度は，Job Strain Index（以下，JSI）
で評価し，非改善群で平均0.56，改善群で平均
0.50であった（p=0.454，not signi�cant）．いずれ
も有意差は認めなかったが，非改善群で平均スコ
アが高い傾向にあった．一方，PSSで評価したス
トレス自覚度に関しては，非改善群で平均40.2点，
改善群で平均46.1点（p=0.208，not signi�cant）
と，こちらも有意差は認めなかったが，改善群で
平均スコアが高いという結果になった．

考　察
人間ドック受診者の日常の健康に関する意思決
定において，ヘルスリテラシー（よりよい健康状
態を促進し，維持する方法に関する情報にアクセ
スし，理解し，利用するための個人の意欲やスキ
ルのこと 5））の形成が重要である．インターネット
やソーシャルネットワーキングサービスなどが発
達した現代情報化社会における，医学情報や健康
情報の氾濫・流出は顕著であり，こういった情報
へのアクセスは容易である反面，誤った情報を鵜
呑みにしてしまう恐れもある．我々医療従事者は，
日常の診療活動のなかで，患者，あるいはその家
族に対して，このヘルスリテラシーを高める健康
教育や指導を行う役割を担っている 6）．
このような指導・教育の大前提として，受診者
の意欲や考え方がどのような状況にあるのか把握
することが肝要であり，Prochaskaらが提唱したト
ランスセオレティカルモデルでは，対象者の健康
行動実施に対する「準備状態」を，（a）前熟考期，（b）

熟考期，（c）準備期，（d）実行期，（e）維持期の5つ
の段階によって説明し，その「準備状態」に応じた
異なる支援を推奨している 7）．この考え方は，厚
生労働省健康局が示している「標準的な健診・保
健指導プログラム」内の「標準的な質問票」にも取り
入れられており，当院人間ドックの受診者に事前
に配布する質問票でも，本内容を組み込んでいる．
ここで示されるような「準備状態」が進むと，意
思決定バランスが変化し，健康行動に対する恩恵
感が負担感に比べて優勢となり，同時にセルフエ
フィカシー（Banduraの社会的認知理論 8）の多くの
要素の一つで，「ある具体的な状況で，ある課題
に対して適切な行動を成功裡に遂行できるという
予測，および確信のこと」）が増加していくとされ
ている 9）．このセルフエフィカシーを増強させる
ことが，保健指導や健康な生活習慣の継続に関し
て，大きな鍵となる 10,11）．
今回の研究でも，人間ドック受診による生活習

慣改善のきっかけと改善できたという実感につい
て，興味深い結果となった．すなわち，「人間ドッ
クを受診するようになって，自分の生活習慣を少
しでも改善できた」と回答した受診者は，非改善
群では60.0%（25名中15名）に留まったのに対し，
改善群では93.8%（16名中15名）と有意に高率で
あった（p＜0.05）．逆に，「思うように生活習慣を
改善できていない」と回答した受診者は，改善群
で，50.0%（16名中8名）に留まったのに対し，非
改善群では，80.0%（25名中20名）に上った．改
善群では，上述のセルフエフィカシーが増強し，
生活習慣改善という結果に結びついたものと考え
られる．

表6　ストレス度について
改善群 非改善群 合計

精神的ストレス
　平均値（点） 42.6 44.1 43.5
　50点以上（%） 3（18.8） 6（26.1） 23.1
　40点未満（%） 6（37.5） 6（26.1） 30.8
職業性ストレス
　JSI平均値 0.50 0.56 0.53
　JSI 0 .50以上（%） 9（56.3） 13（65.0） 22（61.1）
ストレス自覚度
　平均値（点） 46.1 40.2 42.6

改善群，非改善群ごとに精神的ストレス，職業性ストレス，ストレス自覚度についてそ
のスコアを示している．



人間ドック　Vol.34  No.4  2019年48 ( 596 )

その実感の根拠として，改善群16名中15名で
体重の3%以上の減量に成功していたことを挙げ
たい．これは後に示すように，「人間ドック受診
後，生活習慣を改善できた理由」のなかで，「体
重が増えたことが気になって」が最も多い理由で
あったことと相関する．保健指導の際の目標設定
においても，該当者には「体重の減量」が明確かつ
理解を得やすい目標であることがわかるし，セル
フエフィカシーを高めるうえでも有効な手段とな
ろう．一方で，改善群のなかで，「体重の3%以上
の減量のみ」達成できた受診者が16名中8名と半
数を占めており，MetS診断基準該当項目そのも
のの改善は容易ではなかったことが伺える．
現在の生活習慣については，改善群と非改善群

との間で有意差はつかなかったものの，「食習慣」，
「運動習慣」，「日常生活習慣」いずれの項目でも改
善群でより多く実践されている傾向があることが
わかった．「食習慣」では「1日3食食べている」，「食
事の時に野菜から食べるようにしている」，「間食
を控えるようにしている」の順で，「運動習慣」で
は「機会を見て，ウォーキングするようにしてい
る」，「通勤時に歩くようにしている」の順で，「日
常生活習慣」では，「睡眠時間を十分に取るように
している」，「禁煙（あるいは）節煙している」の順で
それぞれ回答数が多かった．これらの項目は，比
較的簡易に実践できる内容であり，郊外地域住民
を対象とした健康習慣の内容に関する調査でも，
そのほとんどが特別な努力を必要とせず，日常生
活のなかに組み込まれている行動（ストレッチをす
る，3食規則正しく食べるなど）であることが示さ

れている 1）．これは，Hillらが提唱した生活習慣
改善のアプローチ手法としての，いわゆるスモー
ルチェンジ方略の考え方とも合致する 12,13）．スモー
ルチェンジ方略とは，「日常行っている行動をわず
かに変化させ，健康を意識した行動に変容させる，
あるいは対象者にとって負担感が低く，実行可能
性の高い健康行動を推奨する方略」である 14）．上
述の結果より，生活習慣改善内容として，奇しく
もこのスモールチェンジを実践している受診者が
多いことがわかる．これまで健康行動を実践でき
なかった者がスポーツやジョギング，過度な食事
制限といった一大決心を必要とするような健康行
動を開始し，継続・習慣化させることは困難であ
る 15）．やはり，日常生活において負担感が低く，実
行可能性の高い健康行動に焦点をあてた指導が必
要と考える．なお，本研究の解析対象者は，改善群，
非改善群を問わず，経年的に当院人間ドックを連続
受診しており，健康増進に寄与すると思われる生活
習慣への一定の意識の高さが示唆された．
次に，生活習慣を改善しようと考えた理由につ

いてであるが，表5に示す通り改善群のなかで最
も多かったのは，「体重が増えたのが気になって」
で，他に多かったのが，「人間ドックの結果報告
書を見て」，「人間ドック受診時の医師の話を聞い
て」であった．逆に，生活習慣を思うように改善
できない理由としては，表7に示す通り，「きっか
けがつかめない」，「仕事が忙しい」，「面倒くさい」
との回答が多かった．このことからも，人間ドッ
ク受診時の医師の面談，診察，結果説明が非常に
重要であり，その際，具体的な体重の減量目標や

表7　生活習慣を改善できない理由（改善群n=16，非改善群n=25）

改善群
回答者数（人）

非改善群
回答者数（人）

合計
回答者数（人）

医師の説明ではあまり危機感を感じない 0 2 2
中々きっかけがつかめない 5 10 15
仕事が忙しすぎて時間がない 4 8 12
家族サービスを優先すると，自分の時間が作れない 1 0 1
自分の健康に自信がある 1 0 1
自分の趣味に時間をかけてしまっている 0 1 1
検査結果が悪くても体調はよいので問題を感じない 0 6 6
好きなことを制限したくない 1 6 7
面倒くさい 5 8 13
家族や周囲の人たちの協力が得られない 0 0 0
「生活習慣を思うように改善できていない」と回答した受診者を対象に，改善群，非改善群ごとにその理由について回答を得ている．
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検査データの改善目標などを明示することが，行
動変容を促す鍵であると考える．
さらに，各ストレス関連項目についてである
が，精神的ストレス度では，中等度抑うつ状態と
されるSDS 50点以上の受診者の割合が，改善群
で18.8%（16名中3名），非改善群で26.1%（23名
中6名）と非改善群で多く，逆に，「抑うつ状態で
はない」とされるSDS 40点未満の受診者の割合
は，改善群で37.5%（16名中6名），非改善群で
26.1%（23名中6名）と改善群で多いとの結果で
あった．職業性ストレス度では，職業性ストレス
が高度とされる JSI 0.50ポイント以上の受診者の
割合は非改善群で65.0%（20名中13名），改善群
で56.3%（16名中9名）と，非改善群で多いとの結
果であった．一方で，ストレス自覚度（PSS）につ
いては，改善群でより高いとの結果になっており，
改善群では実際のストレス度は非改善群より低い
傾向にあるにも関わらず，自身にかかるさまざま
なストレスに対しては敏感に反応し，対処しよう
としていることが示唆された．
なお，本研究の検討対象には加えていないが，
上述の人間ドック受診時の受診者の準備状態と生
活習慣改善との関連や同じく上述のセルフエフィ
カシーを増強させる因子の更なる検索など，今後
の検討課題となろう．
最後に，本研究の限界についてであるが，ま

ず，本研究は，解析対象者が最終的に41名と少
数であったため，改善群と非改善群との間で種々
項目に有意差を認めなかった要因となった．本研
究の目的が，「人間ドックを経年的に継続受診し
ている，本来健康意識の高いはずである受診者」
でもなお，生活習慣病関連の種々項目で改善がみ
られない現状を踏まえ，その実態を把握すること
であったことから，対象者の選択基準を「3年連続
当院人間ドックを受診したもの」とした．本基準
を「2年連続」や「延べ3年以上の受診歴がある」な
どと緩和すれば，さらに解析対象者が増えたもの
と思われる．また，本研究で使用した生活習慣に
関する質問票についてであるが，必ずしも一般化
されたものが存在するわけではなく，これまでの
研究で使用されたものを参考に，独自に作成した

ものである．同様に，今回の研究の「改善群」の定
義は，メタボリックシンドロームの診断基準や，
肥満者の減量目標としての「3%の体重減少」など，
より広く一般的に用いられる内容を加味し定義し
たが，こちらも独自に作成したものであることに
変わりはない．

結　論
人間ドックを継続して受診している受診者のな

かでも，生活習慣の改善や，生活習慣病関連のい
くつかの項目の改善が思うように進んでいないと
いう現状がある．
そのなかでも，本研究における改善群では「体
重が増えたのが気になって」，あるいは「人間ドッ
クの結果報告書を見て」，「人間ドック受診時の医
師の話を聞いて」，自身の生活習慣を改善したと
いう結果が得られた．かつ，その改善内容は日常
生活において比較的簡易に実施できるものであっ
た．さらに，このことが，「体重の3%以上の減
量」を中心とした成果として表れ，セルフエフィ
カシーを高める要因となった．この結果は，人間
ドックにおける医療面接の重要性を再確認するも
のであり，その際に明確な体重の減量目標や比較
的簡易な生活習慣改善方法の提示が，受診者の生
活習慣改善に寄与する可能性があることが示唆さ
れた．
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Investigating Lifestyle Changes to Improve Metabolic Syndrome 
in Thorough Health Check-up Examinees
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Kimihisa Yoshida1), Nobutaka Inoue1)
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Abstract
Objective: We sought to clarify factors that lead to improvement in lifestyle habits or in-
dicators of lifestyle-related diseases as well as relationships with mental and occupational 
stress in thorough health check-up examinees. 
Methods: Our subjects had been diagnosed with metabolic syndrome or pre-metabolic 
syndrome in a thorough health check-up in 2014 and then underwent thorough health 
check-ups in 2 more years. We investigated whether indicators of lifestyle-related diseases 
improved over the three years. We also examined di�erences between an improvement 
and a non-improvement group using self-administered questionnaires to identify which 
indicators contributed most to improvement.
Results: We analyzed 41 subjects, split into an improvement group (n=25) and a non-im-
provement group (n=16). In the improvement group, many responded that they had been 
following lifestyle habits considered to be good for health. Most of the respondents in the 
improvement group thought they had been able to improve their lifestyle habits com-
pared with the non-improvement group (p<0.05), suggesting a certain sense of accom-
plishment in the improvement group. Factors motivating them to improve their lifestyle 
included ‘weight gain’, ‘results of thorough health check-up’, and ‘personal guidance from 
a physician’. Scores related to mental and occupational stress were lower in the improve-
ment group, but scores related to awareness of various stresses were higher.
Conclusion: Physicians play a major role in improving healthy lifestyles, by talking about 
health problems and encouraging people who want to change to have specific weight 
goals. Additionally, an awareness of various stresses may help those with metabolic syn-
drome better cope with them, leading to healthy lifestyle changes.

Keywords: metabolic syndrome, improvement of lifestyle, behavior change
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子宮頸がん検診における
年齢別・受診歴別子宮頸部上皮内腫瘍の発見頻度

丸山昌子　石黒久美子　半藤 保　金田由美子　筧 映里 
石黒義隆　小川弘良　村山 実

要　約
目的：子宮頸がんはHPV感染を契機に生ずるものとされている．したがって，子宮頸がん検診受
診者のもつ年齢的意義は大きい．性生活活動の旺盛な若年者と，それと対照的な高年者とで発見さ
れる前がん病変の発見率を明らかにして，その管理方法に検討を加える．
方法：2006～2013年の8年間に子宮頸がん検診を受診した46,589人を対象とした．
結果：CIN1の発見頻度は0.6%で，若年者に高く，50歳以降には少なかった．CIN2以上の高位
病変発見率はCIN1の50.5%で，29歳以下（27.7%）に比し30歳以上（55.4%）では約2倍であった．
CIN3以上の病変発見率は，CIN1とCIN2の合計の22%で，同様に29歳以下に高かった．CIN3
はCIN1とCIN2の合計の22%で，30歳代（30.2%），40歳代（25.0%）に高頻度であったが，他の
年代では10%，ないしそれを少し超える程度の頻度であった．CINは2年あるいは3年連続して子
宮頸がん検診を受けると初回受診者に比べて発見頻度が約半数に減じたが，逆に過去3年間あるい
は5年間受診しないと初回受診者の発見頻度に近づいた．CIN2，CIN3，CISについてもほぼ同様
の傾向を認めた．
結論：CINの管理には受診者の年齢と受診間隔による違いを考慮する必要がある．

キーワード 子宮頸がん検診，CIN発見率，年齢，受診間隔

一般社団法人 新潟縣健康管理協会 連絡先：〒 950-0965新潟県新潟市中央区新光町 11番地 1 
Tel：025-283-3971　E-mail：maruyama-a@n-kenko.or.jp

はじめに
子宮頸がんは，ハイリスクHPV感染による性感
染症に基因して生ずるものの一つとされ 1），HPV
感染後前がん病変としての子宮頸部上皮内腫瘍
CIN（cervical intraepithelial neoplasia）1，2，3を
経て発がんに至るという，子宮頸がんの自然史も
明らかにされている 1,2）．また，新規HPV感染の
70%は1年以内に，約90%は2年以内に消失する
が，一部は進展し，がん化への道をたどるといわ
れている 3）．近年，我が国では子宮頸がんによる
死亡者数が全体として漸減傾向にあるにもかかわ
らず，若年婦人では罹患数も死亡数もやや増加傾
向にあり，その対応が喫緊の課題とされている．
子宮頸がん検診の大きな目的は，子宮頸がん死を
減少させることとともに，若年者においては前が
ん病変を適確に診断・処理し，しかも治療によっ
て妊孕性を失わないようにすることにある．その
ような観点から，前がん病変といわれるCINの対

応策はきわめて重要である．Moscicki ABら 4-6）は
CIN1からCIN2以上への進展率は12～16%であ
ると報告している．本論文では，Moscickiら 5）の
成績の妥当性を自験例によって確認するとともに，
年1回の子宮頸がん検診を毎年続けて受診するこ
とにより，CINがグレード別にどのような年齢別
の発見頻度の変化を示すかを解明し，CINの管理
に役立てようとするものである．

対象と方法
対象は新潟縣健康管理協会（以下，当協会）で，

2006～2013年の8年間に子宮頸がん検診を受診
した46,589人で，その平均年齢は49.2歳であっ
た．子宮頸がんの一次検診方法は2011年3月ま
では木製スパーテルによる擦過細胞診を塗抹標本
にして，2011年4月からはサーベックスブラシに
よる擦過細胞診を液状検体として標本を作成し，
検体とした．また，二次検診は指定医療機関でコ
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ルポ診，組織診により実施された．
子宮頸がん取り扱い規約（2017）1）では，高度異

形成と上皮内癌（carcinoma in situ：CIS）とを一括
してCIN3としているが，本研究では便宜上両者
を分けて取り扱った．本研究は当協会倫理委員会
の承認を得て実施し，個人データは匿名化し使用
した．

結　果
受診者の年齢別頻度は，55～59歳代7,127人

（15.3%）をピークに一峰性の曲線を示した（図
1）．また，受診間隔別受診者数は，初回受診者が
11,572人（24.8%），2年連続受診者26,726人，3
年連続受診者21,448人（2年・3年連続受診者合
計は全受診者の57.4%）など連続受診者が多かっ

た．また，過去2年間子宮頸がん検診の受診がな
く，3年目に受診（3年間受診なし群）13,025人，
過去4年間子宮頸がん受診がなく，5年目に受診（5
年間受診なし群）12,110人であった．
受診者46,589人から発見された子宮頸部扁平
上皮内腫瘍は，CIN1 273人（0.59%），CIN2 65人
（0.14%），CIN3 35人（0.08%），CIS 38人（0.08%），
腺系病変1人であった（精検受診率80%）．この腺
系病変は開腹手術後に卵巣の明細胞腺癌と判り，
子宮頸部細胞診にがん細胞が採取されていたと考
えられたので検討対象から除外した．CIN2の頻
度はCIN1の1/4以下であった．浸潤癌の発見は
なかった．
年齢別にCINとCISの発見頻度を表1と図2に
示した．CIN1は29歳以下の若年者に多く，年齢

図１　年齢群別受診者数

表１　年齢群別CIN，CIS発見率（2006～2013年）

年齢 受診者数 発見病変
CIN1 CIN2 CIN3 CIS 計

～19 22 2（9.09） 0（0） 0（0） 0（0） 2（9.09）
20～24 831 13（1.56） 1（0.12） 2（0.24） 1（0.12） 17（2.05）
25～29 2085 34（1.63） 5（0.24） 1（0.05） 3（0.14） 43（2.06）
30～34 3218 31（0.96） 12（0.37） 7（0.22） 8（0.25） 58（1.80）
35～39 5459 53（0.97） 10（0.18） 7（0.13） 10（0.18） 80（1.47）
40～44 5597 48（0.86） 15（0.27） 11（0.20） 7（0.13） 81（1.45）
45～49 5578 28（0.50） 5（0.09） 2（0.04） 4（0.07） 39（0.70）
50～54 6296 25（0.40） 8（0.13） 3（0.05） 3（0.05） 39（0.62）
55～59 7127 22（0.31） 5（0.07） 1（0.01） 1（0.01） 29（0.41）
60～64 5372 10（0.19） 2（0.04） 1（0.02） 1（0.02） 14（0.26）
65～69 3057 5（0.16） 2（0.07） 0（0） 0（0） 7（0.23）
70～74 1413 2（0.14） 0（0） 0（0） 0（0） 2（0.14）
75～79 418 0（0） 0（0） 0（0） 0（0） 0（0）

80～ 116 0（0） 0（0） 0（0） 0（0） 0（0）
合計 46589 273（0.59） 65（0.14） 35（0.08） 38（0.08） 411（0.88）

（　）内数字は％
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とともに漸減する曲線を描くが，高年者では漸減
率が緩やかだった．また，CIN2，CIN3はいずれ
も30～39歳にピークを描く一峰性の頻度曲線を
示し，CIN1と対照的な出現頻度の違いを示した．
年齢別に29歳以下と30歳以上とに分けて子宮
頸部上皮内腫瘍発見率をみると，表2に示すよう
に，受診者に占めるCIN1，2，3とCISの合計発
見率はいずれも29歳以下に高率である．ところ
が，高位病変と下位病変との比でみると，30歳
以上の方が29歳以下より約2倍高位病変の比が高
いことがわかった．具体的には，29歳以下では
CIN2以上の患者数（13人）はCIN1の患者数（49
人）の27%であるが，30歳以上ではこの比が56%
と高くなっている．CIN1全体では51%であった．

1年に1回の子宮頸がん検診を初めて受診した

もの（初回受診者），2年連続受診した者，3年連
続受診した者，初回受診後3年，5年間子宮頸が
ん検診を受けなかった者についてCIN，CISの発
見率をみると，表3のとおりで，CIN1は初回受
診者（0.84%）に比し，2年（0.43%），3年（0.37%）
の連続受診者は約半分，ないしそれ以下の比率に
減ずるものの，過去3年（0.78%），あるいは5年
（0.80%）受診歴がないと初回受診者の比に近づ
くこと，同様にCIN2は初回受診者（0.20%）に比
し2年（0.09%），3年（0.07%）連続受診者では，
その半分ないしそれ以下の比率に減ずるものの，
過去3年（0.15%）あるいは5年（0.19%）受診歴が
ないと初回受診者の比率に近づくことが示され
た．この傾向はCIN3，CISについても同じ傾向
であった．

図2　年齢群別にみたCINのグレード別発見頻度

表2　子宮頸がん検診における29歳以前と30歳以降別にみた子宮頸部病変発見率と病変憎悪率（2006～2013年）

受診者数 発見病変
CIN2～/CIN全体 CIN3～/CIN全体

CIN1 CIN2 CIN3 CIS
～29歳 2938 49（1.67） 6（0.20） 3（0.10） 4（0.14） 13/62（21.0） 7/62（11.3）
30歳～ 43651 224（0.51） 59（0.14） 32（0.07） 34（0.08） 125/349（35.8） 66/349（18.9）
合計 46589 273（0.59） 65（0.14） 35（0.08） 38（0.08） 138/411（33.6） 73/411（17.8）

（　）内数字は％．表1を改編したもの．

表3　受診間隔別子宮頸部病変発見頻度（2006～2013年）

受診間隔 受診者数 子宮頸部発見病変
CIN1 CIN2 CIN3 CIS

初回受診者 11572 97（0.84） 23（0.20） 14（0.12） 18（0.16）
2年連続受診 26726 114（0.43） 25（0.09） 10（0.04） 10（0.04）
3年連続受診 21448 80（0.37） 15（0.07） 8（0.04） 8（0.04）
過去3年間受診なし 13028 101（0.78） 19（0.15） 17（0.13） 19（0.15）
過去5年間受診なし 12110 97（0.80） 23（0.19） 14（0.12） 18（0.15）
（　）内数字は％
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考　察
子宮頸がんの自然史は他の臓器がんのそれに比

し，比較的よく解明されている．それは，子宮頸
部が小さな臓器で診察時に直視可能で臓器アクセ
スがよいこと，しかも生検診は麻酔を要すること
なく行え，生検後の出血に対しても圧迫止血など
の簡便な対処法があって生検を行いやすい環境に
あることなどがあげられる．加えて，1983年zur 
Hauzenら 2）によるHPV感染と子宮頸がんとの密
接な因果関係が明らかにされ，子宮頸がんの自然
史解明が飛躍的に進歩した．子宮頸がんの前が
ん病変とされるCINは，病理組織学的に上皮の
下1/3に細胞成熟過程の乱れと核の異常（異形成）
を示す病変を軽度異形成CIN1，上皮の中1/3ま
で異形成がおよぶものを中等度異形成CIN2，上
1/3まで異形成がおよぶものを高度異形成CIN3
とされている 1）．このように段階的な病理形態学
的変化を示すCINは，我々の成績が示すように，
とくに29歳以下の若年者においてCIN1の消退率
が高い．ハイリスクHPVゲノムがepisomalにと
どまり，核内DNAに integrateされない限り単な
るHPV感染に終わること，加えてHPV型の単一
感染は多型感染よりCINの消退率が高いと報告さ
れている．高年になると，CIN1の漸減率は緩や
かになるのでCIN1の管理上年齢のもつ意義は大
切である．逆に，CIN1を1～2年間フォローして
も消退しないものは，がん進展のリスクが増加す
るのでより慎重な対応が必要となる 7-9）．
受診間隔別にCIN1，2，3，CISの発見率をみ

ると，CIN1では2年，3年連続して頸がん検診
を受診すると初回受診者の約半数に減ずるのに対
し，CIN2，CIN3，CISでは2年，3年連続して
受診すると発見率が初回受診者の1/2～1/4に減
ずる．ところが，初回受診後3年あるいは5年受
診間隔をあけると初回受診者の発見率に近づくこ
とは，現行の検診方法における受診者の管理上重
要な成績と思われた．
近年，我が国では細胞診精度管理の一環として，
細胞診の液状検体（LBC）法が急速に普及しつつあ
るが，細胞を（木製）ヘラで擦過し，ガラス面に塗
抹・染色する従来法に比べ，細胞をブラシ擦過採

取して固定液に浸漬する液状検体法では，CIN1
が約2倍多く発見されることが示されている 10）．
両細胞採取法間にCIN2以上の高位病変の発見率
に大きな差はないものの，CINの精度管理上LBC
法の重要性はきわめて高い．
また，CINは年齢とともに，とくに30歳以降
受診者ではその発見率が急速に減ずることが本研
究で示された．とはいっても，ひとたび発見され
たCIN1からCIN2以上の高位病変への進展率は，
29歳以下に比し30歳以上では約1.8倍の高率で
あることはCIN管理上着目しておく必要がある．
30歳以上のCIN1あるいはCIN2は，それより高
位の病変に変化しやすいことを示しており，経過
観察に際し，より入念に診てゆく必要があること
と考えられた．
消退を運命付けられた一過性のCINを，潜在

的に高位病変に進展するCINと区別する方法と
して，最近RT-PCR assayにより判定されたハイ
リスクHPVのE6/E7mRNA検査が役立つこと
を示唆する研究が相次いで報告されている 11）．
HPV E6mRNAは，いろいろのグレードのCIN
から浸潤頸癌に至るまで一様に検出されるが，
E7mRNAは病変のグレード進展とともに検出率
が増加するので，E6mRNAより頸がん発生に一
層かかわりが深いといわれている 12-14）．いまだ，
これは研究段階で実用化までに一定の時間を要す
ると思われるが，CINの管理上興味深く，早期の
実用化が待たれる．

結　語
CINの管理には受診者の年齢と受診間隔による

違いを考慮する必要がある．
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Detection Rate of CIN by Age, and Cervical Cancer Screening Interval

Akiko Maruyama, Kumiko Ishiguro, Tamotsu Hando, Yumiko Kaneda, Eri Kakei, 
Yoshitaka Ishiguro, Hiroyoshi Ogawa, Minoru Murayama

�e Niigata Health Care Association

Abstract
Objective: Cervical cancer is caused initially by HPV infection through sexual contact, 
and age has an important signi�cance with regard to sexual activity. �erefore, we inves-
tigated the detection rate of CIN, a precursor of cervical cancer, by age as well as screen-
ing interval.
Methods: 46,589 women underwent cervical cytology in our cervical cancer screening 
program in the 8 years from 2006 to 2013. �eir results were analyzed together pathohis-
tology results obtained by a designated gynecologic specialist at another location.
Results: The detection rate of CIN1 was 0.59% overall. The rate was higher in young-
er women and less in those of 30 years and above. CIN2 and more serious lesions were 
detected in 51% with CIN1 and the rate was twice as high in those aged 30 and above 
(56%) compared with those up to the age of 29 (27%). �e CIN detection rate declined in 
those undergoing screening for the 2nd or 3rd year compared with those screened for the 
�rst time. �rough having cervical cancer screening every year, the CIN detection rate 
declined gradually, but was about the same as the rate at the �rst screening a�er missing 
screening for 3 or 5 years.
Conclusion: Our results indicate that it is essential to take age and screening interval into 
account in the management and follow up of those with CIN.

Keywords: cervical cancer screening, CIN detection rate, age, screening interval
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腹部超音波検査の受診者満足度の向上を目指して
－受診者アンケート調査－

上森心絵　久保田理子　齋藤久美子　鈴木 淳　海野 均

要　約
目的：腹部超音波検査における接遇の満足度に対するアンケート調査を実施し，分析結果を基に改
善を行い，それによる満足度の向上が可能かを検証する．
方法：平成30年3月5日～12日の人間ドック受診者519名に対し，腹部超音波検査における満足度
（総合満足度，検査室の環境，検査中の痛み，呼吸コントロール，検査についての説明，ゼリーの
拭き取り，検査技師の対応，次回受診希望）および自由記述意見のアンケート調査を実施した．結
果を分析し，改善点を見いだし，改善を行ったうえで，同年3月19日～27日の人間ドック受診者
516名に対し，同内容のアンケート調査を実施した．結果については，満足度および自由記述意見
の集計それぞれについて，改善前後での比較分析をχ 2検定にて行った．
結果：満足度についてはおおむね変化を認めなかったものの，「検査についての説明」，「検査技師の
対応」において満足度の低下を認めた．しかし，今回改善の対象となった「検査についての説明」，「検
査中の痛み」については，自由記述意見の集計の「苦情および提案」における明らかな減少が確認された．
結論：改善による明らかな満足度の向上は確認できなかったものの，自由記述意見の分析において，
改善を行った項目における改善の効果が確認された．また，改善を行う際は，改善に伴い生じ得る
負の部分をあらかじめ予想し，事前に対策を立てることも重要と考えられた．

キーワード 腹部超音波検査，接遇，満足度，自由記述意見

社会医療法人中山会 宇都宮記念病院総合健診センター 連絡先：〒 320-0811栃木県宇都宮市大通り 1-3-16 
Tel：028-625-7831　E-mail：kinen_seiri@nakayamakai.com

緒　言
任意型検診である人間ドックにおいては，対策

型検診と比較し自己負担が大きい分，費用対効果
を期待される傾向があり，スクリーニング検査で
はあるものの，相応の医療技術が要求される 1）．
また，人間ドックにおいては接遇における満足度
も大変重要であり，継続受診を決定づける大きな
要因となる 2）．さらに，次回受診を決定づける要
因として，検査技師の対応が重要であることも示
されている 3）．
社会医療法人宇都宮記念病院総合健診センター

（以下，当施設）では，サービス向上を目指し，お
客様のご意見を入れていただくBOXを常時設置
している．また，定期的にお客様への満足度に関
するアンケート調査を行い，それを分析すること
で改善へと繋げてきた．
検査部門に関しては，放射線検査部門，臨床検
査部門（腹部超音波検査，乳房超音波検査，甲状

腺超音波検査，頸動脈超音波検査，心電図），内
視鏡検査部門に分けて調査を行っている．腹部超
音波検査を筆頭とする各種超音波検査は，比較的
苦痛の少ない検査であり，当施設のデータの分析
においては，苦痛を伴いがちな上部消化管X線検
査やマンモグラフィを行う放射線検査部門，また，
内視鏡検査部門と比較すると，臨床検査部門にお
ける苦情の頻度は小さく，かつ満足度が高い傾向
が示されている．
これまでに，比較的厳しい評価が出る傾向にあ
る放射線検査部門における満足度改善に関する報
告は存在する 4）が，比較的満足度の高い腹部超音
波検査に関する満足度改善に関する報告は，我々
の調べた範囲内では確認できなかった．
今回，腹部超音波検査に特化した，より具体

的な接遇に関するアンケート調査を行うことによ
り，当検査における満足度の実際を把握し，その
結果の分析を基に接遇の改善を行い，さらなる
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満足度の向上を図ることが可能であるか，検証を
行った．

対　象
平成30年3月5日～平成30年3月12日（以下，

前期），平成30年3月19日～平成30年3月27日
（以下，後期）に当施設人間ドックにて腹部超音波
検査を受診された計1,035名を対象に調査を実施
した（前期519名，後期516名）．

方　法
前期においては，人間ドックでの腹部超音波検
査を施行直後，検査技師から直接アンケート用
紙をお渡しし，匿名にて記入をお願いした．記入
後，待合室に設置したBOXに用紙を投入してい
ただいた．アンケート用紙は図1で示すものを使
用した．アンケートは，「総合満足度」を5段階（大
変満足，満足，普通，やや不満，不満）で，「検査

室の環境」，「呼吸コントロール」，「検査について
の説明」，「ゼリーの拭き取り」，「検査技師の対応」
について4段階（とても良い，良い，あまり良く
ない，良くない）で，「検査中の痛み」は4段階（痛
みなし，多少痛みあり，痛かった，とても痛かっ
た）で，次回受診希望については2段階（希望する，
希望しない）で評価するものとした．また，自由
記述欄を設け，自由記述欄の記載内容（以下，自
由記述意見とする）については，『お褒めの言葉』
と『苦情および提案』に区分した．それぞれの内容
については，「検査室の環境」，「検査中の痛み」，「呼
吸コントロール」，「検査についての説明」，「ゼリー
の拭き取り」，「検査技師の対応」，「その他」に分
類したうえで集計を行った．
前期のアンケート結果を集計し，その結果をも

とに改善点の検討を行った．そして，改善項目を
決定し，実際に改善を行うなかで，前期と同様の
手順にてアンケートを実施した（後期）．
前期と後期の比較の統計的解析として，χ 2検定

を行った．統計的解析にはエクセル統計2012を
使用し，有意水準をp<0.05とした．
受診者には，研究発表に利用する可能性がある

旨，また，個人情報を特定できない旨お伝えし，
了承を得ている．
なお，本研究の実施にあたっては，当施設医療
安全管理および倫理委員会の承認を得ている．

結　果
前期における結果は図2のようになった．
「総合満足度」については，大変満足＋満足が

80%以上となること，また，大変満足＋満足＋普
通が95%以上となることを目標に設定していた
が，大変満足＋満足が83.4%，大変満足＋満足＋
普通が99.8%と，いずれも結果として当初より目
標が達成されていることが確認された．
次に，「検査室の環境」，「検査中の痛み」，「呼

吸コントロール」，「検査についての説明」，「ゼリー
の拭き取り」，「検査技師の対応」については，大
変満足＋満足（「検査中の痛み」については，痛み
なし＋多少痛みあり）が95%以上となることを目
標に設定していたが，「検査室の環境」は99.8%，図1　アンケート用紙
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「検査中の痛み」は99.0%，「呼吸コントロール」
は99.9%，「検査についての説明」は96.5%，「ゼ
リーの拭き取り」は97.9%，「検査技師の対応」が
99.8%と，当初より目標が達成されていることが
確認された．
「次回受診希望」については，希望するが95%
以上となることを目標に設定していたが，結果は
99.0%と，当初より目標が達成されていることが
確認された．
以上のように，満足度に関しては総じて良好な
結果となった（図2）．

次に，自由記述意見についての集計については，
『苦情および提案』のなかで多かったものが，「検査
についての説明」が13名（2.50%），「検査中の痛み」
が6名（1.16%），「検査室の環境」が4名（0.77%）
であった．よってこの3項目については改善が必
要と考えられた．ただし，「検査室の環境」につい
てのご意見は，具体的には“検査室をもっと広くし
てほしい”，“検査室が涼しい”，“寒かった”であり，
検査室の拡張および空調の整備が短期間では困難
なことから，今回は改善を見送ることとした．
以上より，「検査についての説明」および「検査

図2　アンケート集計結果
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中の痛み」について改善を行うこととした．
「検査についての説明」についてのご意見は，“事
前に説明がなかった”，“どの臓器を調べるのかを
先に教えて欲しい”，“どの臓器をみているかその
都度教えて欲しい”等であったことから，改善内
容は，①検査開始前にどの臓器を観察するかをき
ちんとお伝えする，②検査時にその都度観察して
いる臓器をお伝えするとした．また，「検査中の
痛み」についてのご意見は，“押しが強い”，“痛み
はないが強く押されるため事前にひと言あるとよ
ろしい”，“両腕をあげていてしびれてしまった”
等であったことから，改善内容は，③消化管の
ガスを避けるために圧迫するということを説明す
る，④苦痛がある場合は申し出ていただくように
お伝えするとした．
以上，合計4つの改善項目をすべての検査部ス

タッフに周知徹底したうえで，後期として，前期
と同内容のアンケート調査を実施し，前期と後期
のデータの比較をχ 2検定にて行った．
図2に示すように，満足度については以下のよ

うな結果となった．「総合満足度」については，有
意差は認められなかった．「検査室の環境」，「検
査中の痛み」，「呼吸コントロール」，「検査につい
ての説明」，「ゼリーの拭き取り」，「検査技師の対
応」の6項目については，「検査についての説明」に
おいてp=0.0168，また，「検査技師の対応」にお
いてp=0.0241と，有意差が認められた．「次回受

診希望」については，有意差は認められなかった．
次に，自由記述意見の集計については，表1に
示すように，『お褒めの言葉』と『苦情および提案』
のそれぞれの総数については，前期および後期の
比較において，有意差は確認されなかった．また，
図3に示すように，『お褒めの言葉』と『苦情およ
び提案』それぞれについて，「検査室の環境」，「検
査中の痛み」，「呼吸コントロール」，「検査につい
ての説明」，「ゼリーの拭き取り」，「検査技師の対
応」，「その他」に分類したうえでの，前期と後期
との比較の結果は，『お褒めの言葉』においては有
意差を認めなかったものの，『苦情および提案』に
おいてp=0.0005と有意差を認めた．内容的には，
「検査中の痛み」および「検査についての説明」につ
いては明らかな減少を，「呼吸コントロール」およ
び「ゼリー拭き取り」および「その他」においては明
らかな増加を認めた．

考　察
腹部超音波検査は，脂肪肝や胆石等の生活習慣

病関連所見の指摘，対策型検診に含まれていない
肝がん，胆嚢がん，膵がん，腎がんの診断に対し

図3　自由記述意見の集計結果2

表1　自由記述意見の集計結果1
お褒めの言葉 苦情および提案

前期 24/519名（4.62%） 26/519名（5.01%）

後期 23/516名（4.46%） 21/516名（4.07%）

p=0.6793
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有効な検査方法である 5）．また，スクリーニング
の腹部超音波検査による肝がん，胆嚢がん，膵が
ん，腎がんの診断における感度，特異度，陽性反
応的中度が良好であり，胃がん検診や大腸がん検
診と同等であることも示されている 6,7）．
以上のような腹部超音波検査の重要性を鑑み，

当施設では，人間ドックについては他施設同様に
基本検査項目を設定し，かつ対策型検診および職
域検診についてはオプション検査としての施行を
積極的に推奨してきた．
また，継続受診の意義も大きいと考え，そのた
めには，検査の精度の向上，および接遇面での改
善が重要であると考えた．腹部超音波検査の精度
管理に関する報告は多数存在するが，接遇面での
改善に関する報告は，我々が調べた範囲内では確
認されなかったことから，今回のアンケート調査
を行うこととなった．
アンケート項目の選定にあたっては，過去に当
施設にて行われた全体のアンケート調査におい
て，受診者の関心が各部門に分散してしまったこ
ともあり，臨床検査部門に対する自由記述意見が
非常に少なかったことから，参考にすることがで
きなかった．よって，受診者の視点に立った際，
これまでの検査経験に基づき，苦情が出る可能性
の高いと予想される項目について，当施設にて腹
部超音波検査を担当する検査技師全員より聞き取
りを行い，最終的に「検査室の環境」，「検査中の
痛み」，「呼吸コントロール」，「検査についての説
明」，「ゼリーの拭き取り」，「スタッフの対応」の6
項目を設定した．
アンケートの結果は，「総合満足度」が目標値を
大きく上回り，「検査室の環境」，「検査中の痛み」，
「呼吸コントロール」，「検査についての説明」，「ゼ
リーの拭き取り」，「スタッフの対応」の6項目もす
べてが目標値を上回っていた．結果として「次回
受診希望」も目標値を大きく上回り，ある程度予
想はされてはいたものの，大変良好な結果である
ことが確認された．
その反面，これらの結果から，改善項目の設定
の手がかりを得ることはできなかった．しかし，
今回は腹部超音波検査のみに絞ったアンケートで

あったことから，自由記述意見の記載の割合が比
較的高く，その集計から，「苦情および提案」につ
いては，「検査についての説明」，「検査中の痛み」，
「検査室の環境」に関するものが多いことが判明し
た．これらのうち，すぐには改善が見込めない「検
査室の環境」を除いた「検査についての説明」，「検
査中の痛み」に絞り，改善項目を設定した．
改善後のアンケートにおいて，満足度について

は，「総合満足度」および「次回受診希望」に関して，
改善前と比較し有意差を認めなかった．しかし，
「検査室の環境」，「検査中の痛み」，「呼吸コント
ロール」，「検査についての説明」，「ゼリーの拭き
取り」，「スタッフの対応」の6項目中，「検査につ
いての説明」，「スタッフの対応」に関して，改善
前と比較し有意差をもって満足度の低下を認め
た．特に，「検査についての説明」については改善
を行ったうえでの満足度の低下であり，皮肉な結
果となった．原因としては，改善に伴い，どうし
ても説明に要する時間が増加してしまったこと，
また，それを挽回するために，結果として検査全
般にわたり急いでしまったことが，満足度の低下
に影響した可能性が考えられた．
自由記述意見については，『お褒めの言葉』およ
び『苦情および提案』のそれぞれの総数に関しては
改善前と比較し有意差が認められず，良い評価を
増加させること，および良くない評価を減少させ
ることの難しさを実感させられた．しかし，『苦
情および提案』を各項目に分類したうえでの改善
前後の比較においては，有意差が認められた．「検
査中の痛み」および「検査についての説明」に関し
ては減少を認め，当初意図した通りの改善の効果
が確認されることとなった．逆に，「呼吸コント
ロール」および「ゼリー拭き取り」に関しては増加
を認めた．「呼吸コントロール」については，“呼
吸ペースが少し早い．”“呼吸指示のペース，もう
少しゆっくりが良い”等の，「ゼリー拭き取り」に
ついては，“ゼリーの拭き取り後，濡れた状態が
気持ち悪いです．最後にもう一度拭いたほうがい
いと思います”，“検査後のゼリーの拭き取りは自
分でやりたい”等のご意見が認められ，これらに
ついても，説明に要する時間の増加を挽回すべく，
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検査全般にわたり急いでしまったことが反映され
たものと考えられた．また，「その他」に関しても
0件から3件へと増加を認めたが，全3件中2件が
“混雑するのでもう少しスムーズに受診できるよ
うにして欲しい”，“待ち時間が長かった”と，待
ち時間に関するご意見であり，これも説明に要す
る時間が増加してしまったことを裏付けるものと
考えられた．
今回のアンケート調査は，もともと満足度が比

較的高い状況における改善の試みであった．それ
ゆえ，数値として示される満足度の向上は当初よ
り難しいことは予想されていたが，結果としては，
残念ながら満足度の向上を示すことはできなかっ
た．しかし，自由記述意見の分析により満足度調
査ではみえない有意義な結果が導き出されたとす
る報告 8）もあり，今回のアンケート調査にても，
自由記述意見の分析により，満足度の分析のみで
は困難であった問題点の指摘が可能となり，それ
に基づき改善を試みた「検査中の痛み」および「検
査についての説明」については，自由記述意見の
『苦情および提案』における明らかな減少を確認す
ることができた．今後も，さらなる改善を試みる
に当たり，自由記述意見の分析は重要な位置を占
めるものと考えられた．
ただし，改善に伴い検査時間および待ち時間の
増加する可能性までは考慮していなかったため，
予想外の負の効果が確認された．結果としては「次
回受診希望」に対する明らかな影響は認めなかっ
たものの，待ち時間は次回受診希望と相関する重
要な項目であり 3,9），改善を行うにあたっては，絶
えず念頭に置くべきものと考えられた．

結　語
元来苦痛の少ない腹部超音波検査においては，
満足度の分析のみでは接遇における改善点の指摘

は困難であったが，自由記述意見の分析により，
それが可能となった．今回，接遇の改善を行うこ
とにより，明らかな満足度の向上は数値としては
確認することはできなかったものの，自由記述意
見の分析において，改善を行った項目における『苦
情および提案』の明らかな減少が確認できた．ま
た，改善を行う際は，改善に伴い生じ得る負の部
分をあらかじめ予想し，事前に対策を立てること
も重要と考えられた．

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）にて発表した．
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Improving Satisfaction of Abdominal Ultrasonography Examinees: 
Questionnaire Survey of Examinees

Nakae Uemori, Riko Kubota, Kumiko Saitou, Atsushi Suzuki, Hitoshi Umino

Utsunomiya Memorial Hospital General Medical Examination Center

Abstract
Objective: To carry out a questionnaire survey regarding satisfaction with abdominal 
ultrasonography customer service and analyze the results, make improvements based on 
them and investigate whether it would be possible to raise satisfaction by doing this.
Methods: From March 5 to 12 2018, we carried out a questionnaire survey of 519 health 
check-up examinees regarding their satisfaction with abdominal ultrasonography (overall 
satisfaction, satisfaction regarding examination room environment, pain during examina-
tion, breathing control, explanation of exam, wiping o� jelly, actions of ultrasonographer, 
desire to have ultrasonography at next check-up) as well as freely-expressed opinions. We 
analyzed the results and identi�ed points for improvement. Having made improvements, 
we then carried out another questionnaire survey with the same content of 516 health 
check-up examinees from March 19 – 27 of the same year. Next, we performed a com-
parative analysis of the aggregated results for satisfaction and freely expressed opinions, 
for before and a�er improvements, using the χ2 test.
Results: While no overall change in satisfaction was observed, there was a drop in satis-
faction regarding “explanation of exam” and “actions of ultrasonographer”. However, for 
“explanation of exam” and “pain during exam”, which had been targeted for improve-
ment, there was a marked decrease in “complaints and suggestions” in the aggregated 
freely expressed opinions. 
Conclusion: While the results revealed no clear improvement in satisfaction level, in the 
analysis of freely expressed opinions, the e�ects of improvements in the targeted items 
were observed. Also, in making improvements, it was considered important to foresee 
any negative consequences they might have and take measures to prevent them.

Keywords: abdominal ultrasonography, customer service, satisfaction level, freely ex-
pressed opinion
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人間ドックにおける大腸 CT検査
－大腸がん一次検診としての有用性－
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要　約
目的：大腸CT検査（CT colonography：以下，CTC）による大腸がん一次検診の検診成績を全大腸
内視鏡検査と比較し，その有用性を検討した．
対象：2010年4月～2017年3月までにCTCにて大腸がん一次検診を受診した5,341名（男性3,242
名，女性2,099名），年齢18～89歳（平均年齢55.8 ± 10.8歳）を対象とし，要精検率，精検受診率，
腫瘍発見率，陽性反応適中度，がん発見率を算出し，全大腸内視鏡検査（total colonoscopy：以下，
TCS）による大腸がん一次検診成績と比較検討した．また，同様に腸管外病変の検出能についても
評価した．
結果：CTCの要精査率9.4%（500/5,341），精検受診率74.6%（373/500），大腸腫瘍発見率5.4%
（291/5,341），陽性反応適中度78.0%（291/373），がん発見率0.34%（18/5,341），初回受診がん
発見率0.38%（17/4,428）であった．TCSの総受診者数は20,458名（平均年齢57.1 ± 10.3歳）で，大
腸腫瘍発見率4.8%（987/20,458），がん発見率0.26%（53/20,458），初回受診がん発見率0.31%
（34/11,129）であった．腸管外病変の要精査率0.75%（40/5,341），精検受診率75.0%（30/40），が
んを含む高リスク疾患の発見率は0.17%（9/5,341）であり，肺がん1例，膵がん1例，濾胞性リン
パ腫1例，膵管内乳頭粘液性腫瘍3例，膵粘液性嚢胞腫瘍1例，腹部大動脈瘤2例が発見された．
結語：CTCによる大腸がん一次検診成績は，TCSと比較して同等で，任意型検診への導入には問題
ないと考えられた．臨床上有意な腸管外病変の頻度は少ないものの，重大な疾患もみつかるため評
価すべきと考えられた．

キーワード 大腸がん，大腸 CT検査，任意型検診，人間ドック

1）済生会熊本病院  予防医療センター 
2）済生会熊本病院  中央放射線部

連絡先：〒 861-4193熊本県熊本市南区近見 5-3-1 
Tel：096-351-1011　E-mail：katsuhiko-mitsuzaki@saiseikaikumamoto.jp

はじめに
米国では，2000年以降，平均リスクとされ

る50歳以上の大腸がん罹患率が32%，死亡率は
34%減少しており，その要因の一つに検診受診
率の増加が挙げられている 1）．一方，本邦におけ
る大腸がんの死亡率は増加傾向にあり，2018年
のがん統計予測では，大腸がん罹患数が15万人
以上で全がんのトップとなり，男女合わせて5万
3,000人以上が大腸がんによって亡くなると予測
されている 2）．大腸がんは早期に発見すれば予後
が良好ながんであり，大腸がんによる死亡率を低
下させるには，早期発見し早期治療に結びつける
ことが重要となる．その鍵は検診受診率および精
検受診率向上であるが，本邦における検診受診率
および精検受診率は低迷している．その要因の一

つとして，便潜血陽性者の精密検査である全大腸
内視鏡検査（total colonoscopy：以下，TCS）は，
前処置が大変で苦痛を伴うという認識から敬遠
していることが考えられる 3）．そこで，苦痛が少
なく低侵襲で安全な検査として大腸CT検査（CT 
colonography：以下，CTC）が普及し，便潜血陽
性者の精密検査の一つとして導入も検討されてい
る．当センターでは，内視鏡検査をゴールドスタ
ンダードとしたCTCの精度検証を行い，CTCの
精度は良好であることを確認し 4），2010年より人
間ドックにCTCを導入し，その精度も良好であ
ることを報告した 5）．本研究では，我々が行って
きたCTCによる大腸がん一次検診成績をTCSに
よる一次検診成績と比較し，その有用性について
検討したので報告する．また，腸管外病変の評価
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についても併せて検討した．

対象および方法
CTCは，2010年4月～2017年3月までに大腸

がん一次検診を受診した5,344名中，腸管拡張不
良のため診断不能であった4例，前処置が完遂で
きなかった3例を除外した5,341名（男性3,242
名，女性2,099名），年齢18～89歳（平均年齢
55.8±10.8歳）を対象とした．TCSは，2003年4
月～2016年3月まで大腸がん一次検診として受診
した20,519名中，前処置が完遂できなかった12
例および内視鏡挿入中断例49例を除く20,458例
（男性14,548名，女性5,910名），21～89歳（平
均年齢57.1±10.3歳）を対象とした（図1）．前処
置は前日法1,282名（等張法715名，高張法567
名），当日等張法4,059名であり，腸管洗浄剤に
はpolyethylene glycol（スクリットⓇ，ムーベンⓇ，

モビプレップ配合内用剤Ⓡ）あるいはクエン酸マ
グネシウム（マグコロールPⓇ）を用いた（表1）．ま
た，便標識（タギング）にはガストログラフィンⓇ，
あるいは臨床研究用のCTC専用バリウム（バリウ
ム濃度25w/v%）を用いた．なお，臨床研究用の
CTC専用バリウムを用いる場合には，当院倫理委
員会承諾のもと，本人の書面同意を得て使用した．
検査3日前よりセンノシド2錠ずつ内服し，検査
前には低残渣食の指導と2015年より検査食を提
供した．
安定した腸管拡張を得るために，禁忌例以外

は鎮痙剤（セスデンⓇ 7.5mg）を腸管拡張前に筋注
した．炭酸ガス自動注入器 KCS-130（杏林システ
マック，埼玉），もしくはプロトCO2L（エーザ
イ，東京）を用いて腹臥位および背臥位の二体位
を撮像した．使用したCT装置は64列マルチス
ライスCT AquilionTM 64（キヤノンメディカルシ
ステムズ，栃木）で，ワークステーションはZIO 
STATION N610（ザイオソフト，東京）を用いて
解析を行った．CTの撮影範囲は横隔膜上から恥
骨下縁までとし，撮像条件は管電圧120kV，管
電流100mA，ガントリ回転速度0.5sec，コリー
メーション0.5mm×64，FOV 320mm，ヘリカ
ルピッチ0.83で撮像した．撮像後0.5mmスライ
ス厚で再構成し，再構成間隔は0.5mm（画像枚数
1,000枚程度）をワークステーションに転送した．
200例以上のトレーニング症例で画像解析の研修
を行った臨床放射線技師が，画像構築ならびに一
次チェックを担当した．二次読影は20年以上の
消化器診療歴があり，1,000例以上のCTC読影経

表1　前処置
前処置法 腸管洗浄剤 用量（mL） 造影剤 実施数

前日等張法

クエン酸マグネシウム
（マグコロールP）100g 900 or 1800

CTC用バリウム 10
ガストログラフイン 656

PEG 2000
CTC用バリウム 1
ガストログラフイン 48

前日高張法 クエン酸マグネシウム
（マグコロールP）50g 150

CTC用バリウム 545
ガストログラフイン 22

前日法 計1282

当日等張法

クエン酸マグネシウム
（マグコロールP）100g 1800 ガストログラフイン 101

PEG
1300～2000 ガストログラフイン 3876

なし 82
当日法 計4059

PEG：polyethylene glycol，ムーベンⓇ，モビプレップⓇ，CTC用バリウム：臨床研究用（バリウム濃度25w/v%）

図1　Study Flow Chart
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験のある放射線科医が行った．要精査とする腸管
内病変の大きさは6mm以上とし，腸管外病変の
評価も併せて行った．

TCSは標準的な前処置（polyethylene glycol 2L）
で行い，6mm以上の大腸ポリープを要治療の対
象とした．
評価項目として，CTCを用いた一次検診にお

ける腸管内病変の全受診者および初回受診者別の
要精検率，精検受診率，大腸腫瘍発見率，陽性反
応適中度およびがん発見率を算出し，TCSの成績
と比較検討した．初回受診は，検査を初めて受診
する者または前回受診から5年以上の受診間隔の
者を初回受診として取り扱った．また，腸管外病
変について要精検率，精検受診率および高リスク
疾患発見率の評価も行った．

結　果
CTC，TCSの初回受診数（率）はそれぞれ4,428

名（82.9%），11,129名（54.4%）で，CTCの初回
受診者が多い結果であった．CTC，TCSの一次検
診成績および腸管外病変の評価を表2に示す．全
受診者別の要精検数（要精検率）は500例（9.4%），
精検受診者数（精検受診率）は373例（74.6%），大
腸腫瘍発見数は291例（大腸がん18例，大腸がん
以外の腫瘍273例），陽性反応適中率78.0%，大
腸腫瘍発見率5.1%，がん発見率0.34%であった．
初回受診の大腸腫瘍発見率は5.4%，がん発見率
は0.38%であった．一方，TCSによる一次検診
では，全受診者別の大腸腫瘍発見数987例（大腸
がん53例，大腸がん以外の腫瘍934例）で，大腸
腫瘍発見率4.8%，がん発見率0.26%であり，初
回受診者の大腸腫瘍発見率5.3%，がん発見率は
0.31%であった．初回受診者に限定した成績でも

表2　大腸がん一次検診成績

受診者数 要精検者数
（要精検率）

精検受診者数
（精検受診率）

がん発見数
（がん以外の腫瘍）

陽性反応
適中度

がん発見率
（腫瘍発見率）

CTC 5341 500（9.4%） 373（74.6%） 18（273） 78.0% 0.34%（5.4%）
初回受診 4428 346（7.8%） 292（84.4%） 17（221） 81.5% 0.38%（5.4%）

TCS 20458 N/A N/A 53（934） N/A 0.26%（4.8%）
初回受診 11129 N/A N/A 34（561） N/A 0.31%（5.3%）

EL 5341 40（0.75%） 30（75.0%） 9* 30.0% 0.17%☨

CTC：CT colonography，TCS：total colonoscopy，EL：extracolonic lesion，N/A：not available
*：がんを含む高リスク疾患数，☨：高リスク疾患発見率
高リスク疾患：肺がん 1例，膵がん 1例，濾胞性リンパ腫 1例，膵管内乳頭粘液性腫瘍 3例，膵粘液性嚢胞腫瘍 1例，腹部大動脈瘤 2例

表3　発見大腸がん
年齢 性別 占拠部位 肉眼型 大きさ（mm） 組織型 深達度 治療法 病期

1 75 男性 横行 Ⅰs+Ⅱc 19 中分化 SM 腹腔鏡下手術 Stage Ⅰ
2 55 男性 直腸 Ⅰsp 20 高分化 M ESD Stage 0
3 68 男性 盲腸 Ⅰs 24 高分化 M ESD Stage 0
4 58 男性 S状 Ⅰp 13 高分化 M polypectomy Stage 0
5 50 女性 下行 Ⅰs 10 高分化 M polypectomy Stage 0
6 59 男性 下行 Ⅱa 5 高分化 M EMR Stage 0
7 76 男性 S状 Ⅱa+Ⅱc 11 高分化 M ESD Stage 0
8 60 女性 S状 Ⅰsp 10 高分化 M polypectomy Stage 0
9 65 男性 S状 Ⅱa（LST-G） 30 高分化 M ESD Stage 0

10 50 女性 直腸 Ⅱa 7 高分化 M ESD Stage 0
11 74 女性 盲腸 Ⅱa（LST-G） 25 高分化 M 腹腔鏡下手術 Stage 0
12 54 男性 上行 Ⅰp 6 高分化 M polypectomy Stage 0
13 55 男性 上行 Ⅰsp 15 高分化 M ESD Stage 0
14 61 女性 上行 Ⅰsp 9 高分化 M EMR Stage 0
15 79 女性 上行 Type 2 12 中分化 SE 腹腔鏡下手術 Stage Ⅱ
16 71 男性 S状，直腸 Type3，Type2 70, 50 中分化 SE，A 開腹手術 Stage Ⅲa
17 57 男性 S状 Type1 25 中分化 SE 開腹手術 StageⅡ
18 67 男性 S状 Type2 45 中分化 SE 開腹手術 StageⅡ

M；粘膜内，SM：粘膜下組織，SE：漿膜面に露出，A：外膜まで到達．ESD：endoscopic mucosal dissection, EMR：endoscopic mucosal resection
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CTCはTCSより大腸腫瘍発見率および大腸がん
発見率がほぼ同等であった．なお，CTCにおいて
対象期間中に腸管穿孔1例，苦痛に伴う迷走神経
反射18例を経験したが，腸管穿孔は手術にて快
復し 6）迷走神経反射も数時間内に全例改善した．

CTCにて発見された大腸がんの一覧を表3に示
す．18例19病変が発見され，早期がん14例14
病変，進行がん4例5病変であった．早期がんは，
1例（SM癌）を除いてすべて粘膜内癌であった．
10mm以下の大腸がんも4例（22.2%）発見され，
最小5mm大の腺腫内癌がCTCで指摘されていた
（図2）．
腸管外病変の要精検数（要精検率）は40例

（0.75%），精検受診者数（精検受診率）30例
（75.0%）で，2例のがん（肺がん1例，膵がん1例）
を含む重大な疾患（高リスク疾患）として，濾胞性

リンパ腫1例，膵管内乳頭粘液性腫瘍3例，膵粘
液性嚢胞腫瘍1例，腹部大動脈瘤2例が発見され，
高リスク疾患の発見率は0.17%であった（図3）．

考　察
CTCの検査精度はTCSと比較し非劣性である

という報告 7-10）が各国からなされ，米国では大腸
がん検診のプログラムにCTCが組み込まれてい
る 11,12）．本邦でもTCSと比較し安全で楽な検査と
して普及し始めている．本研究では任意型検診に
おけるCTCによる一次検診成績をTCSの検診成
績と比較した．
ポリープの大きさ別にみたadvanced histology

（絨毛もしくは鋸歯状腺腫，高度異型性，浸潤癌）
を有する頻度は，5mm以下で1.2%，6～9mmで
5.4%，10mm以上で28.9%といわれ 13），CTCに

図2　59歳 男性（症例番号6）
a） 腹臥位の仮想内視鏡画像では，下行結腸に6mm大の表面型病変（IIa）を認める（矢印）．
b） 仮想内視鏡+多断面再構成画像では，残液が高吸収に標識されているため，病変部分が欠損像として認識可能である（矢頭）．
c） 精密検査の全大腸内視鏡検査にて，CTCで指摘した同部位に表面型（IIa）の隆起性を認めた（矢印）．大きさは5mm大と小さいもの
の腫瘍中心部にびらんを認め，悪性腫瘍も疑われ，内視鏡的粘膜切除術（EMR）を実施した．

d） 病理組織診断では，高分化型腺癌と診断され，最終診断は0-IIa（粘膜内癌）であった．
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てターゲットとする病変の大きさは一般的に6mm
以上である 11）．本研究ではターゲットとする病変
サイズを6mm以上とし，その要精査率は9.4%
であった．欧米の大規模試験による報告 7,14,15）で
は，6mm以上の病変の要精査率は7.7%～33.3%
前後とされており，要精密検査にする病変の大
きさの閾値を大きくすると要精査率は減少する．
Johnsonら 7）は，5mm以上の病変を対象にすると
17%，6mm以上の病変を対象にすると12%の要
精査率になると算出している．また，Kimら 15）は
CTC後にTCSへ誘導した，いわゆる要精査率は
7.9%（246/3,120）と報告している．過去の報告
に照らし本研究の要精査率9.4%は妥当な値と考
えられる．
精検受診率は74.6%（初回受診者84.4%）であ

り，精検受診後の未返信例や未受診例もあると思
われるが予想外に低い結果であった．当センター
では検査当日に医師がCTC画像を見せながら結
果説明し，要精検者には保健指導も行っている
にも関わらず精検未受診者が少なからず存在す
る．CTCでポリープの存在が疑われても，頑なに
TCSを嫌悪する受診者がいることが推察される．
今後は，精密検査の重要性を啓蒙し電話やはがき

等によるコール・リコールも強化する必要がある．
CTCによる大腸腺腫および大腸がん発見率は

TCSとほぼ同等の成績で，初回受診者に限定して
もCTCの大腸がん発見率もTCSと比較し同等以
上の発見率であり，CTCによる大腸がん一次検
診は有用な方法と考えられた．
一般的に，CTCにおける腸管外病変の要精査
率は約10%程度であり 16-19），悪性腫瘍や腹部大
動脈瘤など重大な疾患（高リスク疾患）の発見率は
0.5%前後である 16,18,20）．本研究における要精査
率は0.7%と従来の報告と比べ極端に低い．この
理由として，本研究がCTCと腹部超音波検査を
併用したがんドックの受診者が大部分を占めたた
め，腹部超音波検査の所見を優先し，CTCで拾
い上げた腸管外病変の判定を下げた結果によると
考えられた．また，今回の高リスク疾患の発見率
（0.17%）が従来の報告（0.5%）より低くなった要
因として，本研究の対象年齢が低かったことが推
察される．
腸管外病変を診断する際の課題は，被ばく量の

増加，要精査者の精神的負担増と医療費増加など
の不利益が生じる点である．7～8mSvの実効線量
を用いたCTC検査のリスクベネフィットモデル

図3　56歳 男性
a） CTCの冠状断像（a）にて腸間膜リンパ節腫大を認めた（矢印）．上行，S状結腸にはタギング用バリウムを認める（矢頭）．
b） 精密検査のPET/CTでは腸間膜リンパ節に一致した異常集積を認め，腸管膜リンパ節由来の濾胞性リンパ腫と診断された．
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分析による 21）と，「50歳～80歳の被験者が5年毎
にCTCを受診しがんが発見される利益が，被ば
くによって誘発され得るがんの不利益より明らか
に勝っている」とされる．近年の報告 22）では50施
設以上のスクリーニングプロトコールの集計から
得られたCTCの実効線量の中央値は4.4mSvであ
り，低線量化が図られている．新しい再構成法で
ある逐次近似再構成法を用いると，約40～50%
程度の被ばく低減が可能で，1mSv程度の超低線
量で腸管内病変の検索は可能である 23）．しかしな
がら，超低線量で撮影した場合には画像ノイズが
増え腸管外臓器の評価は困難となる．

CTC単独では重要性の低い腸管外病変を多数拾
い上げ，受診者の精神的負担増や医療費の冗費に
繋がるという不利益を考慮する必要があり，腸管
外臓器を評価するかどうか議論の余地は残る．本
研究のように，頻度は少ないものの重大な腸管外
病変も発見されるため無視できない．また，腸管
外病変の評価が同時にできるという期待感でCTC
を受ける受診者も多い．個人のリスクを下げる目
的の任意型検診では，被ばく量やCTCの精度も含
め事前に説明し同意を得たうえで，被ばく低減に
努め，腸管外病変を評価できる必要最小限の低線
量で撮影することは差し支えないと考えられる．
本研究の第一の limitationは，CTCとTCSの
対象集団の規模と背景が異なる点だが，初回受診
者に限定したCTCの検査精度もTCSと同等であ
り，本研究の精度検証の質は担保されていると考
えられる．第二の limitationはCTCではさまざま
な前処置が施行され，前処置ごとの精度検証が
厳密になされていない点である．すべての前処置
の精度検証は行っていないが，主要な前処置の
精度検証を行いその精度は良好であることを確認
し 4,5,24,25），現在では薬機法にて承認されたCTC

用バリウム（コロンフォートⓇ）を用いた前処置を
行っている（表4）．

CTCによる大腸がん一次検診成績は良好であ
ることは確認されたが，今後，画質劣化の低減を
図りながら低線量化を行い，高い精度を担保する
前処置，撮影，読影システムを構築していくこと
が望まれる．

結　語
CTCによる大腸がん一次検診績はTCSと比較

しても良好で，任意型検診への導入には問題ない
と考えられる．人間ドックにおけるCTCによる
腸管外病変の評価については，頻度は少ないもの
の重大な疾患も発見されるため，画質を担保した
低線量で撮影し評価すべきと考えられた．

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）のプレナリーセッション
において発表した．
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Utility of Computed Tomography Colonography for Primary Colorectal Screening
in Comprehensive Health Check-ups
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Katsuhiko Matsuda2), Takashi Sakamoto2), Yasusi Ezaki1), Moritaka Suga1)

1) Center for Preventive Medicine, Saiseikai Kumamoto Hospital
2) Department of Radiology, Saiseikai Kumamoto Hospital

Abstract
Objective: We assessed the utility of computed tomography colonography (CTC) in pri-
mary screening for colorectal cancer in comparison with that of total colonoscopy (TCS).
Methods: A total of 5,341 subjects (3,242 males and 2,099 females, mean age 55.8 ± 10.8 
[range 18 – 89]) who underwent primary screening for colorectal cancer using CTC from 
April 2010 to March 2017 were included in our study. We calculated the recall rate, con-
sultation rate, tumor detection rate, positive predictive value, and cancer detection rate 
for CTC and compared them with those for TCS in primary colorectal cancer screening 
during the period 2003–2016. We also evaluated the screening for extracolonic diseases 
by CTC.
Results: With CTC, the recall rate, consultation rate, tumor detection rate, positive pre-
dictive value, cancer detection rate, and detection rate for �rst examination for colorec-
tal cancer were 9.4% (500/5,341), 74.6% (373/500), 5.4% (291/5,341), 78.0% (291/373), 
0.34% (18/5,341), and 0.38% (17/4,428), respectively. Of 20,458 subjects who underwent 
TCS (mean age 57.1 ± 10.3), the colorectal tumor detection rate, cancer detection rate, 
and detection rate for �rst examination were 4.8% (987/20,458), 0.26% (53/20,458), and 
0.31% (34/11,129), respectively. In the evaluation of screening for extracolonic lesions by 
CTC, the recall rate, consultation rate, and detection rate of high-risk lesions were 0.75% 
(40/5,341), 75.0% (30/40), and 0.17% (9/5,341), respectively. �e high risk lesions detect-
ed were one case of lung cancer, one of pancreatic cancer, one of follicular lymphoma, 
three cases of intraductal papillary mucinous neoplasia of pancreas, one of mucinous cys-
tic neoplasia of pancreas, and two cases of abdominal aortic aneurysm.
Conclusion: �e use of CTC for opportunistic screening may be feasible because its di-
agnostic accuracy for primary colorectal cancer was equivalent to that of TCS. Although 
the rate of detecting clinically signi�cant extracolonic lesions using CTC was very low, we 
should still use it to evaluate such lesions because serious diseases were found. 

Keywords: colorectal cancer, CT colonography, opportunistic screening, comprehensive 
health check-up
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症例報告 人間ドック 34：621-626，2019

健診上部消化管内視鏡検査が契機となり診断した
胃底腺型胃癌の 2例

藤井郁英　鈴木千衣子　岡本恭典　三好正規

要　約
目的：Helicobacter pylori未感染の萎縮のない胃粘膜で発見され，微小でも高率に粘膜下層浸潤が認
められる胃底腺型胃癌が注目されている．健診内視鏡検査が契機で診断した2症例を報告する．
症例1：60歳代女性．健診時内視鏡検査で，胃穹窿部大弯に表面樹枝状血管拡張を伴う褪色調扁平
隆起を認めた．背景胃粘膜に萎縮はなかった．生検結果はgroup2で，胃底腺型胃癌を否定できず，
内視鏡的粘膜下層剥離術（ESD）を行い，最終病理診断は『管状腺癌，胃底腺型胃癌を考える．最大
径4mm，pT1b1（SM1）』であった．
症例2：50歳代男性．20xx年の内視鏡検査で，胃体上部大弯後壁寄りに表面樹枝状血管拡張を伴
う褪色調広基性隆起を認めたが，生検では group 1であった．背景胃粘膜に萎縮はなかった．1年
後の内視鏡検査では変化はなかったが，2年後わずかな増大と出血を認めた．生検では，幽門腺腺
腫を除外する必要性を指摘されたため，精査を勧めたが，再検査を受けられなかった．3年後の健
診時内視鏡時生検結果はgroup 4であり，ESDを行い，その病理診断は『胃底腺型胃癌18×15mm，
pT1b2（SM2）』であった．
結論：腫瘍径4mmで粘膜下層浸潤が認められた1例と，初回生検group 1で，確定診断まで3年を
要し，内視鏡的治療適応外になった胃底腺型胃癌の症例を経験した．本疾患の浸潤特性，内視鏡お
よび病理所見の特徴を認識するとともに，生検で確定診断がなくても，特徴的内視鏡所見が認めら
れたら，早めの専門医療機関紹介が望ましいと思われた．

キーワード 胃底腺型胃癌，樹枝状血管，微小胃がん，粘膜下層浸潤

医療法人協愛会 阿知須共立病院  総合健診センター 連絡先：〒 754-1277山口県山口市阿知須 4841-1 
Tel：0836-65-2711　E-mail：fujii@kyoai.or.jp

はじめに
2010年にUeyama，Yaoら 1）が胃がんの新しい

組織亜型として「胃底腺型胃癌」を提唱した．以降，
Helicobacter pylori（H.pylori）未感染の萎縮のない
胃粘膜で発見され，微小でも高率に粘膜下層浸潤
が認められる胃底腺型胃癌が注目されている．当
施設における健診時上部消化管内視鏡検査で，腫
瘍径4mmで粘膜下層への浸潤が認められた1例
と，初回生検 group 1で，確定診断まで3年を要
した1例を経験したので，文献上の考察を加えて
報告する．

症例1
60歳代，女性．
健診内視鏡検査で胃穹窿部大弯に樹枝状血管拡

張と黒褐色点状色素沈着を伴う褪色調扁平隆起を

認めた（図1a，b，c）．抗H.pylori IgG抗体陰性
で，背景胃粘膜に萎縮を認めなかった．生検結果
はgroup 2で，胃底腺型胃癌を否定できない（図2）
ため，専門医療機関に紹介した．内視鏡的粘膜下
層剥離術（ESD）で切除された病理組織は，腫瘍の
最大径は約4mmで，主細胞に類似した好塩基性
細胞を主体とし，細胞異型は軽度であった．免疫
染色ではMUC6（+），MUC5AC（–），MUC2（–），
CD10（–），p53（–）で，胃型粘液形質を呈し，胃
底腺型胃癌を考えるという診断であった．深達度
はpT1b1，SM 300μmの深部浸潤が認められた
が，リンパ管侵襲，静脈侵襲ともに陰性で，水平
方向および垂直方向ともに断端陰性であった．

症例2
50歳代，男性．



人間ドック　Vol.34  No.4  2019年74 ( 622 )

図1　症例１：健診時胃内視鏡所見
a：遠景にて胃穹窿部大弯に黒褐色点状色素沈着を伴う微小な隆起を認めた．背景胃粘膜に萎縮を認めない．矢印は病変の局在部位を示す．
b：近接像 . 表面樹枝状血管拡張と黒褐色点状色素沈着を伴うやや褪色調の扁平隆起性病変．
c：インジゴカルミン撒布像．

図2　症例1：生検病理所見 group 2
胃底腺型胃癌を否定できない .

a

b c
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20xx年の内視鏡検査では，胃体上部大弯後壁
寄りに樹枝状血管拡張を伴う褪色調広基性隆起
（図3a）を認めたが，生検結果はgroup 1であった．
抗H.pylori IgG抗体は陰性で，背景胃粘膜に萎縮
を認めなかった．1年後の内視鏡検査では，病変
の大きさ，形状に著変を認めなかった（図3b）．2
年後褪色面のわずかな増大とにじむ出血を認めた

（図3c）．生検で，幽門腺腺腫を除外する必要性を
指摘された（図4a）ため，精査を勧めたが，再検
査を受けられなかった．3年後の健診時内視鏡検
査では病変に著変を認めなかった（図3d）が，生
検結果は group 4であった（図4b）．免疫染色で
は，腸型粘液形質MUC2，CD10は陰性で，表
面がMUC5AC陽性腺窩上皮に覆われ，MUC6

図3　症例2：50歳代，男性，健診時胃内視鏡所見
a：20xx年．胃体上部大弯後壁寄りに樹枝状血管拡張を伴う褪色調広基性隆起を認めた．背景胃粘膜に萎縮性変化を認めない（生検結果：group 1）．
b：1年後．病変の大きさ，形状に著変を認めなかった．c：2年後．褪色面がやや増大し，にじむ出血を認めた．d：3年後．前年度と著変を認めなかった．

図4　症例2：生検病理所見
a：2年後．幽門腺腺腫の除外が必要であった．b：3年後．group 4. 胃底腺型胃癌が疑われた．

a

c

b

d

a b
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陽性で胃型粘液形質を示し，pepsinogen-IとH+/
K+ATPaseが局所的陽性で胃底腺型胃癌が疑われ
た．p53過剰蛋白の発現も認められた．専門医に
紹介し，ESD後の病理組織診断は，胃底腺型胃癌
であった．腫瘍の大きさは18×15mm，pT1b2，
SM 1,000μmの深部浸潤が認められた．リンパ管
侵襲，静脈侵襲ともに陰性で，水平方向および垂
直方向ともに断端陰性であった．内視鏡的切除の
適応外病変のため，腹腔鏡下噴門側胃切除術が施
行され，術後最終診断はT1b，N0，M0，stage IA
であった．

考　察
H.pylori感染は胃がん最大の要因であるが，感

染率の低下に伴い，人間ドックなど健診分野にお
いても，H.pylori未感染胃がんが注目されるよう
になったきている．H.pylori未感染者では，食道
胃接合部がんのほかに，M領域の褪色調粘膜を特
徴とする印鑑細胞癌と胃底腺型胃癌に注意しなけ
ればならない．
胃底腺へ分化を示す胃がんは2007年にTsukamoto
ら2）が1例を報告し，その後Ueyamaら1）が2010年
に胃底腺型胃癌（主細胞優位型）という名称で新し
い概念として提唱した．基本的にはH.pylori感染
を伴わない症例が多く，H.pylori未感染胃がんの一
つとして考えられ，注目されている．その内視鏡
的特徴として，①粘膜下腫瘍様平坦隆起，②白色
調，③拡張した樹枝状の血管，④背景粘膜に萎縮
性変化を認めないの4つが報告されている 3）．典
型例はこれらの4つの所見をすべて伴うことが多
いが，平坦・陥凹型も存在している．
確定診断には，免疫染色による細胞分化の確認

が必要である．免疫組織学的特徴として，胃底腺
細胞に特異的であるMUC6（頸部粘液細胞のマー
カー），pepsinogen-I（主細胞のマーカー）または
H+/K+ATPase（壁細胞のマーカー）が陽性となる．
典型例では腸型マーカーMUC2（杯細胞のマー
カー），CD10（小腸刷子縁のマーカー）は陰性であ
るが，進行した症例では腸型形質を伴うこともあ
る．基本的には表面が非腫瘍性上皮で覆われた粘
膜下腫瘍様形態を呈し，粘膜深層を主体に増殖す

るため，小さくても粘膜下浸潤が認められる．多
くの症例は低異型度，低い増殖活性，p53蛋白の
過剰発現はまれで，悪性度は低く，予後良好と考
えられていたが，悪性度の高いものも発見される
ようになってきた 4,5）．また，胃底腺型胃癌の一組
織亜型として，胃底腺への分化に加え腺窩上皮に
類似した分化を示し，MUC5AC（腺窩上皮細胞の
マーカー）が陽性となる「胃底腺粘膜型胃癌」があ
り，悪性度が高い可能性があると考えられている
が，さらなる解析が必要である 3）．
自験例は2症例ともに抗H.pylori IgG抗体は陰
性で，背景胃粘膜に萎縮性変化を認めなかった．
病変の内視鏡的形態は異なるが，2例ともやや褪
色調で，表面に樹枝状血管拡張が認められた．
症例1は病変が小さく，遠景では黒褐色点状色

素沈着が目につき，近接すると，背景粘膜に萎縮
がないなか，褪色調の扁平な「ジュレ」様で，辺
縁やや不整の隆起として認められたため，生検を
実施した．生検結果はgroup 2であったが，ESD
の結果は，最大腫瘍径4mmにもかかわらず，
SM300μmの深部浸潤が認められた．症例2は，
典型的な内視鏡所見を呈していたにもかかわら
ず，当時胃底腺型胃癌についての認識が十分普及
しておらず，初回生検結果group 1ということも
あり，確定診断に至るまで3年を要した．診断時
SM 1,000μmまでの深部浸潤が認められ，外科
的治療が必要となった．
小病変をも見逃さず，早期治療につなげるため

には，胃底腺型胃癌の内視鏡的，病理的特徴を理
解し，背景胃粘膜に萎縮がなく，H.pylori未感染
の胃においても，注意深く観察することが大切で
ある．
症例1では，遠景で認められた黒褐色点の存在

が，近接して注意深く観察するきっかけになり，
粘膜表面の性状が異質である微小病変の発見につ
ながった．中川ら 6）も，この色素沈着が胃底腺型
胃癌の早期発見の契機になる可能性があり，胃底
腺型胃癌の特徴の一つである可能性を提起した．
しかし，近年当施設の上部消化管内視鏡検査にお
いて，胃内にこの黒褐色点が認められても，そこ
に胃底腺型胃癌が認められたのは本症例のみであ
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り，新家 7）はこの黒褐色点の発生機序は明確では
ないが，H.pylori除菌成功例に出現することが多
いと報告している．胃底腺型胃癌との相関につい
ては，さらに検討が必要と思われる．
症例2は，表面がMUC5AC陽性腺窩上皮に覆

われ，「胃底腺粘膜型胃癌」に相当する．胃底腺型
胃癌にはまれといわれているp53過剰蛋白の発現
も認められた．「胃底腺粘膜型胃癌」は悪性度が高
い可能性があると考えられているが，本例の確定
診断に至るまでの経過を考えると，浸潤の深さは
組織亜型よりも，年数経過による可能性が高いと
考える．また，SM 1,000μmの深部浸潤があって
も，内視鏡観察時に十分な送気をしないと，皺襞
間に隠れてしまうぐらい粘膜表面の露出は目立た
なかった（図5）ことは，粘膜深層を主体に増殖し
ていることに矛盾しない．そして，内視鏡検査の
際に，十分送気伸展させることを怠ってはならな
いと再認識した．

結　語
腫瘍径4mmで粘膜下層浸潤が認められた1例

と，初回生検group 1で，確定診断まで3年を要し，
内視鏡的治療適応外になった胃底腺型胃癌の症例
を経験した．生検で確定診断がなくても，特徴的
内視鏡所見が認められたら，早めに専門医療機関
に紹介することが望ましいと思われた．早期発見，
早期治療につなげるためにも，本疾患の浸潤特性，
内視鏡および病理所見の特徴を認識することが重
要と考え，文献的考察を加えて報告した．
なお，プライバシーに十分配慮し，対象者にイ

ンフォームド･コンセントを得ている
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図5　症例2：3年後の内視鏡所見
送気で皺襞を伸展させる前の画像．にじむ出血を伴うわずかな陥凹として
認められた．矢印は病変の局在を示す．



人間ドック　Vol.34  No.4  2019年78 ( 626 )

Two Cases of Gastric Adenocarcinoma of Fundic Gland Type Diagnosed Incidentally During 
Endoscopy in a Health Check-up

Ikuei Fujii, Chieko Suzuki, Yasunori Okamoto, Masanori Miyosi

General Medical Examination Center, Ajisu kyoritsu Hospital

Abstract
Objective: Attention is being focused on adenocarcinoma of the fundic gland type. �ey 
are discovered in gastric mucosa not infected by Helicobacter pylori with no atrophy and 
in�ltrate the submucosa at a high rate despite being very small. We report 2 cases diag-
nosed incidentally during endoscopy in a health check-up. 
Case 1: Woman in her 60s. A discolored, �at protuberance with super�cial dendriform 
vasodilation was observed in the greater curvature of the gastric fornix in endoscopy 
during a health check-up. �ere was no atrophy of the background mucosa. As the biop-
sy result was group 2 and gastric adenocarcinoma of the fundic gland type could not be 
ruled out, endoscopic submucosal dissection (ESD) was performed and the �nal patho-
logical diagnosis was: “Considered to be tubular adenocarcinoma or gastric adenocarci-
noma of fundic gland type, maximum diameter: 4 mm, pT1b1 (SM1)”.
Case 2: Man in his 50s. In an endoscopic examination in 20xx, a discolored wide-based 
protuberance with super�cial dendriform vasodilation was observed near the posterior 
wall of the greater curvature of the upper gastric corpus and the biopsy result was group 
1. �ere was no atrophy of the background mucosa. While there had been no change in 
endoscopy carried out a year later, in endoscopy a�er 2 years, it was slightly enlarged and 
hemorrhage was observed. As a biopsy suggested that pyloric adenoma should be elim-
inated, secondary examination was recommended but the patient was not reexamined. 
�e result of a biopsy during endoscopy 3 years later was group 4, ESD was performed 
and the pathological diagnosis was: “Gastric adenocarcinoma of fundic gland type, 18 x 
15 mm, pT1b2 (SM2)”. 
Conclusion: We experienced one case of a tumor with a diameter of 4 mm and submuco-
sal invasion and one case of gastric adenocarcinoma of the fundic gland type contraindi-
cated for endoscopic treatment, which was group 1 in the initial biopsy and took 3 years 
for a de�nitive diagnosis. We should be aware of the invasive characteristics as well as the 
endoscopic and pathologic �ndings of this disease. Also, even in the absence of a de�n-
itive diagnosis through biopsy, when there are characteristic endoscopy �ndings, early 
referral to a specialist medical institution would be advisable.

Keywords: gastric adenocarcinoma of fundic gland type, dendriform vasodilation, mini-
mal gastric cancer, in�ltration into submucosa
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症例報告 人間ドック 34：627-631，2019

人間ドックの逐年腹部超音波検査で発見された
非機能性膵神経内分泌腫瘍の 1例

宇賀神卓広 1）　小山美緒 1）　齋藤かりん 1）　齊藤 樹 1）　津戸直樹 1） 
藤沼澄夫 1）　高木知聡 2）　星 サユリ 3）

要　約
症例は，57歳の男性．人間ドックの腹部超音波検査で境界明瞭な低輝度の膵腫瘤を指摘され，他
院へ紹介された．画像検査で膵神経内分泌腫瘍と診断され，切除術が施行された．病理組織診断は
膵神経内分泌腫瘍であった．
膵神経内分泌腫瘍は，腫瘍に特徴的な内分泌症状の有無により，機能性と非機能性とに分けられ
る．後者は，進行して症状が現れて発見されることが多いが，画像検査の普及に伴い偶然発見され
る症例（膵偶発腫）もみられるようになった．今回の症例も，非機能性としては早期に発見された．
膵がんの罹患者数，死亡者数増加に伴い，腹部超音波検診は膵腫瘍の早期発見のためにより重要
になってきている．無症状で発見された膵腫瘍は，有症状例と比較して早期で，予後良好と報告さ
れている．しかし，膵臓は後腹膜腔に存在し，消化管ガスなどの状態により，腹部超音波検査での
観察条件が常に良好とは限らない．描出法を工夫するとともに，異常の有無にかかわらず逐年検診
することは，進行が緩徐な膵神経内分泌腫瘍の早期発見に重要である．

キーワード 膵神経内分泌腫瘍，膵偶発腫，逐年検診，腹部超音波検査

1）医療法人北斗会 宇都宮東病院健診センター 
2）地方独立行政法人 栃木県立がんセンター  消化器外科 
3）地方独立行政法人 栃木県立がんセンター  病理診断科

連絡先：〒 321-0901栃木県宇都宮市平出町 368-8 
Tel：028-683-5771　E-mail：ugajin@hokutokai.or.jp

はじめに
膵神経内分泌腫瘍（pancreatic neuroendocrine 

tumor：pNET）は，腫瘍に特徴的な内分泌症状を
有する機能性と，内分泌症状のない非機能性とに
分けられる．後者（Nonfunctioning-pNET：NF-
pNET）は進行して症状が現れて発見されること
が多いが，画像検査の普及に伴い偶然発見され
る症例もみられるようになった．今回我々は，人
間ドックの逐年腹部超音波検査で早期発見された
NF-pNETの1例を報告する．なお，対象者のイ
ンフォーム・ドコンセントは得られている．

症　例
57歳，男性
主訴：膵腫瘤精査加療目的
既往歴：胃十二指腸潰瘍（30歳）
家族歴：膵疾患なし
生活歴：飲酒；ビール 700 mL/日（30歳～57歳），
喫煙；20本 /日（20歳～27歳）

現病歴：2016年，2017年，人間ドックを受けたが
異常は指摘されなかった．2018年10月の人間ドッ
クの腹部超音波検査（abdominal ultrasonography：
AUS）で膵腫瘤を指摘され，他院を紹介受診．
入院時現症：身長 171 cm，体重73.3 kg，血圧 
141/97 mmHg，脈拍 64 /min，局所所見は異常なし．
血液検査：WBC 5,030 /µL，Hb 13.8 g/dL，Plt 11.0
×104 /µL，TP 6.7 g/dL，Alb 4.2 g/dL，T-Bil 0.70 
mg/dL，ALP 176 IU/L，AST 16 IU/L，ALT 13 IU/L，
LDH 186 IU/L，γ-GTP 15 IU/L，Amy 84 IU/L，UN 
20.0 mg/dL，Cr 0.90 mg/dL，CRP 0.03 mg/dL，
FPG 103 mg/dL，CEA 4.2 ng/mL，CA19-9 2.00 U/mL
未満（Plt 血小板，TP 総蛋白，Alb アルブミン，Amy 
アミラーゼ，Cr クレアチニン）．
上部消化管内視鏡（esophagogastroduodenoscopy：
EGD）：胃はopen typeの萎縮を認め，前庭部は鳥肌
様．前庭部前壁に10 mmの粘膜下腫瘍（submucosal 
tumor：SMT）あり．
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AUS/超音波内視鏡（endoscopic ultrasonography：
EUS）：膵体部に境界明瞭，輪郭整の直径12mm
の低輝度腫瘤を認める．内部に血流信号あり（図
1a/b）．
CT（図2）a）単純 b）造影早期相 c）造影遅延相：膵
体部に直径14 mmの早期濃染腫瘤あり．washout
を示すが，遷延する造影効果も認められる．中心
部に単純で低吸収域を示し，造影効果のない部分
がみられる．
MRI（図3）a）T1強調画像 b）脂肪抑制T2強調画像：
膵体部に直径12 mmの腫瘤あり．脂肪抑制T2強
調画像では，中心部により高信号の部分が認めら
れる．
臨床経過：膨張性発育，多血性，尾側主膵管非拡
張などの画像所見からpNETが最も疑われ，膵中

央部切除術が施行された．病理組織学的にpNET 
G2（Stage Ⅰ）と診断された（図4）．合併症なく，
術後21病日に退院．術後，現在までの5か月間，
再発は認められていない．また，多発性内分泌腫
瘍1型の合併はなかった．鳥肌胃炎は，ピロリ菌
培養検査陽性であり，除菌治療の予定である．胃
前庭部のSMTは，EGDとEUSの所見からpNET
の可能性は低く，内視鏡による隔年経過観察の方
針となった．
病理所見（図4）a）固定標本肉眼像，b）HE染色 ×
100，c）HE染色×400，d）synaptophysin免疫染
色，e）Ki-67免疫染色：腫瘍は，直径1 cmで被膜
あり．内部に出血を伴い（a矢印），切除断端陰性．
組織学的には，類円形～短紡錘形核を有する腫瘍
細胞が索状に増殖．核分裂像は1.6個/10強拡視野．

図2　CT：a）単純，b）造影早期相，c）造影遅延相
膵体部に14 mm大の早期濃染腫瘤あり．washoutを示すが，遷延する造影効果も認めら
れる．中心部に単純で低吸収域を示し，造影効果のない部分がみられる．

図1　AUS/EUS
膵体部に境界明瞭，輪郭整の12 mm大の低輝度腫瘤を認める．内部に血流信号あり．
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リンパ管侵襲，静脈侵襲あり．腫瘍細胞はCD56，
chromogranin A，synaptophysin陽性で，Ki-67 index
はhot spotで6.9 %であり，pNET G2と診断された．

考　察
今回の症例は人間ドックのAUSで発見された

膵偶発腫（pancreatic incidentaloma：PI）であり，
NF-pNETとしては早期のStageⅠで発見された．

pNETは膵の神経内分泌細胞から発生する腫瘍
で，膵腫瘍全体の1～2%を占める 1）．機能的に
は，ホルモン過剰症状の有無により機能性膵神経
内分泌腫瘍（Functioning-pNET：F-pNET）とNF-
pNETとに分けられる．また，病理組織学的には，
高分化低悪性度のpNET G1から低分化高悪性度
のpancreatic neuroendocrine cancer：pNEC G3
に分類される．本邦では，2005年の年間有病率は

図3　MRI：a）T1強調画像，b）脂肪抑制T2強調画像 
膵体部に12 mm大の腫瘤あり．脂肪抑制T2強調画像では，中心部により高信号示す部分が認められる．

図4　病理所見：a）固定標本肉眼像，b）HE染色 ×100，c）HE染色 ×400，d）synaptophysin免疫染色，e）Ki-67免疫染色
腫瘍は，直径1 cmで被膜あり．内部に出血を伴い（a矢印），断端陰性．組織学的には，類円形～短紡錘形核を有する腫瘍細胞が索状に増殖．核分裂像は1.6
個 /10強拡視野．リンパ管侵襲，静脈侵襲あり．腫瘍細胞はCD56, chromogranin A, synaptophysin陽性，Ki-67 indexはhot spotで6.9 %であり，pNET 
G2と診断された．



人間ドック　Vol.34  No.4  2019年82 ( 630 )

人口10万人あたり2.22人であったが，2010年に
は2.69人と漸増傾向にある 2）．NF-pNETの24%
は健診発見例であり1），画像検査で偶然発見され
るPIの増加が関与していると思われる．PIは有症
状例と比較すると早期で 3），予後良好と報告され
ている 4）．pNETの進行は緩徐だが，増大すると
リンパ節転移や遠隔転移の頻度が高くなる 5）ため，
人間ドックのAUSで早期発見することが重要で
ある．治療の基本は手術である 6）． 
膵がんの罹患数，死亡数の増加に伴い，AUS検
診は膵腫瘍の早期発見のためにより重要になって
きている．しかし，膵は，解剖学的にAUSでの
描出が容易とは限らず，また，検診では短時間に
多数の臓器を観察しなければならない 7）．同一被
検者でも，当日の消化管ガスの状態により，AUS
による膵描出能に差があることも予想される．適
宜，深吸気，半座位を利用してよりよい膵画像の
描出に努めるとともに，進行が緩徐なpNETの早
期発見には逐年検診を勧めることが大切である．
一方，進行が急速な通常型膵がんの早期発見には，
主膵管拡張例や膵嚢胞例を高危険群として拾い上
げ 7），精密検査することが重要である．
膵がんの画像所見の特徴は，浸潤性発育，乏血
性，尾側主膵管拡張である．一方，pNETは，膨
張性発育，多血性，基本的に膵管非拡張であり，
膵がんとは対照的である．また，出血壊死などに
よる嚢胞変性をきたすことがある．今回の症例で
は，これらpNETの画像所見に合致し，術前に膵
がんは否定的と考えられた．

F-pNETとNF-pNETとの鑑別は，免疫組織染
色や血中ホルモン値とは無関係に，特異的内分泌
症状の有無で行われる 5）．無症候性の今回の症例
では，血中ホルモン値は測定されなかった．
胃SMTや胃壁外圧排像として診断される膵由
来の偶発腫としては，迷入膵，神経内分泌腫瘍や
壁外性に胃を圧排する膵腫瘍 8）などがある．

今回の症例は画像的にpNETと診断されており，
EUS下細径針吸引生検（fine needle aspiration：FNA）
は施行されなかった．EUS-FNAはpNETの組織診
断に有用であるが，膵液リーク7）などの重篤な合
併症もある．また，hot spotが穿刺されるとは限
らず 6），適応を慎重に検討して施行すべきである．

結　語
今回我々は，人間ドックの逐年AUSで早期発見

されたNF-pNETの1例を経験した．AUSは膵ス
クリーニングの有力な手段であるが，消化管ガス
などの影響を受けるため，描出法の工夫とともに，
異常がなくても逐年検診を勧めることがpNETの
早期発見のためには重要である．

利益相反
本論文の利益相反はない．
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Nonfunctioning Pancreatic Neuroendocrine Tumor Identi�ed
on Abdominal Ultrasonography During an Annual Health Check-up

Takuhiro Ugajin1), Mio Koyama1), Karin Saitoh1), Itsuki Saitoh1), Naoki Tsudo1), 
Sumio Fujinuma1), Chisato Takagi2), Sayuri Hoshi3)

1) Medical Check-up Center, Utsunomiya Higashi Hospital
2) Division of Gastroenterological Surgery, Tochigi Cancer Center
3) Division of Diagnostic Pathology, Tochigi Cancer Center

Abstract
A 57-year-old man was found to have a well-de�ned, low-echoic pancreatic nodule on 

abdominal ultrasonography during an annual health check-up and referred to a hospital. 
He was diagnosed with a pancreatic neuroendocrine tumor on cross-sectional imaging, 
and pancreatectomy was performed. On histopathological examination, the diagnosis 
was pancreatic neuroendocrine tumor.

Pancreatic neuroendocrine tumors can be divided into functional tumors with endo-
crine symptoms characteristic of the tumor and nonfunctional tumors without endocrine 
symptoms. Nonfunctional tumors are o�en found due to progressive symptoms. With the 
spread of diagnostic imaging, some tumors have been detected by chance, so-called pan-
creatic incidentalomas. In the present case, detection was early for a nonfunctional tumor.

Abdominal ultrasonography is becoming more important in the early detection of 
pancreatic tumors as the prevalence and mortality of pancreatic cancer increase. It has 
been reported that the pancreatic tumor stage is earlier and the postoperative prognosis 
is better in asymptomatic individuals than in symptomatic individuals. �e pancreas is 
in the retroperitoneal space and may be poorly delineated by abdominal ultrasonography 
depending on the state of digestive tract gas.

For the early detection of pancreatic neuroendocrine tumors, which progress slowly, it 
is important to devise innovative scanning methods and to conduct annual screening by 
ultrasonography regardless of whether there are abnormalities or not.

Keywords: pancreatic neuroendocrine tumor, pancreatic incidentaloma, annual screen-
ing, abdominal ultrasonography
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2020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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2020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

キ
リ
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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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（様式3）
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INSTRUCTIONS TO AUTHORS
Ningen Dock International

Official Journal of Japan Society of Ningen Dock

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

References
References should be numbered consecutively in order of appearance in the text and cited in the text 
using superscript numbers. For example, according to the study by 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

令和の新しい年が始まり，7ヵ月で令和元年の年末
を迎えることとなりました．
“令和”の言葉が日本の国書の一つである「万葉集」
から引用されたことに多くの方々が感激されたことと
思います．大伴家持が当時の乱世を収めるためには
武力ではなく書物の力が必要であるとして編纂され
ました．貴賤に関連なく罪人，農民から貴族までと
多くの人々が詠んだ歌から選出されております．書
物や論文などの記述は，読者に inspirationを与える
素晴らしいものと考えます．人間ドック学会誌では，
著者はそのなかで自分の研究から発信するとともに，
読者はそこから新しい考え方を学び，次の研究・診
療へとステップを進めることに役立てることができる
ドック診療における貴重な雑誌です．本号もまた，示
唆に富む総説と原著論文が掲載されております．
総説は，編集委員の鏑木淳一先生より人間ドック健
診における骨血管相関の臨床的意義について執筆い
ただきました．圧巻の総説です．骨代謝と血管の（動
脈硬化）との相関の病態を明らかにされています．多
くの文献も引用されております．臓器間の相関をドッ
ク診療のなかでとらえることが必要であり，ドック診
療での今後の研究すべき方向性を読者に示唆されて
おります．心腎連関や，CKD-MBD（骨代謝）など，臓
器間の interactionに関してドック診療では，早期より
その病態を明らかし，発信できる場と考えられます．
原著論文は7本です．糖尿病前症から糖尿病発症
予防への体重減少の目標値を明らかにしたもので，
4%以上の減量が望ましいとの成績です．長期縦断研
究からコーヒー摂取と脂肪肝発生や臨床検査値との

対比をしたもので嗜好品と疾患予防への関わりをま
とめたものです．寒冷の北海道全市における保健指
導とくに運動療法の現状と課題を記述したもの，メ
タボリッシンドローム改善への行動変容には，個々
の受診者に合わせた減量目標体重を設定することが
重要であるといったもの，子宮頸がん検診において
は受診者の年齢，および受診間隔を検討したもので，
テーラードメードの人間ドックが望まれ，より具体
化を示すものです．腹部超音波検査における受診者
の満足度に関してアンケート調査結果をまとめたも
ので，手技のみでなく，結果の説明に関する満足度
のアンケート結果もみられるとよかったのではない
かと思われました．大腸がんの一次健診における大
腸CTの有用性に関するものでは，他臓器疾患の早期
診断にも意義があると述べていますが，低線量での
撮影などは今後の課題でしょう．
その他では症例報告が2本です．経年的に腹部エ

コーを施行して非機能性の膵神経内分泌腫瘍の診断
に至った貴重な1例報告です．膵臓のエコー検査は描
出不良が少なくありません．早い時期にMRIなど他
の画像検査導入はされなかったのかと疑問が残りま
す．もう1本の症例報告は，消化管内視鏡で胃底腺型
胃癌の2例報告です．胃底腺型胃癌が注目されており
ます．ドック診療での詳細な観察と生検による診断
が重要であることを示唆する症例報告です．
原著7本と多くの先生方に投稿いただき充実したも

のとなっています．皆様のご活躍を祈念するととも
に，多くの論文投稿をお待ちしております．

（原　茂子）

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

発 行 責 任 者 篠原　幸人

編 集 委 員 会 （長）荒瀬康司／（副・和文誌）井上和彦／（副・英文誌）丹羽利充
 新　智文／加藤智弘／鏑木淳一／小林伸行／小松淳子／笹森　斉／原　茂子／
 福井敏樹／武藤繁貴／村田雅彦
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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）
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個人情報の取扱いについて（会員用）

1．個人情報の利用目的
会員管理，学術大会の開催，学会誌の発刊，人間ドック認定医・専門医養成，人間ドック健診施設機能評価，
人間ドック健診情報管理指導士及び食生活改善指導士養成，メール配信のため．

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

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

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

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

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

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

個人情報保護管理者（兼　苦情・相談窓口責任者）：総務課
TEL：03-3265-0079　FAX：03-3265-0083　E-Mail：info@ningen-dock.jp
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日本人間ドック学会　申請変更届
　以下に該当するときは，必ずご連絡ください．
　学会誌などの郵便物がお届けできなくなることがあります．

1. 転勤・引っ越しなどにより，勤務先（自宅）住所が変わった場合

2. 資料送付先を勤務先から自宅へ，またはその逆へ変更する場合

3. C会員（施設会員），S会員（賛助会員）で施設名が変更になった場合

4. C会員，S会員で担当者が変更になった場合

【現在，届けている項目】

会員番号

氏　　名
（※↑ C，S会員はご担当者）

施 設 名

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
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個人情報の取扱いについて（会員用）

1．個人情報の利用目的
会員登録情報管理のため．

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

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

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

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

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

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

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



人間ドック認定医 【 認定 ・ 更新 】 申請書

※更新の方のみご記入下さい

ふ り が な
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備考 / 可 申請受付日 単位数

保留

不可

　事　務　局　処　理　覧　

申請日：　　　年　　　月　　　日

● ご登録の所属機関，自宅などに変更がある場合は，下欄へご記入ください ●

（所属機関名称）　　　　　　　　　　　　　　　　（所属部署）

〒

電　話 ＦＡＸ

（自　　宅）

〒

電　話 ＦＡＸ

※書類や学会誌の送り先（必須）      →        所属機関 　 ・　 自宅
（記入のない場合は登録通りに御送り致します）

※書類受理通知をご希望の方はご記入ください↓

個人情報の取扱いについて（「個人情報の取扱いについて」をご覧ください．）
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．

□　同意する　　　　□　同意しない

申請者氏名 ㊞　 男　性　・　女　性

会 員 番 号 A 認 定 番 号

生 年 月 日 （西　暦）　　　　　年　　　　　月　　　　　日

所 属 機 関 所 属 部 署

〒

申請書受理通知送信先メールアドレス又は FAX



人間ドック認定医申請・更新時の提出書類について

【必須書類】
□ 人間ドック認定医 認定・更新申請書

□ 人間ドック認定医 単位確認表（ピンク色のシール台紙：原本）

【任意提出】
※学術大会［10単位］･研修会［7単位］への参加のみで，50単位を越えている場合は，以下書類の提出の
必要はございません．

□ 学会誌「人間ドック」掲載証明書　［筆頭 7単位（症例報告・短報 5単位）：共同 1単位］

□ 英文誌「Ningen Dock（International）」掲載証明書　［筆頭 10単位（症例報告・短報 8単位）:共同 1単位］

□ 日本人間ドック学会学術大会　演題発表証明書　［筆頭 5単位：共同 1単位］

※ 2010年開催の第 51回学会より，同一大会での複数発表は，筆頭・共同共に各 1演題分のみの加算とする．

□ 日本内科学会認定内科医（総合内科専門医）　認定証コピー　［5単位］

□ 人間ドック健診情報管理指導士　認定証コピー　［5単位］

□ 日本医師会認定産業医　認定証コピー　［2単位］

・ 送付前に書類が揃っているかをご確認ください．

・ 単位確認表（ピンク色のシール台紙）は，実物をお送り下さい．認定・更新後，新しい単位確認表
を認定証と共にお送りします．

・ 単位が 50単位に満たない時や，正会員（A会員）へのご入会前に申請された場合は事務局よりご連
絡させて頂いております．

・ 認定，更新の申請が受理されますと，単位は 0にリセットされ，余剰単位もクリアされます．

・ 認定医制度の詳細は，ドック学会ホームページ「認定医制度」の項目をご覧頂くか，事務局までお
問い合わせ下さい．（ホームページ　http://www.ningen-dock.jp/　）

※認定・更新申請の書類は，必ず郵送等にて下記送付先へお送り下さい．
　なお，認定・更新の申請期間は，毎年 1月 1日から 3月 31日です．
　認定開始は 4月 1日から，認定書類のお届けは認定開始日以降となります

【送付先】

公益社団法人 日本人間ドック学会　認定医委員会事務局　宛
〒 102-0075　東京都千代田区三番町 9-15　ホスピタルプラザビル 1F
TEL：03-3265-0079　※ FAX不可




