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2020年度の研修会開催について，ご案内いたします．
申込み方法等をご確認の上，事前登録し，研修会にご参加ください．

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

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

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

B）人間ドック健診専門医は終了後，受付でお渡しする  研修会参加修了証（オレンジ）  に氏名を明記の
上，半分を切り離し，指定場所の回収箱に提出してください． 
（専門医は，HP上の単位取得画面よりログインし，単位確認（事務局管理）となります． 

  研修会終了後，修了証の提出をもって単位を加算するので，後日ご自身で単位数をご確認ください）
※ なお，修了証  の提出がない，氏名記入のない場合は，参加されても単位加算はできませんので
ご注意ください！（当日提出した修了証以外は無効となります）

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

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

★オンライン登録手順
① オンライン登録ボタンより進み，まずメールアドレスを入力･送信してください．
 ※オンライン登録にはメールアドレスが必須となります．
② 返信メール内URLより，本登録してください．Aからはじまる会員番号，氏名，ふりがなが必須となります．
 【ドック学会登録内容と合致しないと登録できませんのでご注意ください．】
③ 登録完了後，受付番号を明記した「登録確認証」メールを自動配信致します．
④ 研修会当日には，「登録確認証」メールを印刷したものを受付にお持ちください．

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

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

人間ドック健診認定医・専門医研修会
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2020年度人間ドック健診認定医・専門医研修会　開催案内

●2020年第2回人間ドック健診専門医研修会（神戸）
（第55回人間ドック健診認定医・専門医研修会）

日　　時：2020年8月29日（土）　12：20～15：45（予定）
会　　場：神戸国際会議場
定　　員：680名（定員になり次第，受付終了）
申込開始：6月1日（月）より

●2020年第3回人間ドック健診専門医研修会（横浜）
（第56回人間ドック健診認定医・専門医研修会）

日　　時：2020年11月28日（土）　9：20～12：45
会　　場： パシフィコ横浜
定　　員：1,000名（定員になり次第，受付終了）
申込開始：9月1日（火）より
　　　　　※11/26（木）～11/27（金）第61回日本人間ドック学会学術大会開催

●2020年第5回人間ドック健診専門医研修会（東京）
（第57回人間ドック健診認定医・専門医研修会）

日　　時：2021年3月7日（日）　12：20～15：45（予定）
会　　場：東京ビッグサイト（予定）
定　　員：900名（定員になり次第，受付終了）
申込開始：2021年1月上旬より
　　　　　※詳しくは，詳細等決まり次第，学会誌およびホームページにてご案内します

※ 2020年第1回・4回人間ドック健診専門医研修会は，日本総合健診医学会主催の研修会となり，
 専門医のみが参加対象となりますのでご注意ください．

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

★研修会参加には，本学会医師正会員であることが条件です．
　まだ入会手続きがお済みでない方は，入会申請を行ってください．
　【入会に関する問合せ　日本人間ドック学会事務局：03-3265-0079】
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ドック会発第 622号
2020年 3月 19日

各　位

日本人間ドック学会 理事長　篠原幸人
＜公印省略＞

2020年第 2回人間ドック健診専門医研修会の開催について（ご案内）
（第 55回人間ドック健診認定医・専門医研修会）

1．日　　時　　2020年 8月 29日（土）12：20～ 15：45（受付 11：30～ 12：20）
2．会　　場　　神戸国際会議場（メインホール）　〒 650-0046神戸市中央区港島中町 6-9-1　TEL：078-302-5200
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　　680名
5．取得単位　　7単位
6．参 加 費　　1名様　10,000円（資料代込）　☆当日参加費受領後，領収書発行します．
7．申込方法　　日本人間ドック学会公式サイト　http://www.ningen-dock.jp/よりオンライン登録

 2020 年 6 月 1 日（月）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．

＜会場案内図＞

神戸国際会議場
【会場までのアクセス】
● 三宮駅からポートライナーで約 10分
● 最寄駅：ポートライナー「市民広
場駅」下車すぐ

 駅から会議場まで回廊で直結
● 神戸空港からポートライナーにて
約 8分

※ 国際会議場には駐車場はございま
せん．必ず公共交通機関をご利用
ください．
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2020年第 2回人間ドック健診専門医研修会
（第 55回人間ドック健診認定医・専門医研修会）

【2020年 8月 29日（土）12：20～ 15：45　神戸国際会議場】
※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
※医療安全・医療倫理講習の対象ではございません

プログラム（敬称略）

11：30～ 12：20 受　付

12：20～ 12：30 開会挨拶

12：30～ 13：30 「人間ドックで注意すべきメンタルの問題－ストレスチェック制度の問題も含めて」

 山本　賢司　　東海大学医学部専門診療学系精神科学　教授

13：30～ 14：30 「子宮がん検診－最も重要なポイントは細胞採取」

 佐々木　寛　　医療法人沖縄徳洲会 千葉徳洲会病院　婦人科　部長

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

14：45～ 15：45 「高血圧について（ガイドライン改訂）」（仮）

 神出　計　　　大阪大学大学院医学系研究科　保健学専攻　統合保健看護科学分野 
 　　　　　　　総合ヘルスプロモーション科学講座　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：6月 1日（月）　　※定員 680名（定員になり次第締切）

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

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

③ 登録完了後，受付番号を明記した「登録確認証」メールを自動配信致します．
④ 研修会当日には，「登録確認証」メールを印刷したものを受付にお持ちください．

 ※登録出来ない，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：専門医：修了証提出

★本研修会は指導医講習会対象研修会となります．人間ドック健診指導医は，認定期間内に 1 回参加す
ることで，更新可能となります．

★研修会参加には，本学会医師正会員であることが条件です．
（まだ入会手続きがお済みでない方は先に入会申請を行ってください）

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

　　お問合せ先：日本人間ドック学会　事務局　認定医・専門医研修会担当
TEL：03-3265-0079（9：00～ 17：00　平日のみ）　FAX：03-3265-0083
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● 現在，『人間ドック健診専門医制度（新制度）』について，掲載しております．

 詳しくは専門医制度 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『2019年度人間ドック健診専門医認定・更新者』には，3月末に
専門医認定証および今後の単位取得方法について等，書類を郵送いたします．

  【認定期間 ：2020年 4月 1日～ 2025年 3月 31日　5年間】

・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・両
学会以外の企画上限 20単位）を認定期間内に取得してください．

・認定期間を変更した人間ドック認定医認定証（有資格者）も同封しました．

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

　② 研修施設・指導医　認定（更新）について

2019年度認定（更新）された研修施設・指導医には，3月末に認定証等を郵送いたします．

  【認定期間 ：2020年 4月 1日～ 2025年 3月 31日　5年間】

　　※暫定研修施設・暫定指導医には，3月末に委嘱状を郵送いたします．

　③  2019年度に認定（更新）された専門医認定者一覧および（暫定）研修施設・指導医一覧等を 
『人間ドック健診専門医制度HP：http://www.senmoni.jp/』に掲載いたします．

　④ 2020年度人間ドック健診専門医認定試験
日　時：2020年 10月 18日（日）13：00～ 15：00（※試験終了 14：40）
会　場：品川フロントビル：東京（予定）
　※ 6月末，2020年度版の受験申請入力フォームを専門医HPに掲載します．
　※認定試験の詳細等は，決まり次第，HP等でご案内いたします．

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

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

【セルフトレーニング問題 2019について】
2019年度セルフトレーニング問題の解答・解説を掲載いたします．
セルフトレーニング問題（25問）については，2019年 9月発行の学会誌『人間ドック 34-3号』
をご確認ください．

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

●問題数：25問
●採点料：2,000円

◆次回（2020年）スケジュール（予定）

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

【申請期間】
10/1～ 11/20（予定）：所定の解答用紙に必要事項を記入し，採点料 2,000円を振込み後，
 学会事務局に申請してください．
12月末（予定）：採点業務を行い，委員会にて審議後，採点結果および解答・解説を通知します．

注！ 対象者以外の方が申請しても単位加算とはなりませんのでご注意ください．

※セルフトレーニング問題に関するお問合せは下記までお願いします．

人間ドック健診専門医制度事務局　E-Mail：senmoni@ningen-dock.jp

人間ドック健診専門医対象

セルフトレーニング問題
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◆セルフトレーニング問題2019◆

　　 ■ 解答と解説 ■

解答：（b），（d）

解説
肝硬変の典型的な超音波画像は肝右葉萎縮と肝左葉腫大，肝表面の凹凸・不整，肝縁の鈍化，肝実質
エコーの粗雑化，肝静脈の狭小化・径不同である．さらに門脈圧亢進に伴った脾腫，腹水，胆嚢壁肥厚，
側副血行路の発達等を認めることがある．

解答：（c）

解説
喫煙が危険因子として明確になっているのは，くも膜下出血と脳梗塞である．脳出血，脳静脈血栓症，
脳塞栓症，脳動脈解離ではその関係は，はっきりしない．

解答：（b），（c）

解説
眼科健診での最大の狙いは疾患の早期発見・治療である．特に発見が困難な緑内障，内科疾患でもあ
る糖尿病網膜症，高血圧に伴う眼底の変化などを早期に発見することである．我が国では2006年度の報
告からそれまで1位を占めていた糖尿病網膜症が2位となり，緑内障による視覚障害者が1位を占めるよ
うになった．糖尿病網膜症は内科医と眼科での治療が進歩して患者数の割合が減少傾向にあるが，依然
として2位を占めている．緑内障は多治見スタディーで40歳以上の人口の20人に1人が罹患しているこ
とが判明しているので，早期に疾患の発見することが求められている．3位は網膜色素変性，4位は加齢
性黄斑変性である．網膜色素変性は遺伝的疾患であり，治療法はないが，緑内障，糖尿病網膜症，加齢
性黄斑変性の3疾患は早期に発見されれば失明を予防できる疾患であるので，眼底検査の重要性が問わ
れる．

問題 1

問題 2

問題 3
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解答：（c）

解説
CEAは大腸がん組織から抽出され，胎児腸管にも存在することから「癌胎児性抗原（CEA）」と呼ばれる．

CEAは分子量20万の糖蛋白で細胞間接着分子である．健常者でも増加し偽高値となることが多い．加齢・
喫煙により増加することはよく知られているが，内胚葉臓器由来のがんでも増加する．通常，飲酒・運動・
妊娠・ストレスでは上昇しない．

解答：（c），（d）

解説
高血圧治療ガイドライン2019（JSH2019）の降圧目標は，75歳未満の成人＊1，脳血管疾患患者（両側頸

動脈狭窄や脳主幹動脈閉塞なし），慢性腎臓病（CKD）患者（蛋白尿陽性）＊2，糖尿病患者，抗血栓薬服用
中の場合，診察室血圧＜130/80mmHg，家庭血圧＜125/75mmHgである．また，75歳以上の高齢者，
脳血管障害患者（両側頸動脈狭窄や脳主幹動脈閉塞あり，または未評価），CKD患者（蛋白尿陰性）＊2の
場合，診察室血圧＜140/90mmHg，家庭血圧＜135/85mmHgである．

＊1： 未治療で診察室血圧130～139/80～89mmHgの場合は，低・中等リスク患者では生活習慣の修正を開始または
強化し，高リスク患者では降圧薬治療の開始を含めて，最終的に130/80mmHg未満を目指す．すでに降圧薬治
療中の場合は，低・中等リスク患者では生活習慣の修正を強化し，高リスク患者では降圧薬治療の強化を含めて，
最終的に130/80mmHg未満を目指す．

＊2： 随時尿で0.15g/gCr以上を蛋白尿陽性とする．

＜参考文献＞

日本高血圧学会高血圧治療ガイドライン作成委員会編：高血圧治療ガイドライン2019．日本高血圧学会，東京，2019．

解答：（a），（e）

解説
タバコは，がんをはじめ脳卒中，虚血性心疾患，COPD（慢性閉塞性肺疾患）など種々の疾患のリスク

を増すことが知られている．また，妊婦が喫煙すると，流産，早産のリスクが高まるばかりでなく，出
生後も子供の発達障害の率が高いといわれている．タバコ煙にはベンゾピレン，カドミウム，ベンゼン
など60種類以上の発がん性物質やフェノール，一酸化炭素など200種類以上の有害物質が含まれている
が，副流煙のほうが主流煙よりも多くの有害物質を含んでいるので周囲の人の健康も損なわれる．
タバコによって多くのがんのリスクが増すが，中でも喉頭がんのリスクは30倍以上になるとされている．
副流煙に多く含まれる発がん物質の影響により，夫がタバコを吸う家庭では妻が肺がんで死亡するリ
スクは2倍程度に上昇する．受動喫煙に対する危険性を十分認識する必要がある．

問題 4
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タバコをやめるとがんのリスクは徐々に減るが，非喫煙者と同じ程度にまで減るのは喫煙中止後10年
以上経ってからである．

解答：（d），（e）

解説
2016年施行のがん登録推進法にて，がん登録の報告が義務化された．これをまとめた2016年の「全国

がん登録」の統計結果が，2019年1月に報告された．2016年に新たにがんと診断された患者数は99万人
にのぼった．以下にこの表を示す．

順位 総数 男性 女性
1 大腸がん 胃がん 乳がん
2 胃がん 前立腺がん 大腸がん
3 肺がん 大腸がん 胃がん
4 乳がん 肺がん 肺がん
5 前立腺がん 肝臓がん 子宮がん

解答：（a）

解説
Brugada症候群に関する患者および家族に十分説明しなければならない日常生活の注意点を示す．

・ 家族には心肺蘇生の市民講習会への参加を促す．
・ Naチャネル遮断薬（キニジンなど一部のものを除く）は心電図異常を増強させ，不整脈発作を惹起す
る可能性があるため，負荷試験を除き使用を避ける．

・ 過度の飲酒は避ける．
・ 発熱時にはすみやかな解熱を図る．
・ 経過観察例において，あらたに失神が出現した場合には直ちに受診する．

＜参考文献＞

日本循環器学会：遺伝性不整脈の診療に関するガイドライン（2017年改訂版）．
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解答：（a），（d）

解説
サルコペニアは加齢に伴う骨格筋肉量の減少で，人間ドックで近年注目されているロコモティブシン
ドロームとの関連も深い．
筋肉量の減少のみならず，握力や歩行速度の低下など筋力低下による身体機能の衰えが，高齢者の生
活機能障害のリスクとなるため早期からの予防が望まれる．

2014年にアジアサルコペニアワーキンググループ（AWGS：�e Asian working group for sarcopenia）
により，アジア人のための診断基準が提唱された．
握力低下（男性＜26 kg，女性＜18 kg），歩行速度低下（男女とも＜0.8 m/秒）のいずれかを有し，DXA

またはBIAによる骨格筋肉量の測定で筋肉量の低下（DXAでは男性＜7.0 kg/m2，女性＜5.4 kg/m2，BIA
では男性＜7.0 kg/m2，女性＜5.7 kg/m2）がみられる場合に，サルコペニアと診断される．

＜参考文献＞
Chen LK, Liu LK, Woo J, et al.: Sarcopenia in Asia: consensus report of the Asian working group for sarcopenia. J Am 
Med Dir Assoc 2014; 15: 95-101.

解答：（c）

解説
関節リウマチ（RA）では，2010年に発表されたアメリカリウマチ学会（ACR）/ヨーロッパリウマチ学会

（EULAR）の新しいRA分類基準で明記されているように，大関節に比べ，手指のPIP関節，MCP関節
および手関節などの小関節に，関節炎を生じる．ただし，関節炎が，DIP関節に生じることは極めてま
れである．これは，滑膜組織が，DIP関節に少ないためである．DIP関節の腫脹と圧痛を認める場合は，
変形性関節症を念頭におかなければならない．

＜参考文献＞

鏑木淳一：人間ドック健診における関節リウマチと類縁疾患の診療．人間ドック 2017；32：601-610．

解答：（a），（b）

解説
国民衛生の動向2018/2019によると，平成29（2017）年の性・部位別にみたがん死亡率推移では，男性

では，第1位 肺がん，第2位 胃がん，第3位 大腸がん，第4位 肝がん，第5位 膵がんであり，女性では，
第1位 大腸がん，第2位 肺がん，第3位 膵がん，第4位 胃がん，第5位 乳がんである．
年齢調整死亡率の推移では，胃がんは男女とも昭和40年代から大きく低下している．大腸がんは男女
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ともに昭和30年代から上昇したが近年は横ばいとなっている．肺がんは男女とも平成10年頃まで大き
く上昇していたが，近年は微減傾向となっている．乳がんは昭和40年代から上昇しているが，平成24
年度は前年より低下した．子宮がんは，平成22年は昭和30年のおよそ5分の1となっているが，低下傾
向から近年は横ばいである．

解答：（d），（e）

解説
皮下出血や粘膜出血などの出血傾向は，血小板の異常で起こる．血小板数が減少している場合と血小
板数は正常であっても機能低下を呈する疾患である．血小板数正常で出血傾向を呈する場合は，血小板
凝集能検査を施行し，ADP・エピネフリン・コラーゲン凝集などを調べ，低下していれば機能異常症で
ある．白血球や赤血球系の異常のみでは通常出血傾向は呈さない．

解答：（c）

解説
インシデントレポートの書式や様式は病院によって様々で，必要事項が網羅されていればよい．患者
に実害がない場合やヒヤリハットでもレポートを提出し，事例検討，要因分析，統計解析を行う．イン
シデントレポートは再発防止や業務改善を目的とする．インシデントレポートの提出件数と医療の質は
関係ない．再発防止の観点から，提出件数が高いほど医療の質が上がる可能性がある．

解答：（a）

解説
慢性腎臓病（CKD）は，
① 尿異常，画像診断，血液，病理で腎障害の存在が明らか（特に0.15 g/gCr以上の蛋白尿（30 mg/gCr 以
上のアルブミン尿）の存在が重要）

② 糸球体濾過量（glomerular �ltration rate：GFR）＜60 mL/min/1.73 m2

①，②のいずれか，または両方が3ヵ月以上持続する．
により定義される．
すなわちGFRで表される腎機能の低下があるか，もしくは腎臓の障害を示唆する所見が慢性的に持続

するものすべてを包含している．
日常臨床では，CKDは蛋白尿とGFR＜60 mL/min/1.73 m2で診断する．
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なお，推算GFR（eGFR）は以下の推算式で算出する．
　eGFR（mL/min/1.73 m2）=194×Cr－1.094×Age－0.287  （女性は×0.739）
CKD診断には，蛋白尿に代表される尿所見，あるいはeGFR算出のために年齢，性別，血清クレアチ
ニン値が必要であるが，血圧は使用しない．

解答：（d），（e）

解説
現時点では受け皿となる超音波検査等二次健診を受けることにより死亡率が低下するという明確な
データが得られていないため，また二次健診の十分な構築がされていないため，厚生労働省，乳がん検
診精度管理中央委員会等は高濃度乳房を含めた乳房の構成を受診者に対して通知をすることは時期尚早
であるという連絡を検診実施者にした．

LSILは軽度異形成とHPV感染である．
卵巣腫瘍に対する腫瘍マーカーは異常に高値の場合は悪性の可能性は高いが，スクリーニングとして
の有用性は否定的である．

＜参考文献＞
日本産科婦人科学会，日本産婦人科医会編：産婦人科診療ガイドライン－婦人科外来編2017，日本産科婦人科学会事
務局，2017．

解答：（e）

解説
冷え性では末梢血管収縮のため放熱できにくくなるため深部体温が下がりにくく不眠につながりやす
い．レストレスレッグ症候群では不快な感覚異常が夜間に生じることが多く，不眠につながる．原因
が特定できないこともあるが，dopamineを作る律速酵素であるチロシンヒドロキシラーゼの活性に必
要なFe不足が原因の一つであり食事に注意が必要である．DSM-5（Diagnostic and Statistical Manual of 
Mental Disorders-5）では，慢性不眠症の定義を不眠の訴えが週3夜以上，少なくとも3ヵ月持続，日中
の活動に支障があるものとされた．初期対応としては睡眠衛生指導と最小限の薬物療法併用があげられ
るが，欧米では認知行動療法（cognitive behavioral therapy for insomnia：CBT-I）が慢性不眠治療の第一
選択となっており，ガイドラインでは早期から併用することを推奨している．睡眠不足は摂食ホルモン
の変動により食欲が亢進して肥満を引き起こし，心血管疾患や代謝異常など生活習慣病のリスクが高ま
る．蓄積した疲労は認知機能・集中力・記憶・思考力低下，作業効率低下，無気力など日常機能の低下
により多大な社会経済損失にも影響するうえに，うつや気力低下などを引き起こす．

＜参考文献＞
米国精神医学会：不眠障害．日本精神神経学会監，高橋三郎，大野 裕監訳，DSM-5 精神疾患の診断・統計マニュアル，
医学書院，東京，2014，356-362．
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解答：（b），（e）

解説
胆嚢結石の約70%がコレステロール石である．高脂血症，糖尿病，過食などからコレステロールが胆
汁酸に比し，増加することで析出することから生じる．ビリルビンカルシウム石は，細菌の持つβグル
クロニダーゼによって，抱合型ビリルビンが非抱合型となり，ビリルビンカルシウムが析出する．すな
わち，胆道の細菌感染により生じる．黒色石は溶血や肝硬変があるとき胆嚢に生じるが，細菌性のβグ
ルクロニダーゼによらず，ビリルビンの重合体や金属錯体を形成したものと考えられている．肝内結石
の多くはビリルビンカルシウム石である．
胆石を伴う急性化膿性胆管炎では，内視鏡的胆道ドレナージが第一選択となるが，難しい場合は経皮
的ドレナージでもよい．

解答：（c）

解説
ヘリコバクター・ピロリの感染診断法は保険診療上は6種類が認められているが，それぞれ一長一短
があり特性を知っておく必要がある．抗体検査は血液または尿が用いられる．感染が終息してから抗体
は徐々に減少するので，数年にわたって抗体が陽性域にとどまることもある．便で調べるのはカタラー
ゼなどの抗原を用いた検査である．尿素呼気試験は非放射性同位元素である13Cでラベルした尿素を胃
内で反応させ，ヘリコバクター・ピロリのウレアーゼがある場合，尿素が分解され，ラベルされた二酸
化炭素が呼気中に検出されることを利用している．除菌治療後の判定には尿素呼気試験または便抗原検
査が推奨されている．内視鏡検査時に胃粘膜を採取して調べる方法が3種類あり，病理検索による鏡検法，
ウレアーゼを利用する迅速ウレアーゼ検査，培養検査がある．迅速ウレアーゼ検査は，ウレアーゼによ
り尿素が分解されることを利用してpH指示薬の色の変化の有無から診断する．なお，薬剤感受性試験
を行うには，培養をまず行う必要がある．

解答：（b）

解説
原発性甲状腺機能低下症は，甲状腺からの甲状腺ホルモン（T4，T3）の分泌が低下した病態であり，
フィードバック機構によって下垂体前葉からの甲状腺刺激ホルモン（TSH）の分泌が増加し，TSHは高値
を示す．甲状腺ホルモンは肝臓におけるLDL受容体の発現を増加させるため，甲状腺ホルモン作用が不
足する甲状腺機能低下症ではLDL-コレステロール（LDL-C）は高値を示す．甲状腺機能低下症では様々
な筋症状がみられ，通常は検査所見としてCKやLDHなどの筋肉由来の酵素の上昇がみられる程度であ
るが，筋肉痛や筋力低下をきたすこともあり，甲状腺機能低下ミオパチーとして知られている．甲状腺
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機能低下症においてCKやLDHなどの筋酵素が上昇する機序については，筋細胞の細胞膜の透過性亢進
や代謝の低下によるものなどが報告されている．甲状腺機能亢進症において骨型ALPの上昇がみられる
が，甲状腺機能低下症ではみられない．

解答：（d），（e）

解説
慢性閉塞性肺疾患（COPD）の診断にはスパイロメトリーで閉塞性換気障害を検出する必要がある．1
秒量（FEV1）と努力肺活量（FVC）を用い，FEV1/FVCを1秒率（FEV1%）という．気管支拡張薬吸入後の1
秒率が70%未満であれば（他の気流閉塞をきたす疾患を除外したうえで）COPDと診断される．COPDで
は肺弾性収縮力が減少し，結果として静肺コンプライアンスは高値を示す．フローボリュームカーブの
下行脚において，COPDでは末梢気道の気流閉塞により下に凸の曲線となる．

COPDでは気流閉塞と肺弾性収縮力の低下によって，全肺気量，機能的残気量，残気量が増加し，肺
活量と最大吸気量が減少する．また，気腫性変化による肺胞壁の破壊のために，肺胞ガス交換面積と肺
毛細血管床が減少し，肺拡散能力は減少する．

解答：（b）

解説
副腎不全は副腎に病変がある原発性と主に下垂体などに病変がある続発性に分けられる．共通する病
態はコルチゾールの欠乏症状であり，易疲労性，脱力感，食欲不振，体重減少，消化器症状（悪心，嘔吐，
便秘，下痢，腹痛など），血圧低下，精神異常（無気力，嗜眠，不安，性格変化），発熱（不明熱の原因に
もなりうる），低血糖症状，関節痛，女性の腋毛・恥毛の脱落などの症状をきたす．さらに原発性では
コルチゾールの上位ホルモンであるACTHの上昇を伴い，かつACTHがMSH（melanocyte stimulating 
hormone）様作用があるので色素沈着（歯肉，関節，手掌，爪床，乳輪などに）をきたす．検査値として
は低血糖，低ナトリウム血症，高カリウム血症，好酸球の増加などで疑い，早朝コルチゾールの値でス
クリーニングを行うことが推奨されている．

解答：（a）

解説
特定健康診査は，通称「メタボ健診」と呼ばれ，特定健診と保健指導を含み，高齢者の医療の確保に関
する法律に基づいて行われている．高齢者医療確保法はかつての老人保健法から移行した法律である．
2018（平成30）年から第3期に入り，これを機に政府の「保険者による健診・保健指導等に関する検討会」
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は，保険者による特定健診・保健指導を着実に実施し，保険者全体でさらなる実施率の向上を達成する
観点から，第3期実施計画期間での制度の運用の見直しを行った．

解答：（a），（e）

解説
赤血球指数はMCV 150.3，MCH 50.3であり，胃全摘後に発症した大球性貧血で，ビタミンB12欠乏

による巨赤芽球性貧血と考えられる．Hunter舌炎と手指の神経症状も伴っている．胃全摘後5年以上経
過するとビタミンB12欠乏を合併しやすい．極めて高度の貧血で心不全等を併発し生命の危険がある時
は赤血球輸血の適応となるが，通常は治療開始後速やかな貧血の回復が期待されるため，原則として輸
血の適応とならない．胃全摘後は胃酸により鉄が還元されなくなるため鉄吸収も低下する．そのため，
胃全摘後は鉄欠乏を伴っている場合が多い．治療はビタミンB12を非経口的に投与するのが原則．貧血
および舌症状は急速に回復するが，神経症状の回復には数ヵ月を要し，治療開始が遅れた場合は不可逆
性のこともある．

解答：（a），（d）

解説
虚血性心疾患の1次予防には脳心血管病予防に関する包括的リスク管理チャート（日本内科学会雑誌

104巻4号）にも示されているように脂質異常症，糖尿病，高血圧，慢性腎臓病，及びメタボリックシン
ドロームなどの動脈硬化性心血管疾患の危険因子を早期から包括的に管理することが重要である．心筋
梗塞発症後の2次予防においても生活習慣の是正は薬物療法とともに重要である．多くのメタ解析でも
示されているように虚血性心疾患の発症に最も寄与する危険因子はLDL-Cである．多くの観察研究では
血清尿酸値と虚血性心疾患の発症の関連性が示されているが，現時点では尿酸を低下させることによっ
て虚血性心疾患の発症抑制を検証した大規模臨床試験では明確なエビデンスは得られていない．血清尿
酸値の増加は内臓脂肪蓄積を基盤にした虚血性心疾患のマルチプルリスクファクター症候群であるメタ
ボリックシンドロームの一徴候として起こる現象と考えることが妥当である．慢性腎臓病は虚血性心疾
患の危険因子である．虚血性心疾患の既往があればLDL-Cの管理目標値は100 mg/dL未満，ハイリスク
例では70 mg/dL未満である．

＜参考文献＞

日本動脈硬化学会動脈硬化性疾患予防ガイドライン2017年版．

問題 23

問題 24



XVI

解答：（a），（c）

解説
多因子疾患においては遺伝リスクが低くても環境要因の影響で疾患は発生しうるものであり，その意
味で遺伝学的検査のみでは疾患の相対リスクは話せても診断は不可能である．健康診断で健康の現状を
把握することがまず一番重要である．DTC（direct to consumer）検査が批判されている最大のポイント
がこの点にある．また遺伝学は急速に進歩しており，個人全ゲノム検査時代は目前である，結果の解釈
に関して人種別のデータは今後も積み重なり，より精密なリスク判定ができる検査が次々と生まれてく
る可能性がある．遺伝学的検査を受けるかどうかは個人の自律的な決定によるべきものであり，幼少時
発症の重大疾患でもないかぎり原則的に子供にも適応され，成人になってから自己決定してもらう．親
が子供の才能を遺伝学的に決めつけてしまうことは現時点では無意味である．

問題 25
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学術大会長ご挨拶

　この度、2020年 11月 26日（木）・27日（金）の2日間、パシフィコ横浜において、第61回日本
人間ドック学会学術大会の学術大会長を務めさせていただきます。このような伝統ある学会の大会長
を拝命し、大変光栄に存じます。
　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 /
第 4回国際人間ドック会議を同時に開催いたします。統一メインテーマは「人間ドック健診へのミッ
ション（Mission…to…the…Ningen…Dock…Health…Checkup）」です。主に一次予防および二次予防を…
担う人間ドック健診のミッションは安心・安全・快適の三項目に集約されると思います。第一に、…
安心な検査・診断レベル・検査終了後の対応…が担保されていることが肝要です。第二に、検査は、…
受診者の年齢、体力、合併症等を考慮し、安全性を重視して選択されるべきです。第三に、健診を受ける
ことで受診される方に肉体的にも精神的にも快適になっていただきたいと考えます。和める空間、…
分かり易い動線、スタッフの適切な応対などが望まれます。
　第61回日本人間ドック学会学術大会のサブタイトルは「人間ドック健診がつなぐ現在・過去・未来」
としました。私は車の両輪の如く・鳥の翼の如くに時務学の視点と人間学の視点を併せることにより、
人間ドックにおける安心・安全・快適を発展させたいと祈念しております。時務学とは時を務（し）る学び、
すなわち現在に連なる過去からの技術をふまえて、時代に即し、未来に向かって発展させていく学び
です。一方人間学とは先達の思索に親しみ、仁義礼智信（五常）等の人間力を磨くことにより、課題
への打開策を見いだす学びです。
　このような思いから特別講演や教育講演では会員の皆様の多くが興味をお持ちのテーマに関して、…
シンポジウムやワークショップでは現場で問題になっているテーマに関して、時務学と人間学の視点で
学習できる企画の準備を鋭意進めております。本学術集会が会員の皆様にとって、実りある有意義な
会になりますよう願っております。
　開催地の横浜は、世界の中でも美しい港町の一つとして知られており、11月末には紅葉とイルミ
ネーションが街を彩ります。美しい横浜の街も、大いに楽しんでいただきたいと思います。
　皆様方の御指導、御支援の程をよろしくお願い申し上げますとともにご参加を心よりお待ち申し上
げております。

第 61 回日本人間ドック学会
学術大会開催にあたって

荒瀬　康司

虎の門病院付属健康管理センター・画像診断センター
統括センター長
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開催概要
■ メインテーマ
人間ドック健診へのミッション：人間ドック健診がつなぐ現在・過去・未来

■ 会 期
2020年11月26日（木）～27日（金）

■ 会 場
パシフィコ横浜
〒220-0012　神奈川県横浜市西区みなとみらい1-1-1

■ 同時開催
第27回国際健診学会/第4回国際人間ドック会議
大会長：篠原…幸人（日本人間ドック学会理事長　東海大学名誉教授）
テーマ：Bringing…the…Japanese…Ningen…Dock…Health…Checkup…System…to…the…World

■ ホームページ
https://site2.convention.co.jp/dock2020/

■ 後　援
一般社団法人日本病院会、特定非営利活動法人日本人間ドック健診協会

■ 大会事務局
虎の門病院付属　健康管理センター・画像診断センター
〒107-0052　東京都港区赤坂1-8-1　赤坂インターシティAIR…5階

■ 運営準備室
日本コンベンションサービス株式会社
〒100-0013　東京都千代田区霞が関1-4-2　大同生命霞が関ビル14階
TEL：03-3508-1214　　FAX：03-3508-1302
E-mail：dock2020@convention.co.jp



The 61st Annual Scientific Meeting of Japan Society of Ningen Dock

5

■ 運営組織

大会顧問… 大内　尉義（虎の門病院　院長）
大会顧問… 熊田　博光（虎の門病院　顧問）
学術大会長… 荒瀬　康司（…虎の門病院付属健康管理センター・画像診断センター　統括センター長）
学術副大会長… 辻　　裕之（虎の門病院付属健康管理センター　センター長）
学術副大会長… 石原眞木子（虎の門病院付属画像診断センター　センター長）
学術副大会長… 荒木　昭博（虎の門病院付属健康管理センター　部長）
実行委員長… 本田　律子（虎の門病院付属健康管理センター　医長）
副実行委員長… 大本　由樹（虎の門病院付属健康管理センター　医長）
事務局長… 中山　　浩（虎の門病院　副院長　事務部長）
… 清水栄二郎（虎の門病院　事務部　次長）
事務局… 笛田　大志（虎の門病院付属健康管理センター　課長）
… 佐藤菜穂子（虎の門病院付属健康管理センター　係長）
… 阿原　孝之（虎の門病院付属健康管理センター）
… 押村麻里子（虎の門病院付属健康管理センター）

■ プログラム委員会

委員長… 岩男　　泰（慶應義塾大学病院予防医療センター　特任教授）
顧　問… 伊藤千賀子（医療法人　グランドタワーメディカルコート　理事長）
委　員… 新　　智文（JA北海道厚生連　帯広厚生病院　健診センター　センター長）
… 井上　和彦（一般財団法人淳風会　淳風会健康管理センター　センター長）
… 加藤　公則（新潟大学大学院　生活習慣病予防検査医学講座　教授）
… 佐々木　寛（医療法人沖縄徳洲会　千葉徳洲会病院婦人科　部長）
… 津下　一代（あいち健康の森健康科学総合センター　センター長）
… 土屋　　敦（医療法人社団相和会　理事長）
… 那須　　繁（特定医療法人財団博愛会　理事長）
… 福井　敏樹（医療法人社団如水会　オリーブ高松メディカルクリニック　院長）
… 和田　高士（東京慈恵会医科大学　大学院医学研究科健康科学　教授）
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主要プログラム（案）
■ 理事長講演

「タイトル未定」
座長：荒瀬　康司（虎の門病院付属　健康管理センター・画像診断センター　統括センター長）
演者：日本人間ドック学会　理事長

■ 学術大会長講演
「慢性肝疾患の予防医療でのミッション（仮題）」

座長：津下　一代（あいち健康の森健康科学総合センター　センター長）
演者：荒瀬　康司（虎の門病院付属　健康管理センター・画像診断センター　統括センター長）

■ 特別講演
「人生100年時代の医療と社会システム（仮題）」

座長：未定
演者 :…大内　尉義（虎の門病院　院長）

「骨粗鬆症（仮題）」
座長：鏑木　淳一（医療法人社団慈誠会　上板橋病院　内科）
演者：竹内　靖博（虎の門病院　内分泌センター　センター長）

「健診エビデンスの構築と未来への伝承（仮題）」
座長：原　　茂子（原…プレスセンタークリニック　院長）
演者：曽根　博仁（新潟大学大学院医歯学総合研究科　血液・内分泌・代謝内科学分野　教授）

■ 教育講演
「人間ドック健診での費用対効果（仮題）」

座長：杉森　裕樹（大東文化大学　スポーツ・健康科学部　看護学科 /大東文化大学大学院　予防医学　教授）
演者：田倉　智之（東京大学大学院医学系研究科医療経済政策学講座　特任教授）

「健診での検査値の読み方（仮題）」
座長：和田　高士（東京慈恵会医科大学大学院　健康科学　教授）
演者：吉田　　博（東京慈恵会医科大学大学附属柏病院中央検査部　診療部長）

「健診で見逃してはならない循環器疾患（仮題）」
座長：伊藤千賀子（医療法人　グランドタワー…メディカルコート　理事長）
演者：木原　康樹（広島大学大学院医歯薬保健学研究科　循環器内科学　教授）

「健診の乳腺疾患（仮題）」
座長：平野　智寛（日本歯科大学　生命歯学部外科学講座　准教授）
演者：櫻井　健一（日本歯科大学　外科学講座　（乳腺内分泌外科学）教授）

※講演タイトルは予定のものとなります
※敬称略
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■ シンポジウム
「健康寿命の延伸・幸福感享受のための人間ドック（健診）の役割（仮題）」

座長：福井　敏樹（医療法人社団如水会　オリーブ高松メディカルクリニック　院長）
　　　武藤　繁貴（社会福祉法人聖隷福祉事業団　聖隷健康診断センター　所長）
演者：武藤　繁貴（社会福祉法人聖隷福祉事業団　聖隷健康診断センター　所長）
　　　西﨑　泰弘（東海大学医学部　基盤診療学系健康管理学　領域主任　教授）
　　　福井　敏樹（医療法人如水会　オリーブ高松メディカルクリニック　院長）
　　　宮地　元彦（国立研究開発法人　医薬基盤・健康・栄養研究所身体活動研究部　部長）
　　　鏑木　淳一（医療法人社団慈誠会　上板橋病院　内科）

「健診で用いる画像診断の最新情報」
座長：小川　眞広（日本大学病院　消化器病内科　科長）
　　　齊藤　　聡（虎の門病院肝臓センター　医長）
演者：石原眞木子（虎の門病院付属画像診断センター　センター長）
　　　角田　博子（聖路加国際病院　放射線科　医長）
　　　小川　眞広（日本大学病院　消化器病内科　科長）
　　　斎藤　　聡（虎の門病院肝臓センター　医長）

「消化器がん対策における人間ドックの果たす役割」
座長：井上　和彦（一般財団法人淳風会　淳風会健康管理センター　センター長）
　　　田中　幸子（大阪がん循環器病予防センター　顧問）
演者：間部　克裕（一般財団法人淳風会　淳風会健康管理センター倉敷　センター長）
　　　野﨑　良一（大腸肛門病センター高野病院　消化器内科　科長）
　　　小川　眞広（日本大学病院　消化器病内科　科長）
　　　花田　敬士（JA尾道総合病院　消化器内科　診療部長）

「人間ドックにおけるAI（仮題）」
座長：加藤　公則（新潟大学大学院　生活習慣病予防検査医学講座　教授）
　　　足立　雅樹（埼玉医科大学病院健康管理センター　センター長）
演者：中村　祐輔（内閣府戦略的イノベーション創造プログラム　プログラムディレクター）
　　　平澤　俊明（公益財団法人　がん研有明病院消化器センター　上部消化管内科　副部長）
　　　寺本　篤司（藤田医科大学　医療科学部　放射線学科　教授）
　　　加藤　浩晃（デジタルハリウッド大学大学院　客員教授）
　　　井上　謙一（湘南記念病院　乳がんセンター　副センター長）
　　　加藤　公則（新潟大学大学院　生活習慣病予防検査医学講座　教授）
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「高齢者のための健診と保健指導」
座長：津下　一代（あいち健康の森健康科学総合センター　センター長）
　　　岩男　　泰（慶應義塾大学病院予防医療センター　特任教授）
演者：石崎　達郎（東京都健康長寿医療センター研究所　福祉と生活ケア研究チーム　研究部長）
　　　名倉　武雄（慶應義塾大学医学部　運動器生体工学寄附講座　特任教授）
　　　遠藤　直人（新潟大学大学院医歯学総合研究科　機能再建医学講座　整形外科学分野　教授）
　　　古川麻里子（あいち健康の森健康科学総合センター）
　　　佐治　直樹（国立長寿医療研究センター　もの忘れセンター　副センター長）

■ 特別企画
「2020年改訂版　腹部超音波健診判定マニュアル」

座長：田中　幸子（大阪がん循環器病予防センター　顧問）
　　　水間　美宏（特定医療法人神戸健康共和会　東神戸病院　内科）
演者：和田　高士（東京慈恵会医科大学大学院　健康科学　教授）
　　　西村　重彦（一般財団法人住友病院　外科　外科系診療局長）
　　　小川　眞弘（日本大学病院　消化器病内科　科長）
　　　岡庭　信司（飯田市立病院　消化器内科　部長）
　　　平井都始子（奈良県立医科大学附属病院　総合画像診断センター　病院教授）

「知っておきたいこの疾患・覚えておきたいこの画像」
【1部】消化管

座長：加藤　智弘（東京慈恵会医科大学附属病院　総合健診・予防医学センター　診療部長）
　　　岩男　　泰（慶應義塾大学病院予防医療センター　特任教授）
演者：未定

【2部】肝胆膵
座長：新　　智文（JA北海道厚生連　帯広厚生病院　健診センター　センター長）
　　　岡庭　信司（飯田市立病院　消化器内科　部長）
演者：未定

「婦人科人間ドックについて」
座長：佐々木　寛（医療法人沖縄徳洲会千葉徳洲会病院　婦人科　部長）
演者：黒川　哲司（福井大学　産婦人科　准教授）
　　　長谷川暢子（一般財団法人京都工場保健会産業保健推進室　室長）
　　　演者選定中

「遺伝学的検査アドバイザー講習・実践とアップデート」
座長：田口　淳一（医療法人社団ミッドタウンクリニック　院長）
演者：田口　淳一（医療法人社団ミッドタウンクリニック　院長）
　　　堀尾留里子（医療法人社団ミッドタウンクリニック先端医療研究所　認定遺伝カウンセラー）
　　　鎌谷洋一郎（東京大学大学院　新領域創成科学研究科　メディカル情報生命専攻複雑形質ゲノム解析分野　教授）
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「人間ドック健診施設機能評価委員会シンポジウム　受けてよかった機能評価」
人間ドック健診施設機能評価委員会

「第7回　健診看護実務者研究会」
テーマ「採血トラブルを未然に防ぐ」〜予防から対応まで〜
特定非営利活動法人日本人間ドック健診協会

■ 2019年度　優良施設　展示・紹介

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

■ 共催セミナー
ランチョンセミナー等

■ 市民公開講座
生活習慣病関係(脂肪肝・糖尿病等)（仮）
第9回「受けてよかった人間ドック」体験記コンクール表彰式

■ 2020年第3回人間ドック健診専門医研修会
第56回人間ドック健診認定医・専門医研修会
日時：11月28日（土）　午前（予定）　　
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一般演題募集要項
下記のとおり、一般演題を募集いたします。多くの応募をお待ちしております。

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

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

■ 募集要項
インターネットのオンライン登録で受け付けます。詳細は学術大会ホームページ…
（https://site2.convention.co.jp/dock2020/）の「演題募集」ページをご覧ください。
※投稿されたままの原稿を抄録集に掲載いたします。
※締切後の修正はできませんのでご注意ください。
※一般演題分類区分を必ずご選択ください。（次のページをご覧ください）
※抄録本文は、演題名、氏名、所属を含まず全角…800…文字以内でお願いいたします。
※共著者数は、発表者を含めて 10名までといたします。
※応募の際、E-mail アドレスを正しくご入力ください。

■ 演題登録期間　　2020年3月16日（月）〜5月18日（月）

■ 発表形式
口頭発表またはポスター発表よりご希望をお選びください。
演題発表形式ならびに発表日時については、学術大会長にご一任願います。
結果は 2020年 8月下旬頃に学術大会ホームページへ掲載いたします。

■ 採否通知
演題の採否につきましては、演題選定委員による査読を行い決定いたします。
採否の通知は 2020年 8月下旬頃に学術大会ホームページへ掲載いたします。
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■ 一般演題の分類区分
グループA　診断およびスクリーニング機能　 
A‐ 1… 医療面接、受診者情報、診察… A‐ 15… 子宮、卵巣
A‐ 2… 判定（区分）… A‐ 16… がん（A‐5～A‐15の臓器以外、全般）
A‐ 3… 肥満、メタボリックシンドローム… A‐ 17… 血液
A‐ 4… 血圧、脈拍（心拍）… A‐ 18… 糖代謝
A‐ 5… 脳、神経、認知症… A‐ 19… 脂質代謝
A‐ 6… 眼、耳、鼻、咽、喉頭… A‐ 20… 尿酸代謝
A‐ 7… 呼吸器… A‐ 21… 内分泌
A‐ 8… 循環器… A‐ 22… 動脈硬化
A‐ 9… 消化器（上部消化管）… A‐ 23… 免疫、アレルギー、感染
A‐ 10… 消化器（下部消化管）… A‐ 24… 骨、筋、皮膚
A‐ 11… 肝、胆、膵、脾… A‐ 25… 検査法（遺伝子、新技術、ほか）
A‐ 12… 腎、尿路… A‐ 26… ロコモティブシンドローム・フレイル
A‐ 13… 前立腺、膀胱… A‐ 27… その他
A‐ 14… 乳腺…

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

グループC　人間ドック健診施設機能　 
C‐ 1… 組織運営 (施設運営）… C‐ 7… 特定健診
C‐ 2… 受診者サービス… C‐ 8… 他の法定健（検）診
C‐ 3… 再検査・精密検査… C‐ 9… がん登録
C‐ 4… 受診勧奨・医療連携… C‐ 10… 外国人（健診ツーリズム）
C‐ 5… 事業所・保険者との連携… C‐ 11… その他
C‐ 6… コンピュータシステム・ICT…
※ 国際セッションは、第 27 回国際健診学会 / 第 4 回国際人間ドック会議の演題登録方法を 

ご確認いただき、ご応募ください。

■ 一般演題についてのお問い合わせ先

第 61 回日本人間ドック学会学術大会　運営準備室（演題担当）
日本コンベンションサービス株式会社内
〒 100-0013　東京都千代田区霞が関 1-4-2　大同生命霞が関ビル 14階
TEL：03-3500-5935（平日…9：30－ 17：30）　E-mail：endai-dock2020@convention.co.jp
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参加受付
■ 事前参加登録期間　　2020年6月1日（月）〜10月23日（金）

■ 学術大会参加費
事前登録 当日登録

会員医師（施設会員含む） 11,000 円 13,000 円
会員医師以外（施設会員含む） … 8,000 円 10,000 円
非会員 13,000 円 15,000 円
※…学術大会参加費には抄録集代を含んでおりません。なお、日本人間ドック学会会員の方には学会誌「人間ドック 35巻 3号 第 61回日本
人間ドック学会学術大会抄録集」を事前に送付いたします。
※こちらの参加証で、「第 27回国際健診学会 /第 4回国際人間ドック会議」へもご参加いただけます。

■ 懇親会参加費　　2020年11月26日（木）　　夜開催　（定員あり）
7,000 円
※懇親会のみのご参加はできません。学術大会と併せてお申込みください。

■ 事前振込についてのお願い
当日は受付が混雑する可能性がございますので、できるだけ事前にお振込みいただくことをお勧めいたし
ます。
今回は、例年とお支払い方法が変わるため、十分お気をつけください。
お支払方法
　61回学術大会ホームページより、以下の 4つのお支払い方法がございます。
　・オンラインクレジットカード決済
　・コンビニ支払い
　・ATM支払い
　・銀行振り込み
　※郵便振り込みは対応しておりません。予めご了承ください。
　※決済が最後まで完了しているか、必ずご確認ください。
注意事項
　・一旦振り込まれた参加登録費、懇親会参加費は返金できません。
　・二重振込・誤振込には十分ご注意ください。
　・懇親会参加費（7,000 円）を一緒にお支払いいただくことも可能です。
　　（クレジットカードについて）
　・Visa,…Mastercard,…JCB,…American…Express,…Diners…Club をご利用いただけます。
ネームカード（参加証）の送付
　・事前参加登録された方へはネームカードを 11月上旬頃に発送いたします。（予定）
　・大会出席の際は、必ず持参ください。

■ 参加登録についてのお問い合わせ先

第 61 回日本人間ドック学会学術大会　運営準備室
日本コンベンションサービス株式会社内
〒 100-0013　東京都千代田区霞が関 1-4-2　大同生命霞が関ビル 14階
TEL：03-3508-1214　　FAX：03-3508-1302　　E-mail：dock2020@convention.co.jp
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大会長挨拶

　人間ドック健診システムが世界に先駆け日本でうぶ声を上げたのは今から 80年も前でありま
す。しかし本格的かつ組織的にこのシステムが行われるようになったのは戦後の昭和 26年頃で
あったとされています。現在、人間ドック健診は本邦では非常にポピュラーとなり、任意型人間
ドック（狭義の人間ドック）の他にも、法定（対策型）健診として企業健診・特定健診・がん検
診などが行われていますが、一方欧米諸国では個々の検診は行われているものの、本邦のように
きめ細かな生活指導を含めた人間ドック健診は未だ行われていません。しかし近年アジア諸国
（台湾・中国・インドネシア・マレーシアなど）やロシアでは日本の人間ドックシステムを真似
た健診が少しずつ始められているのが現状です。
　従来この健診関係の国際学会には国際人間ドック（International…Ningen…Dock）学会と
International…Health…Evaluation…&…Promotion…Association の二つがありましたが、今回よ
りこの両学会が手を携えて、国際的な人間ドック健診の普及・啓発もかねて、合同して会を開催
することになりました。今後の発展が強く望まれます。
　この記念すべき第一回の合同国際学会を令和 2年 11月 26・27日パシフィコ横浜にて開催
させていただきます。
　本領域での検査法などの進歩は誠に著しく、30歳代も 80歳代の受診者も画一的にベルトコ
ンベアー式に行う従来の健診から、受診者の年齢・性別・既往歴・家族歴・社会歴などを加味し
たpersonalized…dock への移行や、血液・尿などを用いた新しいがんの早期発見法、AI を駆使
した見落としのない画像診断法、あるいは遺伝子的検査法の導入などその進歩は日進月歩であ
り、またその有用性の科学的根拠の構築などもかなり行われるようになりました。正に人間ドッ
ク学は新しい令和年代の臨床予防医学の花形と言えると考えます。
　このような記念すべき合同国際会議に、是非とも皆様の参加を期待しております。

第 27 回国際健診学会／第 4 回国際人間ドック会議
開催にあたって

篠原　幸人
日本人間ドック学会　理事長

東海大学　名誉教授 
国家公務員共済組合連合会　立川病院　名誉院長
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開催概要
■ メインテーマ
Bringing…the…Japanese…Ningen…Dock…Health…Checkup…System…to…the…World

■ 会　期
2020年11月26日（木）・27日（金）

■ 会　場
パシフィコ横浜
〒220-0012　神奈川県横浜市西区みなとみらい1-1-1
TEL：045-221-2155…
http://www.pacifico.co.jp/

■ 同時開催
第61回日本人間ドック学会学術大会
学術大会長：荒瀬　康司（…虎の門病院付属健康管理センター・画像診断センター　

統括センター長）
テーマ：人間ドック健診へのミッション：人間ドック健診がつなぐ現在・過去・未来

■ ホームページ
https://site2.convention.co.jp/dock2020/english/

■ 後　援
一般社団法人　日本病院会、特定非営利活動法人　日本人間ドック健診協会

■ 学会事務局
国際健診学会　第3地域
〒151-0051　東京都渋谷区千駄ヶ谷1丁目31-10　セシア千駄ヶ谷ビル2階
　　……　　　　（日本総合健診医学会事務局内）

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1階

■ 運営準備室
日本コンベンションサービス株式会社内
〒100-0013　東京都千代田区霞が関1-4-2　大同生命霞が関ビル14階
TEL：03-3508-1214　FAX：03-3508-1302
E-mail：dock2020@convention.co.jp
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■ 運営組織

顧問… 久代登志男… …一般財団法人　ライフ・プランニング・センター…
日野原記念クリニック　理事長

大会長… 篠原　幸人… 日本人間ドック学会　理事長／東海大学　名誉教授
… … 国家公務員共済組合連合会　立川病院　名誉院長
副大会長… 日野原茂雄… 新赤坂クリニック　副院長
事務総長… 西﨑　泰弘… 東海大学医学部基盤診療学系健康管理学　領域主任　教授
組織委員… 荒瀬　康司… …虎の門病院付属健康管理センター・画像診断センター…

統括センター長
組織委員… 亀井　徹正… 湘南藤沢徳洲会病院脳神経内科（神経内科）総長
組織委員… 鏑木　淳一… …医療法人社団慈誠会　上板橋病院内科
組織委員… 熊丸　裕也… AOI国際病院　副院長／健康管理センター長
組織委員… 和田　高士… 東京慈恵会医科大学大学院健康科学　教授…
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主要プログラム（案）
■ 特別講演

「Odyssey of Comprehensive Health Checkup System (Ningen Dock) and 
IHEPA in Future」
座長：篠原　幸人（…日本人間ドック学会理事長 /東海大学名誉教授 /国家公務員共済組合連合会　

立川病院　名誉院長）
演者：久代登志男（一般財団法人　ライフ・プランニング・センター　日野原記念クリニック　理事長）
特別発言：Vicki…L.…Shambaugh…(Pacific…Health…Research…Education…Institute,…Hawaii,…USA)

「リキッドバイオプシー最新情報」
座長：和田　高士（東京慈恵会医科大学大学院　健康科学　教授）
演者：落谷　孝広（東京医科大学医学総合研究所　分子細胞治療研究部門　教授）

「N-Nose最新情報」
座長：未定
演者：広津　崇亮（株式会社HIROTSUバイオサイエンス　代表取締役）

「The Japanese Style Ningen Dock Health Checkup System, Quo Vadis?」
座長：久代登志男（一般財団法人　ライフ・プランニング・センター　日野原記念クリニック　理事長）
演者：篠原　幸人（…日本人間ドック学会理事長 /東海大学名誉教授 /国家公務員共済組合連合会　

立川病院　名誉院長）

「健診におけるエビデンス」
座長：日野原茂雄（新赤坂クリニック　副院長）
演者：曽根　博仁（新潟大学大学院医歯学総合研究科　血液・内分泌・代謝内科学分野　教授）

■ シンポジウム
「How to utilize Genetic Information in Life Style Modification」

座長：Vicki…L.…Shambaugh…(Pacific…Health…Research…Education…Institute,…Hawaii,…USA)
座長：大神　　明（産業医科大学　産業生態科学研究所…作業関連疾患予防学　教授）
演者：Bradley…J.…Willcox（…Pacific…Health…Research…and…Education…Institute/…

International…Health…Evaluation…and…Promotion…Association/
University…of…Hawaii,…Hawaii,…USA)

演者：Richard…Allsopp（John…A.…Burns…School…of…Medicine,…University…of…Hawaii,…Hawaii,…USA)
演者：田口　淳一（東京ミッドタウンクリニック　院長）
演者：山上　孝司（一般財団法人　北陸予防医学協会）

※講演タイトルは予定のものとなります
※敬称略
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「Evidence-based Ningen Dock Health Checkup System : Current issues 
and Future strategies」
座長：Bradley…J.…Willcox（…Pacific…Health…Research…and…Education…Institute/…

International…Health…Evaluation…and…Promotion…Association/
University…of…Hawaii,…Hawaii,…USA)

座長：未定
演者：鏑木　淳一（…医療法人社団慈誠会　上板橋病院内科）
演者：西﨑　泰弘（東海大学医学部基盤診療学系健康管理学　領域主任　教授）
演者：福井　敏樹（医療法人社団如水会　オリーブ高松メディカルクリニック　院長）
演者：杉森　裕樹（…大東文化大学　スポーツ・健康科学部看護学科 /大東文化大学大学院　予防医学　

教授）

■ ランチョンセミナー
「中国の現状について」
「台湾の現状について」
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Call for Abstracts
Abstract Submission Period

March…16th…(Mon)…2020…–…May…18th…(Mon),…2020

Eligibility
Authors…do…not…have…to…be…an…member…of…Japan…Society…of…Ningen…Dock,…IHEPA…or…
International…Society…of…Ningen…Dock…to…submit…an…abstract.…Anyone…interested…in…
participating…in…the…meeting…are…welcome…to…apply.

General Rules for Abstract Submission
1.………All…abstracts…shall…be…submitted…and…presented…in…English.…
Abstract…is…required…to…be…submitted…with…the…e-mail…attachment…to…the…secretariat.…
(dock2020@convention.co.jp)

*…Please…download…“Submission…Form”…and…input…necessary…information…as…well…as…paste…
your…abstract…onto…the…form.
*……The…subject…of…submitting…mail…should…be…“[Abstract…Submission]…IHEPA2020/the…4th…
International…Society…of…Ningen…Dock”.
2.…One…author…is…allowed…to…submit…several…abstracts.
3.………Your…abstract…will…be…published…in…our…Application…as…you…registered.…Please…be…careful…
with…misspelling.

4.………First…author…is…required…to…ensure…that…all…co-authors…are…aware…of…the…contents…of…the…
abstract…before…submission.

5.…The…number…of…co-authors…is…limited…to…10…persons…per…abstract.
6.…Title…of…presentation…should…be…within…120…letters.
7.…Word…limitation…for…Abstract…should…be…within…1,600…letters.
8.…Abstracts…should…not…include…any…diagrams,…charts…or…reference…citations.

The announcement of abstract acceptance
Peer…preview…shall…be…done…by…the…organizing…committee.…The…announcement…of…abstract…
acceptance…will…be…sent…to…the…head…authors…via…an…e-mail…at…the…end…of…August…2020.

Inquiries about Abstract Submission
Management…Secretariat
(c/o…Japan…Convention…Services,…Inc.)
TEL:…+81-3-3508-1214
Office…hours:…9:30–17:30…(Weekdays…Only…/…JST)
E-mail:…dock2020@convention.co.jp
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参加受付
■ 事前参加登録期間　　2020年6月1日（月）～10月23日（金）

■ 学術大会参加費
事前登録 当日登録

会員医師（施設会員含む） 11,000 円 13,000 円
会員医師以外（施設会員含む） … 8,000 円 10,000 円
非会員 13,000 円 15,000 円
※…学術大会参加費には抄録集代を含んでおりません。なお、日本人間ドック学会会員の方には学会誌「人間ドック 35巻 3号 第 61回日本
人間ドック学会学術大会抄録集」を事前に送付いたします。
※こちらの参加証で「第 61回日本人間ドック学会学術大会」へもご参加いただけます。
※日本人間ドック学会、国際健診学会（IHEPA）、国際人間ドック学会のいずれの会員も会員価格となります。

■ 懇親会参加費　　2020年11月26日（木）　　夜開催（定員あり）
7,000 円
※懇親会のみのご参加はできません。学術大会と併せてお申込みください。

■ 事前振込についてのお願い
当日は受付が混雑する可能性がございますので、できるだけ事前にお振込みいただくことをお勧めいたします。
今回は、例年とお支払い方法が変わるため、十分お気をつけください。
お支払方法
　第 61回日本人間ドック学会学術大会のホームページより、以下の 4つのお支払い方法がございます。
　・オンラインクレジットカード決済
　・コンビニ支払い
　・ATM支払い
　・銀行振り込み
　※郵便振り込みは対応しておりません。予めご了承ください。
　※決済が最後まで完了しているか、必ずご確認ください。
注意事項
　・一旦振り込まれた参加登録費、懇親会参加費は返金できません。
　・二重振込・誤振込には十分ご注意ください。
　・懇親会参加費（7,000 円）を一緒にお支払いいただくことも可能です。
　　（クレジットカードについて）
　・Visa,…Mastercard,…JCB,…American…Express,…Diners…Club をご利用いただけます。
ネームカード（参加証）の送付
　・事前参加登録された方へはネームカードを 11月上旬頃に発送いたします。（予定）
　　（海外圏にはネームカードの事前発送は行わず、会場にてお渡しいたします。）（予定）
　・大会出席の際は、必ず持参ください。

■ 参加登録についてのお問い合わせ先

第 61回日本人間ドック学会学術大会　第 27 回国際健診学会　第 4 回国際人間ドック会議　運営準備室
日本コンベンションサービス株式会社内
〒 100-0013　東京都千代田区霞が関 1-4-2　大同生命霞が関ビル 14階
TEL：03-3508-1214　　FAX：03-3508-1302　　E-mail：dock2020@convention.co.jp
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査読者名 所属
足立　雅樹 埼玉医科大学病院健康管理センター
新　啓一郎 藤間病院総合健診システム
新　智文 帯広厚生病院健診センター
荒瀬　康司 虎の門病院附属健康管理センター・画像診断センター
石坂　裕子 三井記念病院総合健診センター
和泉　賢一 医療法人高邦会  高木病院
泉　由紀子 日本生命済生会  日本生命病院  ニッセイ予防医学センター
伊藤　恭子 東京慈恵会医科大学 総合健診･予防医学センター 新橋健診センター
伊藤　美奈子 横浜市立みなと赤十字病院  健診センター
稲次　潤子 医療法人財団健康医学研究会  リソルクリニック
井上　和彦 一般財団法人淳風会  淳風会健康管理センター
井上　詠 慶應義塾大学病院  予防医療センター
遠藤　守人 八戸学院大学
大黒　隆司 高知赤十字病院  健康管理センター
大塚　博紀 社会医療法人財団石心会 さやま総合クリニック 健診センター
大村　峯夫 医療法人社団 こころとからだの元氣プラザ
大本　由樹 虎の門病院附属健康管理センター
尾形　仁子 社会医療法人孝仁会 北海道大野記念病院
岡庭　信司 飯田市立病院
岡本　将裕 JCHO神戸中央病院  健康管理センター
岡村　雅雄 社会医療法人愛仁会 あいわクリニック
小川　健一 社会医療法人謙仁会 山元記念病院
小田　夏奈江 社会医療法人財団仁医会  牧田総合病院  人間ドック健診クリニック
小野　良樹 公益財団法人東京都予防医学協会
勝木　美佐子 一般財団法人健康医学協会  東都クリニック
加藤　清恵 渋谷済生クリニック
加藤　智弘 東京慈恵会医科大学附属病院 総合健診・予防医学センター 新橋健診センター
鏑木　淳一 医療法人社団慈誠会 上板橋病院内科
鎌田　智有 川崎医科大学 総合医療センター
鎌野　寛 香川大学保健管理センター
加茂　純子 甲府共立病院
北　嘉昭 国際医療福祉大学  塩谷病院
草野　健 公益社団法人鹿児島県消化器がん検診推進機構
小柴　賢洋 兵庫医科大学 健康医学クリニック
小島　玲 医療法人社団潤康会  芝パーククリニック  健診センター
小長谷　敏浩 医療法人財団医親会  マリンクリニック
小林　伸行 医療法人社団相和会  相模原総合健診センター
小堀　悦孝 藤沢御所見病院
佐々木　寛 医療法人沖縄徳州会 千葉徳洲会病院
笹森　斉 社会医療法人財団仁医会  牧田総合病院健診プラザOmori
清水　一紀 医療法人社団十全会  心臓病センター榊原病院
清水　正雄 埼玉医科大学病院健康管理センター
杉森　裕樹 大東文化大学
鈴木　幸男 北里大学北里研究所病院
曽根　博仁 新潟大学大学院

（50音順，敬称略，所属は2020年2月現在）
次ページに続く
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高木　重人 船員保険健康管理センター
髙田　幹夫 髙田労働衛生コンサルタント事務所
髙谷　典秀 医療法人社団 同友会
瀧澤　弘隆 一般財団法人柏戸記念財団  ポートスクエア柏戸クリニック
田口　淳一 東京ミッドタウンクリニック
武田　隆久 武田病院グループ
田中　督司 大阪府済生会中津病院 総合健診センター
田畑　正司 一般財団法人 石川県予防医学協会 健康管理センター
塚田　信廣 東京都済生会向島病院
塚本　真 社会福祉法人東京有隣会 有隣病院
津下　一代 あいち健康の森健康科学総合センター
土屋　敦 医療法人社団 相和会　
戸田　晶子 虎の門病院附属健康管理センター
内藤　隆志 公益財団法人 筑波メディカルセンター つくば総合健診センター
中尾　治彦 社会医療法人財団白十字会 佐世保中央病院 健康増進センター
中川　良 医療法人  大宮シティクリニック
中村　昭光 医療法人社団蘇生会 蘇生会総合病院 健康増進センター
西山　寿子 医療法人社団TIK 大手町さくらクリニック in豊洲
丹羽　利充 修文大学
野村　幸史 医療法人財団慈生会 野村病院
野村　史郎 名古屋第一赤十字病院
畠山　雅行 メディカルなら奈良市総合医療検査センター
服部　昌志 医療法人山下病院
林　秀樹 医療法人  林病院
原　茂子 原プレスセンタークリニック
久留　哲夫 社会医療法人財団池友会 新小文字病院
福井　敏樹 医療法人社団如水会  オリーブ高松メディカルクリニック
福田　洋 順天堂大学
古谷　亮 第二川崎幸クリニック
本間　聡起 JCHO埼玉メディカルセンター 健康管理センター
三浦　猛 神奈川県予防医学協会 中央診療所
水間　美宏 東神戸病院
満崎　克彦 社会福祉法人恩賜財団  済生会熊本病院予防医療センター
宮脇　尚志 京都女子大学
向井　幹夫 大阪府立病院機構 大阪国際がんセンター 
武藤　繁貴 社会福祉法人聖隷福祉事業団保険事業部 聖隷健康診断センター
村上　一雄 松山赤十字病院
森　由弘 KKR高松病院
森山　優 医療法人 大宮シティクリニック
八木　葉子 公益財団法人シルバーリハビリテーション協会  八戸西健診プラザ
山門　實 足利大学
山口　宏茂 一般社団法人日本健康倶楽部 和田山診療所
山田　千積 東海大学医学部付属東京病院
由良　明彦 美穂診療所
吉川　裕之 社会福祉法人聖隷福祉事業団保険事業部 聖隷健康診断センター
渡辺　清明 NPO法人 東京臨床検査医学センター

（50音順，敬称略，所属は2020年2月現在）
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巻　頭　言

超高齢社会における人間ドック 
̶ 一人ひとりにあった情報提供を ̶ 

あいち健康の森健康科学総合センター
津下一代

人間ドックの結果表では，本人の検査値とともに，その結果がどの判定に入るかが示される．「異常なし」を見
てほっとし，「要経過観察」，「要医療（要治療，要精検）」となると多くの人は不安になる．この表記は，健診シス
テムによりほぼ機械的に判定されており，年齢に応じて基準を変えることや個人の変動を考慮した判定にはなっ
ていない．

したがって，性・年齢などの属性や経過，各学会のガイドライン等を勘案し，個別に医師や保健師等が結果説明，
保健指導をすることで補完しているのが実情である．結果表の記載と結果説明の間に乖離がある場合，受診者の
頭には「？」が残るかもしれない．

判定区分は，生活習慣病の場合には特定健診の判定基準（おおむね各臨床系学会の診断基準と整合）に準拠して
いるが，その他の項目では受診者データから統計的に求めた基準範囲を根拠としている．基準範囲とは「健康人
の測定値について，国際的合意に基づく手順と統計的手法によって定められた値」（日本臨床検査医学会）であり，
人間ドック等の受診者の多くを占める35～64歳の集団から「健康人」を抽出して，95%が存在する範囲として算
出されたものである．つまり「健康人」でも5%は異常と判定されるわけである．しかも高齢者の場合には，基準
を作った集団の範囲の外にある．70歳代の集団のなかでは平均的な数値であっても，より若年の健康人の検査値
分布に従って判定されれば，異常となる項目もある．その結果，要精検・要指導等と判定され，不必要な検査を
促すことになったり，高齢者の特性にあった指導につながらない可能性も心配されるところである．

歴史的な積み重ねもあって現在の判定になっていると思われるが，高齢者が少なかった時代，55歳で定年を
迎えていた時代，手作業もしくはコンピューターのスペックが低かった時代から，人生100年時代，定年延長（70
歳くらいまでは働きたい人が多い），そしてAIの時代へと，時代は大きくシフトしている．高齢者のほとんどは
医療機関に通院していることから，「要医療」の言葉が形骸化している可能性もある．人間ドックは時代のニーズ
をとらえているといえるのだろうか．

そこで日本人間ドック学会では，2018年度より「高齢受診者に対する人間ドック健診のあり方委員会」を設置，
超高齢社会における人間ドック健診について検討を始めている．検討の主な内容は

〇「年齢相応の変化」とはどの程度のことなのか
〇高齢者に対しどのように指導していくのが適切なのか
〇健診時の質問票も，高齢者の健康課題や生活状況に応じた内容にすべきではないか
〇検査実施上の留意事項を整理し，高齢者に不向きな項目を減らす必要はないか
〇フレイルや認知機能など，高齢者の健康課題に応じた検査項目等の追加を検討すべき

等々である．すぐに結論を出せないテーマばかりであるが，日本老年医学会や高齢者向けの診断基準・治療目標
を設定している臨床系学会との連携を図りつつ，方向性を探っているところである．

厚生労働省においても，2020年度からの「高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施」にともない15問の質問
票（表）を公表，若年期のメタボ対策健診から高齢期のフレイル対策健診へ，という流れを示している．本質問票
は後期高齢者医療広域連合・市町村等の健診や地域の「通いの場」等での使用が推奨されるだけでなく，国保デー
タベース（KDB）への登録により地区の健康課題分析や事業評価への活用が予定されている．今後自治体より，本
質問票への切り替え，もしくは追加を要請されることも増えてくることであろう．
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委員会では，これらの国や社会の情勢も踏まえつつ，第一弾として「高齢人間ドック受診者  指導の手引き」を
作成した．いまだ高齢者向けの検査項目や判定基準を検討する段階ではないが，人間ドックを受診した約200万
人を対象とする大規模データベースから，性・年齢階級別の平均値や標準偏差を示すことで，「年齢相応」の参考
にしていただければと思う．また，日本老年医学会をはじめ関連学会のガイドライン等も参考にして，高齢者に
対する助言のヒントも掲載した．結果説明，保健指導の際の参考にしていただければ幸甚である．

一般的に，高齢者においては，検査値の悪化や「できなくなってきたこと」に目が向きやすく，健康に不安を抱
える人も増えてくる．悪いところを指摘し不安をあおる面談にならないように留意すること，これからの人生を
前向きに生きていくためのヒントと安心感を提供することが大切であると思う．

人間ドックの目的は，生涯にわたる健康保持・増進，早期予防の支援であり，一人ひとりの受診者にあった適
切な気づき・情報の提供，健康づくりや治療の場へのつなぎであると考える．そのためには，少なくとも本人の性・
年齢，治療状況等にあわせた対応ができるよう，エビデンスに基づいた納得感のある判定方法が求められる．労
働安全衛生法や特定健診等，法定健診以上の質を，人間ドックには求められるのではないだろうか．

現時点では「そのような手間はかけられない」と思うかもしれないが，すでに時代遅れの感がある．時代は複
雑なアルゴリズムを駆使して，本人に必要な情報を提供し，行動変容・治療につなげ，健康寿命の延伸と医療
費適正化につなげていくことを求めている．現在の人間ドックにもどかしさを感じているのは，私だけではな
いだろう．

表　後期高齢者の質問票
No 類型 質問項目 目的 回答

1 健康状態 あなたの現在の健康状態はいかがですか 主観的健康感 ①よい　②まあよい　③ふつう
④あまりよくない　⑤よくない

2 心の健康状態 毎日の生活に満足していますか 心の健康状態 ①満足　②やや満足
③やや不満　④不満

3 食習慣 1日3食きちんと食べていますか 欠食による低栄養 ①はい　　②いいえ

4
口腔機能

半年前に比べて固いもの※が食べにくくなりましたか
　　※さきいか，たくあんなど 咀嚼機能 ①はい　　②いいえ

5 お茶や汁物等でむせることがありますか 嚥下機能 ①はい　　②いいえ

6 体重変化 6か月間で2～3kg以上の体重減少がありましたか 低栄養 ①はい　　②いいえ

7

運動・転倒

以前に比べて歩く速度が遅くなってきたと思いますか 運動機能 ①はい　　②いいえ

8 この1年間に転んだことがありますか 転倒リスク ①はい　　②いいえ

9 ウォーキング等の運動を週に1回以上していますか 身体的フレイル ①はい　　②いいえ

10
認知機能

周りの人から「いつも同じことを聞く」などの
物忘れがあると言われていますか 認知機能の低下の

おそれの把握

①はい　　②いいえ

11 今日が何月何日かわからない時がありますか ①はい　　②いいえ

12 喫煙 あなたはたばこを吸いますか 喫煙 ①吸っている　②吸っていない
③やめた

13
社会参加

週に1回以上は外出していますか
社会的フレイル

①はい　　②いいえ

14 ふだんから家族や友人と付き合いがありますか ①はい　　②いいえ

15 ソーシャルサポート 体調が悪いときに，身近に相談できる人がいますか 身近な相談相手の有無 ①はい　　②いいえ

【高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施推進のための後期高齢者の質問票活用に向けた研究】（厚生労働科学研究津下班より抜粋）
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第60回日本人間ドック学会学術大会　理事長講演

人間ドックよ，Quo Vadis ?
人間ドック健診の向かうべき方向性 
－日本総合健診医学会との関係も含めて－

篠原幸人
日本人間ドック学会  理事長 

（東海大学 名誉教授，国家公務員共済組合連合会立川病院 名誉院長）

はじめに
2018年第59回日本人間ドック学会学術大会に

おける理事長講演 1）で，人間ドック健診そのもの
が現在岐路に立っており，現在の任意型・対策型
健診やがん検診などをこのままの形で踏襲してい
くことは大きな問題がある点を強調した．いまこ
そ健診関係の施設および関連医学会は内部でゴタ
ゴタせず一致協力して，健診事業の再編成・改革
を目指す時期である．

本講演では，今後の人間ドック健診の進むべき
道，健診団体連絡協議会（健団協）の今後の役割，
日本総合健診医学会との新しい連合体を形成する
提案，Medical Excellence Japan（MEJ）との協力
を含めた人間ドック健診の国際展開など，日本人
間ドック学会および本邦の人間ドック健診が日本
国民の健康寿命延伸のためにどこに向かうべきか
を論じてみたい．

ご存じの方も多かろうが，表題のQuo vadisは
ヨハネの福音書13章36節のなかにある最後の晩
餐で，ペトロがキリストに呼びかけたQuo vadis, 
domine ?という言葉で有名である．また，Henryk 
Sienkiewiczの小説や映画でご存じの方もおられる
だろう．正に今，「日本人間ドック学会は今後，
どこに向かったらよいのか」ということを会員諸
氏と真剣に考えたいと，本講演の演題名を冒頭の
ようにさせていただいた．

1．将来の人間ドック健診はどう変わるか
本邦の人間ドック健診が国民の健康寿命延伸に

役立ってきたことは十分想像できる．しかし，それ
が科学的に証明されたとはいいきれない．近年の

対策型（法定）健診の内容の進歩は，国民にとって
望ましいことではあるが，一方で任意型健診の存
在を脅かすほどになりつつある．若し任意型人間
ドックと企業健診・特定健診・がん検診などの内
容や効果がほぼ同じものと証明されれば，有料の
任意型人間ドックを選択する受診者はほんの一部
の方々に限られてしまう．一方で対策型健診をさ
らに充実させるには法律上や経済上の縛りも多い．
我々は対策型健診の内容を可能な限り引き上げつ
つ，任意型人間ドックの持つ付加価値を上げ，か
つ受診者の満足度も上げていかなければならない．

2．今後の新しい人間ドック健診
ここから述べる項目の一部は前年度の理事長講

演 2）でも多少触れたが，その後の進歩も含め，再
度ここに強調したい．
1）Personalized（Tailor-made）Ningen Dock

従来の受診者の年齢・家族歴・社会歴・既往歴・
生活習慣・生活環境などを完全に無視した画一的
ベルトコンベアー式の人間ドックではなく，将来
は個人を重視したエビデンスに基づく健診が行わ
れるべきであろう．

その手始めに，当学会でも，まず，受診者の年齢
を考慮した高齢受診者に対する人間ドック健診の
在り方に関する委員会を再度発足させた．女性の人
間ドック健診の在り方に関する委員会とともに，そ
の個人に最も適しかつ個人の希望を十分に組み込
んだ人間ドック健診が将来の在るべき姿と考える．

これらの点に関しても，学会公募研究などを
使って若い人間ドック専門医の新しい提案が待た
れるところである．
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2） 人間ドック健診に有用な新しい非侵襲的検査
の応用
従来の人間ドック健診はすでに確立した各種検

査をまとめて短時間内に効率よく施行できること
が最大のメリットの一つであった．しかし，近年
の医学の進歩は目覚ましく，新しい血中マイク
ロRNAを用いた多種類のがん早期発見法や，が
んの種類まではまだ同定できないが，受診者尿
と線虫を用いた比較的安価ながん検出法である
N-Noseが確立されつつある．本総会の特別講演
でも前者は落谷孝広先生，後者は広津崇亮先生の
特別講演があったのでその詳細は省略するが，従
来のこれら研究の大部分はすでにがんと決定され
た患者さんによるものが主で，人間ドック健診の
ような何の訴えもない超多数の健常者から，あた
かも砂浜で落としたコンタクトレンズを探すよ
うな作業は行われていない．そこで，どのくら
い false positive，false negativeが存在し，どのく
らい早期からあるいは発症前からがんが検出でき
るか否かの検討は従来十分されているとはいい切
れない．我が人間ドック学会こそは研究の完成を
待って「おこぼれを頂戴する」だけではなく，むし
ろ積極的に受診者や健診諸施設の協力を得てこれ
らの研究の一端を担うべきである．すでに線虫に
関しては広津先生と経済面を含めての協力体制を
完成しつつある．
3）その他のがん早期検出法

最近，大阪大学と国立がん研究センターなどの
グループから，早期の大腸がんで増える細菌を発
見したとの報告があった．大腸がん検診が古式ゆ
かしい便潜血の有無にのみ頼っている現実を考え
ると，今後この面でも非侵襲的な安価な検査の発
展が期待される．
4） Arti�cial Intelligence（AI）の画像診断における
応用
人間ドック健診施設における胸部X線画像異常

所見の見落としが話題になったことは耳新しい．
健団連でもこの点を注目し，健保連指定の施設

に対し11項目の「望ましい健診施設要件」（表1）
を提示した．そのなかでは，特に各種画像診断に
おける専門医のダブルチェックの必要性が強く求

められている．しかし，現実問題として，小中規
模の健診施設のすべてがダブルチェックに必要
な複数の専門医を雇用できるとは演者には思え
ない．一方で，画像診断のAI技術が進歩すれば，
一名の専門医とAIの併用は十分可能であろう．
但し，ここでもAIの精度向上と万一の場合の責
任の所在が問題となる．この点を煮詰めるために
メーカー単独の研究に頼らず，健診専門家とメー
カーとの意見交換が必須である．

重要なことは，2019年G20貿易・デジタル経
済相会議の「AI原則」でも論じられたように，あ
くまでも「AIは道具」であり，特に医療分野では

「人間が中心」という原則が貫かれねばならないの
は当然である．また，「誤診を決して機械のせい
にしてはならない」ことを健診専門家は肝に命ず
るべきである．
5）遺伝学的検査と人間ドック

すでに本学会内に，遺伝学的検査検討委員会（田
口淳一委員長）が立ち上がったのは御存じのこと
と思うが，本総会においても第4会場において「遺
伝学的検査アドバイザー研修」が行われ，会場に
入りきれない方々には急遽別会場でビデオのみで
講演を拝聴していただいた．現段階で本学会が直
ちに遺伝学的検査を通常の人間ドック検査項目に
繰り入れることは考え難い．しかし，これだけ商
業ベースの遺伝学的検査が浸透してくると，健診
施設には受診者からの質問が多数寄せられるだろ
うし，健診施設の職員もその実態や現状を十分把
握しておく必要がある．「ウチでやった検査では
ないから検査をしたメーカーに訊いてください」
では済まないほど，巷では遺伝学的検査はポピュ
ラーなのである．会員諸氏も十分その認識を持っ
ていただく必要があろう．

3．健団協における本学会の役割
新しく発足した健団協の動きについてはすでに

前2回の理事長講演でも紹介した 1,2）．
この1年で健団協においてなされた大きな仕事

の一つは健保連からの要請もあり，当学会のみな
らず日本総合健診医学会，日本病院会，全日本病
院協会などの健診関連団体がまとまって，適切
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な健保連人間ドック健診に望まれる11の要件を
2019年5月にまとめたことである．これは本講
演でもご紹介したし，すでに本誌，本学会ホーム
ページ，本学会ニュースレターなどでご存じとは
思うが，その11項目の概要を表1に示した．こ
れによって，健保連指定の健診施設を絞ろうとす
るのが目的ではない．何とか日本に3,000以上は
あろうかという健診施設の「質の向上」を図るのが
主目的である．これらの項目を一つひとつ説明す
る時間も紙面の余裕もないが，ここに書かれてい
る項目はすべてminimum requirementsであり，
今後健保連の指定のみならず，すべての健診施設
において当然守られるべき要件である．これが守

られていないような施設では私自身も健診を受け
たくないと思うのは当然ではないだろうか．これ
らの項目は施設自体のご努力とやる気さえあれば
十分実現可能である．しかし，表1，第3項に挙
げたX線や超音波，マンモグラフィーなどの読影
におけるダブルチェック体制に関しては，現状で
は厳しいとおっしゃる施設もあると想像される．
ここで強調したいのが先ほど述べたAIを用いた
画像診断の利用であり，将来的にはここにAIが
登場する可能性は非常に高い．

無論，前述したようにその場合でも最終判定と
責任は人であり，AIはあくまでも補助に過ぎな
いことを我々は忘れるべきではない．

表1　適切な健保連人間ドック健診に望まれる11の要件（健団協 2019.5）
1. 検査項目
　健団協が決めた基本検査項目の実施
　医師による聴診・触診は必須
2. 検査の精度管理
　①検査部門
　②画像診断部門 ［精度管理委員会の設置，年間複数回の定期的サーベイの確認］
3. 読影・判定
　①X線，腹部・乳腺超音波，心電図，眼底写真，マンモグラフィーの読影・判定
　　⇒専門的知識を有する医師が行い，X線・超音波・マンモはダブルチェック体制が必要
　②病理細胞診は専門医・スクリーナー有資格者が実施
　③施設内での判定基準の明確化
　④読影記録を残すこと，過去の結果の参照
4. 結果説明
　医師により原則当日
5. 保健指導（生活習慣改善，その他の指導・受診勧奨も含む）
　①実施体制
　②実施者は医療職とする
6. 健診後のフォローアップ
　①健診後の問い合わせへの対応，適切なアドバイスの実施，フォローアップの記録などのマニュアル整備
　②他医療機関に連携する医療連携室またはそれに準ずる仕組みの存在
　③要精検者に対する受け入れ，または紹介体制
　④精検指示率・受診率の把握
7. 結果表・結果の管理
　①人員・機器整備の確保，手順の明確化
　②業務改善の仕組み
　③5年間保管，経年比較のシステム，電子化への対応
8. スタッフ
　①医師（責任医師の明確化）
　②臨床検査技師・放射線技師の人数と資格認定の取得
　③保健師・看護師・管理栄養士の人数
　④事務職員
　⑤健診に関する教育体制
9. 個人情報管理
　①法令・ガイドラインの遵守
　②個人情報保護・取り扱い規定の作成
　③情報システム管理マニュアルの存在
　④データの保管と適切な破棄
10. 安全管理
11. 受診環境
　診療と健診スペースの空間的・時間的に配慮・工夫
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2019年2月に，規定により小生は2年間の健団
協議長の立場を退いたが，まだまだ健団協，すな
わち本邦人間ドック健診団体が一堂に会し協議す
べきことは沢山残されている．その項目を表2に
列記した．

従来の人間ドック健診の従事者の多くは，早く
疾患を発見することが臨床予防医学の唯一の目的
と考えておられたし，今でもそのような従来の考
えから脱却できない方が散見される．人間ドック
健診において，疾病の早期発見は重要な目的の一
つではあるが，唯一かつ最終の目的ではないこと
を人間ドック健診人はもっと理解すべきである 3）．

健団協に本学会は日本総合健診医学会ととも
に，「学会」として参加している．明確な定義はな
いが，学会とは「学問や研究の従事者らが，自己
の研究成果を公開発表し，その科学的妥当性を
オープンに討議議論する場である．また，同時に
査読，研究発表会，講演会，学術論文誌などの研
究成果発表の場を提供する業務や，研究者同士の
交流などの役割も果たす機関」であり，決して施
設経営を主体と考える人たちの集まりだけではな
い．無論，本学会が他医学会と大きく違う点は個
人会員に加えて沢山の施設会員がおられる点であ
り，すでに以前の理事長講演でも施設経営の重要
性を筆者も強調してきた 2）．しかし，健団協のな
かでは学術団体としての最低限度の自負とリー
ダーシップは保持すべきと考えている．
表2で示す現在の健団協の積み残し項目として

は，今，本学会が日本医学健康管理協議会と真剣
に取り組んでいる健診用語の統一や，健診結果
フォーマット・健診結果判定基準の統一化の問題
が挙げられる．

それに加えて，人間ドック学会理事長として

私が取り組んできた「人間ドック健診受診者の自
己負担費用分の税制上の控除」の問題や，誇大妄
想ではないかと笑われるかもしれないが，「健康
寿命延伸のための臨床予防医学対策基本法」の設
定などが将来の夢である．特に後者は私の目の黒
いうちには実現不可能かと考えるが，本当に日本
人の健康寿命をさらに延ばし，医療費の削減を目
指すには必要不可欠のテーマではないかと愚考す
る．あくまでも本学会は会員ファーストであると
同時に，人間ドック健診は受診者ファーストでも
なければならない．

4． 人間ドック・総合健診医学会連合体形成の
 夢は果たせるか？

この狭い日本にかなり類似点を持った2つの学
会が必要なのかという疑問を演者は以前から持っ
ていた．また，先人たちもこの両学会の統一にか
なり努力されたことも周知のことである．しかし，
両学会の法人格の違いや考え方の相違，さらには
両学会発足時の経緯や現在の役員の保身などの問
題から，その統合は困難との見方が強かった．し
かし，人間ドック専門医認定のためにも，また，
日本医学会における人間ドック健診学（臨床予防
医学）の確立のためにも，人間ドック健診関連学会
が日本医学会に加盟を認められることは必須の要
件である．しかし，日本医学会には同種同好の複
数の学会から同時に加盟申請がなされた場合，会
員数の多寡に関係なく加盟申請は見送るという不
文律が，筆者が医学会幹事を務めていた時から存
在していた．すでに確立した2学会が完全に短期
間に合併するのは現状では不可能であると私も考
える．そこで2018年末より日本総合健診医学会
福武理事長と何回か直接お会いし，また，メール

表2　健団協での課題・問題点
・健診結果フォーマットの統一化

・判定区分の統一化

・日本医学健康管理協議会との対応

・人間ドック健診自己負担分の税制上の控除

・健康寿命延伸のための臨床予防医学（人間ドック健診）対策基本法の提言
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のやり取りを繰り返して，統合が駄目なら，将来
的な合併は視野に入れるが，当面は2学会が従来
どおり独立して行動し，それとは別に日本人間ドッ
ク総合健診医学会連合体（仮称）を新たに作り，専
門医制度・用語統一・その他一緒に行動したほう
が良いことは一緒にやりましようという提案を投
げかけてきた．中国が主張するような「一国二制度」
もどきを想定しているが，我々に強い下心がある
わけでは決してない．ここまで日本医学会加盟に
こだわるのはあくまでも両学会の会員のため，ま
た，折角ここまできた人間ドック健診専門医制度
に受験料や認定料，さらには研修会費用などを会
員諸氏に無駄払いさせることがないようにとの配
慮からである．また，日本医学会のなかで，臨床
予防医学ともいうべき「人間ドック健診学」を確立
したいという希望の表れと考えていただきたい．
できることなら2020年春までにはこの構想を形に
あるものにしたいと考えてが，2019年10月現在
では，まだ日本総合健診医学会側からの色よい返
事はいただけていない．

5． 第27回国際健診学会と第4回国際人間ドック
学会の同時開催などの国際展開

上記の日本総合健診医学会との共同事業の一環
として，これも日本中心に2つも存在していた人
間ドック健診関係の国際学会も統一すべきである
と考えてきた．幸いにして International Health 
Evaluation and Promotion（IHEPA）の久代理事長
と意見が一致し，2020年11月26・27日の両日，
第61回日本人間ドック学会総会と同時に同じ会
場で2つの国際学会を一緒に開会できることと
なったのは喜ばしい．今後もこの2国際学会は同
時に開催され，いずれは融合することが期待され
る．沢山の会員のご参加によりこの初めての合同
国際学会の前途を祝福していただきたい．

6．学会公募学術研究の発展
学会からの公募学術研究制度も2年目を迎え

た．初年度は13題の応募があり，2年目の2019
年度はそれ以上の応募を期待している．

ただし，この公募は単なる自由研究ではなく，

エビデンスの少ない人間ドック健診の有用性を示
すような研究が望ましいと筆者は繰り返し強調し
てきた．しかし，厚労科研のような御自分のやり
たい研究を補助する類の研究費補助と本公募研究
は異なることが，まだ応募者全体には浸透してい
ない．表3に「人間ドック学会として望ましい研
究課題」を示し，また，総会中に行われた2018年
度研究の中間発表の会場でも，最後にコメントと
して私の口から本研究費公募の意図を説明させて
いただいた．

人間ドック健診の有用性を示すエビデンスなど
を是非若い研究者に多数示していただきたい．

7．「人間ドックの日」の設定
昭和12年（一説には13年）に，初めて本邦で現

在の人間ドックもどきの健常人健診が東京大学坂
口内科で行われたと．しかし，実際に近代的な人
間ドックが開始されたのは昭和29年の国立東京
第一病院（現在の国立国際医療研究センター）およ
び聖路加病院であった．この記載は，当時の「読
売新聞日曜特集 4）に一面全体を使って詳しく記載
されているが，実際に人間ドックが開始されたの
は昭和29年7月12日だったことを，国立国際医
療研究センターにて確認した．当該センターのご
許可を得て，本学会から日本記念日協会にこの日
を「人間ドックの日」としたいと申請したところ，
2019年5月31日に正式に認定の連絡をいただい
た．図1はその記念日登録証である．この人間ドッ
クの日設定を機会に，本学会も国・厚生労働省・
さらには日本全国民に対する人間ドック健診をは
じめとする予防医学の重要性の3識（意識・知識・
認識）の啓発をより一層行っていきたい．

これらを勉強している最中に筆者は，”dock”と
いう言葉には我々が考える船舶のドックという意

表3　学会希望研究テーマ
（ミニ科研ではない、今、学会に必要な研究を）

例 （1）胃がん検診は隔年で十分か

（2）肺がん検診におけるCTの有用性

（3）人間ドック健診のcost-e�ectiveness

（4）任意型人間ドック健診と法定健診の優劣

（5）生活（習慣）指導の実際に関する研究 など
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味の他に，入院する，検査するなどの意味が従来
あったという記載に遭遇した．今後，この点は筆
者がもう少し勉強してから，機会があれば何処か
でご紹介したいと考えている．

8．その他の懸案事項
我々が医学会としてやらなければならないこと

は他にも沢山ある．今，一番気になることは，沢
山の受診者の方々から貴重なデータをいただきな
がら，学会における演題発表，論文投稿などに関
し，対象者からの Informed consentを正しくい
ただいているか，第三者による科学的合理性・倫
理上の妥当性の承認は受けているか，学会内の倫

理審査委員会ないしそれに代わる組織による研究
計画の事前承認などの手続きが正しく行われてい
るかなどの懸念である．従来，本学会はこれらの
点に脇の甘さがあったことに反省の余地があるの
ではないか，これらの点を考慮しながら，2020
年は私も含めて会員一同の反省の年にもしていた
だきたいと思っている．

おわりに
本稿は2019年7月，岡山で行われた第60回学

術大会理事長講演のまとめである．しかし，最後
に強調したいことは，本学会は歴史はあるが，学
術団体としては未熟な面をいまだ多く持った学術
団体であり，真の日本の臨床予防医学を担うため
には，会員一同が一致協力してやらなければなら
ないことがまだ多数ある点である．本学会員は，
自己の出身母体とかグループの利益を最優先する
ことなく，本学会が何のために存在し，今後何を
すべきかを良く見極めて行動されることを切に
祈って，この小文を終わる．

文　献
1） 篠原幸人：岐路に立つ人間ドック健診－人間ドック学会は

どう対応するか－．人間ドック 2019；33：663-667．
2） 篠原幸人：今後の人間ドック健診と日本人間ドック学会．

人間ドック 2017；32：595-600．
3） 篠原幸人：人間ドックを真のサイエンスである人間ドック

学に．人間ドック 2014；29：5-6．
4） 讀賣新聞：日曜特集ページ2，昭和29年9月19日．

図1　人間ドックの日 記念日登録証
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総　説 人間ドック 34：683-692，2020

消化器疾患の現状と今後の展望
猿田雅之

東京慈恵会医科大学 内科学講座 消化器・肝臓内科  主任教授

要　約
1990年代の消化器疾患は，胃・十二指腸潰瘍や胃がんとウイルス性肝疾患が大部分であった．特

にウイルス性肝炎は，後に肝硬変や肝細胞がんおよび門脈圧亢進症による合併症を起こし治療に難
渋することが多かった．近年，抗ウイルス療法によりB型，C型肝炎ウイルスは駆逐もしくは制御可
能となり，肝硬変と肝細胞がんも減少している．消化性潰瘍はヘリコバクター・ピロリ（ピロリ菌）
の慢性感染が発症に大きく関わることが判明し，除菌が可能となった現代では新規発症は激減した．
代わりに，萎縮性胃炎に伴う低酸から，除菌や未感染に伴う高酸へと変化し，逆流性食道炎など酸
関連疾患が増加している．さらに，大腸腺腫，大腸がん，潰瘍性大腸炎やクローン病など下部消化
管疾患が激増し，近年の小腸研究の進歩から小腸を標的とした新規薬剤も多数登場している．その他，
膵臓がんは急増しているがいまだ予後不良な疾患であり，早期発見への取り組みが非常に大切となっ
ている．

キーワード 消化器がん，ヘリコバクター・ピロリ，炎症性腸疾患，小腸疾患

はじめに
1990年代の消化器領域の主要疾患は，消化管

領域では胃潰瘍と十二指腸潰瘍に代表される消化
性潰瘍や胃がん，肝胆膵領域ではウイルス性肝炎
であった．特にウイルス性肝炎は，将来的に肝硬
変や肝細胞がんを発生するだけでなく，肝硬変に
伴う門脈圧亢進症から胃食道静脈瘤を発生させ，
突然の消化管出血を起こすことが問題であった．
近年，抗ウイルス療法の進歩により，B型肝炎ウ
イルス（HBV）はウイルス量を測定感度以下に制御
可能となり，C型肝炎ウイルス（HCV）は完全駆逐
可能となり，肝硬変と肝細胞がんだけでなく，肝
硬変に伴う合併症も消失させることとなった．一
方の胃潰瘍と十二指腸潰瘍と代表される消化性潰
瘍は，ときに深掘れの潰瘍を起こし，血管を損傷
することから突発的な出血を起こし，緊急の内視
鏡的な止血術や手術療法も必要とされることが多
かった．消化性潰瘍の原因に関して，単にストレ
スの蓄積で発症するのではなく，ヘリコバクター・
ピロリ（以下，ピロリ菌）の存在とそれに伴う慢性
炎症を背景とし各種ストレスがかかった時に発症
することが判明した．ただ，ピロリ菌に関しても，
抗菌剤を用いた除菌療法により完全駆逐可能とな
り，慢性胃炎の改善させることにより，潰瘍の発

症も激減している．ピロリ菌の消失や未感染者増
多に伴って慢性胃炎が激減し，低酸状態から生じ
る胃もたれから，高酸状態による逆流性食道炎な
ど酸関連疾患が新たな問題点となっている．

さらに，大腸疾患である大腸腺腫，大腸がん，
潰瘍性大腸炎（Ulcerative Colitis：UC）とクローン
病（Crohn's disease：CD）に代表される炎症性腸疾
患（In�ammatory Bowel Disease：IBD）は激増し，
小腸領域の研究が進み，形態学的な疾患の評価だ
けでなく，機能的な評価から新規薬剤も多数登場
しており，上部消化管疾患から下部消化管疾患へ
と疾病構造も変化している．胆膵領域では，膵臓
がんが急増し，早期発見が困難で，進展が早く手
術困難となることが多いため，いまだにきわめて
予後不良な疾患であり，早期発見の取り組みや化
学療法の発展により，予後は徐々に改善している
が，まだまだ不十分で大きな課題となっている．

このように消化器領域の疾患は，時代とともに
大きく変化しており，本稿では消化器領域の変遷
と今後の展望について概説する．

消化器がんの動向（罹患数と死亡数）
国立がん研究センターは，「全国がん罹患モニ

タリング集計のがん罹患数1975～2011年全国推
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計値」や「人口動態統計がん死亡数1975～2013年
実測値」，「国立社会保障・人口問題研究所の将来
推計人口」を基に，2015年のがん患者数と死亡者
数を推計している（図1）1）．図のように，がんの
罹患数は増加の一途をたどり，さらに，長期的に
増加することが想像でき，罹患数と死亡数の長期
的な傾向として，胃がんと肝細胞がんの順位が下
がり，肺がんと大腸がんが上がる傾向となってい
る．前立腺がんと乳がんの罹患数が目立って増加
し，膵臓がんも上昇傾向が顕著になっている．死
亡者からみると，胃がんと肝細胞がんの死亡者数
はすでに減少していきているが，肺がん，大腸が
ん，膵臓がんによる死亡が増加しており，各種消
化器がんの対応は急務となっている．

ウイルス性肝炎と合併症の現状
慢性肝障害の要因として，日本ではいまだHBV

とHCVによるウイルス性肝炎が多い．B型慢性
肝炎は，HBVの持続感染により，慢性肝炎，肝
硬変，そして肝細胞がんを引き起こす病態である．
HBVは，感染した時期や感染時の状態により一
過性感染に終わるものと，生涯にわたり感染が継
続する持続感染に分けられる．一般的に持続感染
が問題となることが多く，出生時の母子感染や妊
娠中の子宮内や産道感染などの垂直感染から成立
することが多い．そのため，日本では持続感染を

成立させないためのHBV母子感染予防対策事業
が1986年に開始され，HBV持続感染している母
親からの産道感染を減らすために，当初は出産時
と生後2ヵ月にHBV免疫グロブリンを，生後2，3，
5ヵ月でHBワクチン接種を行うことになったが，
2013年10月から早期接種方式（国際方式）へ変更
され，出生後できるだけ早い時期（12時間以内）
にHBV免疫グロブリンを筋肉内投与，HBワクチ
ンを皮下注射し，さらに，HBワクチンを1ヵ月後
と6ヵ月後に2回追加接種する方式となった 2）．こ
の制度が施行されてから，新規のB型肝炎ウイル
スの持続感染患者は減少しているが，近年，成人
の性行為にともなう水平感染が問題化している 2）．
これは成人がB型肝炎ウイルスに感染すると，約
90%は自然に鎮静化するが，約10%が持続感染
に移行することによるもので，HIVの共感染も含
めた性感染症としての問題となっている．B型慢
性肝炎患者に持続感染しているHBVは身体から
の排除は困難で，インターフェロン（Interferon：
IFN）療法を用いても，後述の核酸アナログ製剤を
用いても，現在の治療薬ではウイルスの完全排除
は不可能となっている．そのため，B型肝炎の増
殖を完全に抑制し，慢性肝炎化，肝硬変や肝細胞
がんへの進展を抑制することが治療目標となり，
核酸アナログ製剤（エンテカビルやテノホビルな
ど）を用いることで達成可能となっている．

図1　がんの推移（罹患数と死亡数）
出典：国立がん研究センターがん情報サービスhttps://ganjoho.jp/reg_stat/index.html　がん登録・統計より抜粋



人間ドック　Vol.34  No. 5  2020年 15 ( 685 )

一方のHCVは，HBVとは異なり，感染すると
60～80%の人はウイルスが自然に排除されるこ
とはなく，慢性肝炎，肝硬変，肝細胞がんへと進
行する．一般的にHCVは血液を介して感染し，
ほとんどの場合が2～14週間の潜伏期間を経て，
自覚症状のない不顕性感染状態となる．その後，
慢性肝炎患者のうち30～40%が約20年の経過で

「肝硬変」に進行し，年率約7%の頻度で肝細胞が
んが合併し，現在約3万人が肝細胞がんにより死
亡している 3）．また，肝硬変は，食道静脈瘤や胃
静脈瘤を合併することが多く，破裂すると重篤な
状態となるため，内視鏡的静脈瘤結紮術などの内
視鏡的な予防処置が必要となる場合も多い．さら
に，肝硬変や肝細胞がんが進行すると，肝不全状
態となり難治性の黄疸や腹水貯留，意識障害が進
行し，致死的な状況となる．現在日本には約100
万人程度のHCV感染者が存在すると考えられ，
そのなかにHCV感染の自覚すらない，あるいは
自覚していても通院していない人が多く存在し問
題となっている．さらには，医療機関においても，
肝機能障害が生じていなければ経過観察でもよい
と考えている非専門の医師はいまだに多く，その
意識改革が求められている．

HCVの治療方針は，HBVと同様，慢性肝炎の
活動性を抑制または終息させ，肝臓の線維化進展
を抑制し，肝硬変への進行と発がん，各種合併症
リスクを減少させることである．HCVに対する
抗ウイルス療法は，従来，IFNによる治療が基本
であった．IFNは体内でつくられる物質で，ウイ
ルス増殖抑制作用があるため，抗ウイルス療法と
して，人工的に合成した IFNを持続的に投与して
ウイルスを消失もしくは増殖抑制を狙いとしてい
た．IFN療法では，頭痛，発熱，悪寒，倦怠感，
関節痛などのインフルエンザ様症状，食思不振や
吐き気などの消化器症状，脱毛，薬剤性過敏症症
候群や中毒性表皮壊死融解症，皮膚粘膜眼症候群

（スティーブンス・ジョンソン症候群）などの皮膚
症状，と多種の副作用を頻回に認め，さらに，そ
の有効性も決して高くはなかった．IFNにポリエ
チレングリコール（polyethylene glycol：PEG）を
結合させ，注射後の IFNの吸収・分解を遅らせ，

血液中の効果が長期間持続するよう工夫された
ペグインターフェロン（PEG-IFN）も開発された
が，ゲノタイプ1b型の高ウイルス群では15%程
度，ゲノタイプ2aや2b型の高ウイルス群でも50
～60%程度の著効率に留まった．その後に登場し
たリバビリンを併用した IFN療法となり，ようや
くゲノタイプ1b型の高ウイルス群でも45～50%
の著効が得られるようになったが，それでも半数
を抑えるに過ぎなかった．ただ，それでもIFN療
法が重用されたのは，その治療中にALTが下がる，
HCV量が減少するなどの効果が約70%に認めら
れ，さらにHCVを完全排除できなくてもALTが
下がるなどの効果は，肝線維化を抑制でき，肝硬
変への進展を抑止して将来の肝細胞がんの発生率
も低下させることができたためである．

近年，ウイルス増殖に重要な役割をもつHCV
蛋白を直接阻害する経口薬の直接作用型抗ウイ
ル ス 薬direct acting antiviral agents（DAAs）も開
発が進み，IFNを使用することなく，ほぼ100%
近い症例でHCV排除が達成できるようになっ
た．DAAsは，標的とするHCV蛋白により，①
NS3/4Aプロテアーゼ阻害薬（アスナプレビル，
グラゾプレビル，グレカプレビル），②NS5A阻
害薬（ダクラタスビル，レジパスビル，エルバス
ビル，ピブレンタスビル，ベルパタスビルなど），
③NS5Bポリメラーゼ（ソホスブビル，べクラブビ
ル）に分けられ，その組み合わせを検討する必要
がある．DAAsの投与歴のないゲノタイプ1型の
慢性肝炎では，ソホスビル /レジパスビル併用療
法，グラゾプレビル /エルバスビル併用療法，あ
るいはグレカプレビル /ピブレンタスビル併用療
法が選択される．ゲノタイプ2型の慢性肝炎では，
ソホスビル /リバビリン併用療法，ソホスビル /レ
ジパスビル併用療法，グレカプレビル /ピブレン
タスビル配合剤のいずれかが選択される 3）．また，
このDAAsの登場により，代償性肝硬変だけでは
なく，かつては治療困難であった非代償性肝硬変
においても治療可能となった．さらに，高度腎機
能障害のある症例の治療は薬剤代謝の問題から難
渋していたが，グレカプレビル /ピブレンタスビ
ル配合剤などの登場により腎不全患者にも安全に
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投与可能となった．また，海外のHCVのゲノタ
イプは，日本で主となる1型や2型ではなく，3型，
4型，5型，6型などが多く，今後日本へも流入す
ることが懸念されていたが，いずれのゲノタイプ
にも有効なグレカプレビル /ピブレンタスビル配
合剤が登場し，全ゲノタイプに治療可能となった．

それでもHCVの完全駆逐が困難である場合に
は，肝臓の炎症を抑えて肝細胞の再生を促し，肝
臓の繊維化を遅らせる「肝庇護療法」を選択する．
これは，HCVそのものを駆逐することはできな
いものの，副作用が少なく，高齢者にも安全な治
療で，実際にはウルソデオキシコール酸や強力ネ
オミノファーゲンシーなどが用いられることが多
い．また，C型肝炎では鉄が容易に吸収され，肝
臓内に鉄過剰を起こし，さらに，肝機能障害が進
行することから，「瀉血療法（除鉄療法）」も有効な
肝庇護療法とされ，瀉血に鉄制限食を併用し体内
の鉄を減らして改善を図る．

ピロリ菌感染と胃・十二指腸潰瘍，胃がん
の出現

胃・十二指腸潰瘍とは，胃および十二指腸の粘
膜筋板を超え粘膜下層より深部に進展する粘膜
欠損を呈するもので，かつては，過度の飲酒，喫
煙，カフェインの過剰摂取，NSAIDsの頻用，心
理的・肉体的ストレスの蓄積により発症すると仮
定されてきたが，現代では成因は感染性，薬剤性，
過酸性，二次性，特発性と考えられている．感染

性の代表がグラム陰性らせん状桿菌ピロリ菌感染
で，薬剤性の代表がアスピリンや解熱鎮痛薬など
非ステロイド性抗炎症薬（NSAIDs）であり，潰瘍
の二大原因とされている．ピロリ菌は，自らがア
ンモニアを作り出して，胃酸を中和し強酸のなか
で生存する菌として，1982年にオーストラリア
の2人の医師ウォーレンとマーシャルにより初め
て報告された．1984年には，マーシャルがピロ
リ菌を自ら飲み，自分に急性胃炎を引き起こす実
験に成功し，実際に胃炎が引き起こされることを
証明し 4），2005年にノーベル賞受賞となった．海
外のメタ解析で，潰瘍発症のリスクは，ピロリ菌
感染単独が18.1倍，NSAIDs服用単独が19.4倍，
ピロリ菌感染かつNSAIDs服用で61.1倍に増加
すると報告されている 5）．日本では，胃潰瘍の70
～80%，十二指腸潰瘍の90～95%がピロリ菌に
より生じており，国内の感染者数の多さが問題と
なっていた．実際1970年代には74.7%と陽性率
が非常に高値であったが，衛生環境の改善により
陽性率は年々低下し，2010年代には35.1%にま
で低下し（図2）6），それに比例するように1996年
には116.4万人であった胃・十二指腸潰瘍の患者
数が，2017年には22.6万人にまで減少し 7），ピ
ロリ菌の関与の大きさを示すものとなった．

一般的に，幼小児期に経口感染としてピロリ菌
の感染が成立すると，自然消滅することはまれで，
初期は鳥肌胃炎を形成し，その後白くべったりと
した粘液の付着，体部大弯の襞の腫大，非萎縮粘

図2　日本のピロリ菌感染率の変化
1975～1978年，1991～1994年，2010～2013年に内視鏡検査を受けた1,381例の患者記録からピロリ菌の
感染率の検討で，ピロリ菌感染率は，年齢層の移行と並行して減少している．出典：文献6
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膜の強い発赤所見を認めるようになり，慢性化し
た感染胃の状態となる．長期間の胃炎の継続は萎
縮性胃炎をうみ，高度萎縮した胃粘膜領域からは
胃がんが発生することも判明し，胃がん患者から
みたピロリ菌陽性率は98%と超高率であること
も報告されている．一方で，除菌療法の進んだ現
代では，ピロリ菌陽性者の将来的な胃がん出現率
は8%と低値であり，陽性を認めた場合には速や
かな除菌療法が推奨される．この除菌療法は，ア
モキシシリン，クラリスロマイシン，各種プロト
ンポンプインヒビター（Proton pump inhibitor：
PPI）の3剤併用療法を一次除菌として行ってきた
が，日常診療におけるクラリスロマイシンの頻回
投与歴により，クラリスロマイシン耐性ピロリ菌
が増加し，90%前後を誇っていた除菌成功率も
70%台前半にまで低下した．近年，PPIをカリウ
ムイオン競合型アシッドブロッカー（Potassium-
Competitive Acid Blocker：P-CAB）のボノプラザ
ンに変更した組み合わせを一次除菌として行うこ
とが固定化し，一次除菌成功率も92%以上に回復
している．ピロリ菌の除菌および衛生環境改善に
よる未感染者の増加は，胃粘膜における萎縮性炎
症の消退を促し，将来的な胃がんの発症減少へと
繋がっている．また，除菌療法を早めに取り組む
ことが大切ではあるが，仮に早期胃がんを発症し
た後であっても，内視鏡治療後に除菌を行うこと
で非除菌群の4.1%/年の新規病変発症に対して，
除菌群では1.4%/年と3倍程の差が認められ 8），
時期を問わず積極的に取り組む必要である．さら
に，除菌した後には，炎症の消退によりみえなかっ
た胃がんが描出されるようになる場合もあり，内
視鏡所見の改善効果を除菌1年後に確認すること
が大切で，その後も高度萎縮粘膜からの発がんの
有無を内視鏡により定期的に経過観察することが
大切である．

急増する胃食道逆流症
胃には，自らが分泌した胃酸の刺激から粘膜

を守るために，多くの粘液やアルカリ性の重炭酸
塩を分泌し防御する機能が働いているが，食道
は胃より口側に存在し，さらに，噴門により区切

られていることから，この防御機能が付加され
ておらず，何らかの原因で胃酸が食道に逆流す
ると炎症を起こし食道を傷つけることがある．こ
の胃から食道への逆流が繰り返し起こると食道
粘膜にただれや潰瘍が生じて，胸やけや呑酸な
どの不快な症状が生じる．これを胃食道逆流症

（gastroesophageal re�ux disease：GERD）とよび，
食道粘膜障害を有する「GERD」と，症状のみを認
める「NERD（non-erosive re�ux disease）」に分 類
されている．

GERDの症状は，嚥下障害，胸部痛，つかえ感，
胸やけ，呑酸などで，その感じ方や表現の仕方に
より，狭心症など他疾患との鑑別が難しくなるこ
ともあり，問診票などを適切に用いることが大切
である．また，GERDの疑いのある患者に対し，
治療も兼ねてPPIを投与して（PPIテスト），症状
が著明に改善すればGERDと診断することもでき
る．ただ，このPPIテストでは，悪性所見などを
除外できないため，症状が継続する場合には，き
ちんと内視鏡検査にて精査する必要がある．

このGERDは，胃酸過多により生じることが多
いが，かつては頻度がそれほど多いものではなく，
1980年代では有病率は1.6%程度であった 9）．そ
れは，ピロリ菌陽性患者が多く，胃粘膜の萎縮か
ら胃酸分泌低下していることが多かったためと推
察される．ところが近年は，除菌治療を受けた患
者が増えたことで，胃炎の改善に伴って胃酸分泌
能が回復したことや，ピロリ菌に未感染の人が増
加したことにより，低酸分泌から高酸分泌に移行
し，GERDの新たな発症やその増悪が懸念され，
有病率も10%台後半に増加している．

増加の一途をたどる難病の炎症性腸疾患と
その治療

UC，CDに代表される IBDは，日本において
も患者数が増加し，2014年末にUCは18万人を
超え，CDも4万人を超える状況となっている（図
3）．特に，UCはこの4年間で毎年1万人以上ず
つ増加し，患者数ではアメリカに次ぐ世界第2位
にまで急増している．

UCは，主に20歳代で発症し，大腸粘膜にびら
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んや潰瘍ができ，腹痛や下痢，粘血便を伴う慢性
の炎症性疾患である．病変は全周性で直腸から連
続的に上行性（口側）に広がる性質をもつのが特徴
とされており 10），一般的には病変の広がりから「全
大腸炎型」，「左側大腸炎型」，「直腸炎型」に分類し，
また，重症度により「軽症」，「中等症」，「重症」，「劇
症」に分類して，治療方法を決定している．一方
のCDは，病変範囲から「小腸型」，「小腸・大腸型」，

「大腸型」に分類し，さらに，病勢から「軽症」，「中
等症」，「重症」に分類し，狭窄・瘻孔・穿孔・癒
着などの「腸管あるいは腸管外の合併症」の有無を
加味し，治療方針の決定に役立てている．

現時点では，IBDを完治させることはできない
ため，その治療目標は臨床症状を抑えQOLを回
復させることになっている．UCの場合，軽症が
60%以上，中等症はおおよそ30%，重症および
劇症が5%未満と 11），多くが軽症であるため，基
準薬である5-アミノサリチル酸製剤（メサラジン）
やサラゾスルファピリジンで対処可能で，寛解状
態（臨床症状が消失し内視鏡的にも炎症が消失し
ている状態）に導くことができる．しかし，炎症
が抑えきれない場合や，容易に再燃する場合もあ
り，このような中等症～重症あるいは劇症に対し

てはステロイドを用いることが多い．同薬剤によ
り80%以上が寛解もしくは部分寛解となるため
非常に有効であるが，一方で，寛解維持効果は
ないこと，漫然と使用すると骨粗鬆症や易感染状
態など副作用を引き起こすことを忘れてはならな
らず，3ヵ月までで終了することを基本としてい
る．ステロイド治療が有効でない場合には，カル
シニューリン阻害の免疫調節薬や抗TNF-α抗体
に切り替え，速やかな寛解導入を目指すことが重
要である．具体的には，免疫調節薬ではシクロス
ポリン持続静注療法（保険適応なし）あるいはタク
ロリムス経口投与を行う．両薬剤とも高い効果を
示し，特に日本で開発されたタクロリムスは高い
寛解導入率を示し手術率低下にも寄与するため，
日本では重症～劇症を中心に頻用されている．抗
TNF-α抗体は，インフリキシマブやアダリムマブ，
ゴリムマブが有用で，難治例に有効で手術率低下
にも貢献し，さらに高い寛解維持効果も示した．

CDでも，軽症～中等症では5-アミノサリチル
酸製剤を中心に治療を行うが，大腸型の場合には
サラゾスルファピリジンも有用とされている．中
等症で小腸病変を有する際には，経腸栄養療法

（Elemental Diet：ED）を併用可能する方が望ま

図3　日本の IBD患者数推移（医療受給者証・登録者証交付件数）
2014年末にUCは18万人を超え，CDも4万人を超える状況となっている．出典：厚生労働省：平成26年度衛生行政報告例より
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しい．完全経腸栄養（Full ED）が望ましいが，必
要栄養量の半分を摂取する（Half ED）も有効であ
る．これらの治療に反応しない場合は，ステロイ
ド投与の適応となり，UCと同様に計3ヵ月程度
で終了できるよう計画する．ステロイド離脱が困
難と判断すれば，免疫調節薬AZA（アザチオプリ
ン）もしくは6-MP（保険適応なし）を使用し離脱
を試みる 12）．ステロイドによる寛解導入が不成
功であった場合，抗TNF-α抗体（インフリキシマ
ブ，アダリムマブ）を考慮する．実際に2002年に
抗TNF-α抗体インフリキシマブが登場して以来，
高い寛解導入率に加え，寛解維持にも使用でき，
治療成績は飛躍的に上昇し，CDの治療史を変え
たMiracle medicineとされている．中等症～重症
のステロイド抵抗性あるいは依存性CDが良い適
応で，軽症の段階から使用すべきではない．ただ
し，「小腸の広範な縦走潰瘍」，「大腸でも広範で
深い縦走潰瘍」，「肛門周囲の重篤な病変」，「診断
時にすでに内外瘻や狭窄あり」，「早期の狭窄・穿
孔性病変」「重篤な上部消化管病変」，「若年発症」，

「喫煙」などのCD病態の予後不良因子を多く抱え
る症例では，早期使用が推奨されている．CDの
診断より2年以内の早期から開始した方が，高い
寛解導入率となることも示されているが，その使
用法に関して，「Step-up �erapy」か「Top-down 
�erapy」のどちらがよいかなどについてはまだ
まだ議論がなされている 12）．さらに，抗TNF-α
抗体の次世代として抗 IL-12/23p40抗体（ウス
テキヌマブ）が登場し，IL-12，IL-23およびその
下流の炎症誘導性サイトカインであるTNF-α，
IFN-γ，IL-17の阻害により抗炎症効果を発揮す
る．抗TNF-α抗体無効例が50%程度参加した第
3相臨床試験で，33.3%が6 週後の症状改善を達
成し，44週においても臨床的寛解を維持し13）有用
性を示したが，現在既存の抗TNF-α抗体との使
い分けについて現在議論されている．

これらの治療に抵抗の場合，新規治療とし
てUCでは JAK-STAT経路を直接阻害する JAK

（Janus-activated kinase）阻害薬トファシチニブが
2018年5月に承認され，さらに，腸管粘膜内の血
管内皮細胞に発現する接着因子MAdCAM-1への

α4β7インテグリン発現活性化白血球の誘導・侵
入を阻害する抗α4β7インテグリン抗体ベドリズ
マブがUCに2018年7月，CDに2019年5月に新
規承認され，治療選択肢が増加している．

急増する大腸腺腫と大腸がん
大腸ポリープには，腺腫に代表される上皮性ポ

リープと，炎症性ポリープなどの非上皮性ポリー
プに分けられる．腺腫は，大腸がんの前がん病変
で，摘出することで新規大腸がん発症を抑えられ
ると考えられ，切除が検討される．特に5mm大
以上の腺腫では，ポリペクトミーや内視鏡的粘膜
切 除 術（Endoscopic mucosal resection：EMR）な
どの内視鏡的治療を積極的に行う．治療法の選択
として，ポリペクトミーは10mm大前後の有茎性
あるいは亜有茎性の病変に対して行い，EMRは
おおよそ20mm程度までの広基性の病変に対して
行う．それ以上のサイズの広基性の腺腫は，かつ
ては繰り返すEMRにて分割切除を行ったが，残
存病変を生み出し再発する可能性があり問題視さ
れていた．近年，新たに開発された手技である
内視鏡的粘膜下層剥離術（Endoscopic submucosal 
dissection）は，2～5cm程度の大きな病変でも一括
切除を可能とし，2012年4月に保険適用となった．

現在も大腸がんは急増しており，2014年の罹
患数では男性の第3位，女性の第2位，2017年の
死亡数では男性の第3位，女性の第1位にまで増
加している 1）．女性の患者数の増加の要因として，
遺伝的要因のうえに高脂肪食や肥満，運動不足な
どの先進国特有の生活習慣，あるいは高齢化が挙
げられている．ただ，実際は，羞恥心からくる便
潜血検査の受診率の低さと，便潜血陽性と判明し
た際の二次検診の受診率の低さが，大腸腺腫の
時期を超えた大腸がんとなって初めて発見される
ことの一因として考えられている．現代はがんが
粘膜下層の浅い部分にとどまっている早期がんな
ら，治療後の5年生存率は9割以上とほぼ完治が
見込める時代であるため，正しい時期の検診受診，
つまり40歳以上になったら年に1度は受診するこ
とを，これまで以上に啓蒙していく必要がある．
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解明されてきた小腸疾患と小腸機能を応用
した新規薬剤

小腸は，その存在は理解されていたものの，か
つて有効な検査方法がなく精査ができなかったこ
とから，「暗黒大陸」と呼ばれ，詳細な機能や疾患
についても良くわかっていなかった．1932年に
回腸に限局性に炎症が生じ潰瘍形成することが確
認され「限局性回腸炎」と報告され，後にCDと名
付けられた．ところが，かつての小腸の評価は，
透視下の小腸造影検査に限られ，全小腸を詳細に
観察できる有用な検査の確立は困難をきわめてい
たため，疾患についての検討も進んでいなかった．
小腸の詳細な精査を可能としたのは，2001年の
カプセル内視鏡検査の開発（日本は2007年保険収
載），および2003年に日本で開発されたダブルバ
ルーン小腸内視鏡検査が登場した頃からで，今ま
で直視不能であった小腸粘膜面を詳細に観察する
ことができ，各種小腸疾患の検索や評価が可能と
なった．さらに，小腸内視鏡検査では，生検標本
が採取可能となったことで，組織学的な評価が可

能となり，小腸の臨床と研究は加速度的に進んだ．
具体的には，CD，腸管ベーチェット病，非特異
性多発性小腸潰瘍症（SLCO2A1関連小腸症），小
腸がん，悪性リンパ腫，血管腫などの疾患が視認
できるようになった（図4）．

小腸の代表的な生理的機能は，テニスコート一
面分にも相当する広大な表面積を利用した大量の
水分と栄養の吸収で，一日量として水分6～8Lが
循環し回腸末端に到達した際には1.5Lにまで再
吸収される．近年，この小腸の水分の再吸収メカ
ニズムに着目し，再吸収量を制限して大腸内を通
過する水分量を増量させることで，排便を助ける
非刺激性の下剤が複数登場している．具体的には
腸上皮に存在するクロライドチャンネル2（ClC-2）
を賦活して，腸管内への水分分泌を促進して糞便
の腸管内輸送を高めて排便を促進するルビプロス
トンと，腸管上皮細胞表面に存在するグアニル酸
シクラーゼC（GC-C）受容体に作用し，腸管内への
水分分泌を促進することにより，便通を改善する
リナクロチドが登場した．これらの薬剤は，腸上

図4　さまざまな小腸疾患
（a）クローン病：回腸末端に孤立性に縦走潰瘍を認める．（b）腸管ベーチェット病：回腸末端に打ち抜き潰瘍を散在性に認める．（c）非特
異性多発性小腸潰瘍症（SLCO2A1関連小腸症）：繰り返す輪状潰瘍の瘢痕を認める．（d）空腸癌：潰瘍形成を伴った進行小腸がんを認める．

（e）悪性リンパ腫：回腸に潰瘍形成伴った悪性リンパ腫（濾胞性リンパ腫）を認める．（f）血管腫：空腸に隆起した血管病変を認める．
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皮に作用することから，上皮機能変容薬と呼ばれ
ている．その他小腸に作用する下剤として，回腸
末端部の上皮細胞にある胆汁酸トランスポーター
を阻害するエロキシビバットがあり，これは回腸
末端の胆汁酸の再吸収を抑制して大腸管腔内に流
入する胆汁酸量を増やすことで，消化管運動を促
進し大腸内の水分も分泌させ便秘を改善する．

また，小腸は最大の栄養吸収臓器であるため，
小腸上部の刷上縁膜上に存在するコレステロー
ル吸収に関与する「小腸コレステロールトランス
ポーター」を阻害することで高脂血症を改善させ
る薬剤（エゼチミブ）も登場した．その他，小腸
から分泌されるホルモンのインクレチン（GLP-1，
GIP）は，膵β細胞に作用しインスリン分泌を促す
が，このGLP-1の分解を阻害するのが，糖尿病
治療薬として汎用されているDPP-4阻害薬であ
り，糖尿病治療にも小腸に作用する薬剤が活躍し
ている．近年，尿酸代謝に関して，体外に排泄さ
れる尿酸の約2/3は腎臓を介し，残り1/3は消化
管（特に小腸）を介していることが判明した．さら
に，その小腸からの尿酸排泄にかかわるトランス
ポーターABCG2遺伝子に変異を持つと，腸管か
らの尿酸排泄が低下（腎外排泄低下型）し，高尿酸
血症となり，食事を制限してもなかなか改善しな
い病態が生じる．上述したように，その多様な機
能から小腸はもはや形態学だけでなく，機能的に
も重視される内科治療の標的臓器となっている．
また，小腸は，水分量が多く流速も早いことから，
今まで腸内細菌叢が根付くことはなく，大腸とは
全く異なる環境の消化管臓器とされてきたが，近
年，小腸粘膜にアンカーを打ち込む形で定住する
細菌の存在が明らかとなった．この小腸内に定住
する腸内細菌との絶妙なバランスを保つことによ
り，小腸内の免疫機構などの環境調整を行ってい
ることも想定されている．このようにこの十数年
だけでも，マウスやラットなどの動物モデルでし
か評価できなかった小腸機能が，人間の小腸組織
そのものを用いて評価できるようになり，格段の
進歩を遂げている．

急増する膵臓がん
近年，膵臓がんが急増しているが，膵臓は解剖

学的に後腹膜に存在し，固有の漿膜に包まれてお
らず，扁平な臓器でもあるため，小さながんでもす
ぐに膵周囲に露出し，浸潤や転移をきたしやすい
予後不良疾患ととらえられている．切除不能膵臓
がんでは，化学療法と放射線療法を組み合わせた
化学放射線療法を施行しても，生存期間中央値は
11ヵ月前後しかないことが大きな問題とされる14）．
腫瘍切除をした後に術後化学療法を行うと，予後
はかなり改善し5年生存率は40%となっている15）．
そのため切除可能な段階で早期診断を行うことが
非常に大切であるが，実際には，膵臓が胃の裏側
にあるため軽い症状であると胃痛と勘違いして長
期間経過観察したり，CTやMRCPを行っても描
出が困難な場合があり，診断にまだまだ難渋して
いるのが現状である．そのため，膵臓がんの危険
因子も検討され，家族歴，糖尿病，肥満，慢性膵炎，
喫煙，アルコールなどが挙げられているが，まだ
まだこの因子を元に膵臓がんを早期検出すること
は困難である．膵管内に粘液を作る腫瘍が発生し，
溜まった粘液により膵管拡張や膵嚢胞が生じる
疾患を膵管内乳頭粘液性腫瘍（Intraductal Papillary 
mucinous neoplasm：IPMN）と呼び，IPMNはそ
れ自体のがん化だけなく，IPMN以外の場所に通
常型膵管がんが併存する場合がある．膵管分枝
が拡張して嚢胞状となる分枝型 IPMNの前向き
観察研究では，年間の膵臓がん発生率は1.1%と
報告され 16），IPMNを認めた際には，ガイドラ
インに則り適切に定期的に画像検査で経過観察
することが大切である．また，超音波内視鏡検査

（Endoscopic Ultrasonography：EUS）は胃や十二
指腸越しに膵臓や胆道を評価する検査で，体表か
らの超音波検査に比べ消化管ガスの影響を受ける
ことがほとんどなく，胃や十二指腸に取り囲まれ
た膵臓の観察に優れ，空間分解能にも優れている
ことから，CTでは描出できない微小膵臓がんも検
出することが可能である．さらに，EUSを用いた
EUS-FNA（超音波内視鏡ガイド下穿刺吸引法）に
より膵腫瘤を直接観察しながら穿刺して組織や細
胞の病理診断をすることも可能で非常に有用であ
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るが，安定した手技を取得するのは難しく，均一
した検査法とはいえないのが現状で問題でもある．

おわりに
消化器疾患の現状と今後の展望をまとめると，

①ウイルス性肝炎（特にC型）の治療が進み，肝硬
変，肝細胞癌，食道胃静脈瘤は減少することが予
測される．②胃がん，大腸がんは増加している
が，胃がんの死亡者数はすでに横ばいとなってい
る．③消化性潰瘍と胃がんの多くがピロリ菌関連
と判明し，除菌療法が進んだことで胃がんの発生
および再発率は低下しつつある．④衛生環境が改
善したことでピロリ菌の感染率は低下し，さらに，
除菌療法も改善している．⑤UC，CDに代表
される IBDは，増加の一途をたどっている．⑥
IBDではステロイドが有効だが，無効の場合に抗
TNF- α抗体が有効で重要な治療薬となっている．
⑦各種小腸疾患の検討や小腸機能の解明に基づい
た新規薬剤の今後の展開が注目される．⑧予後不
良の膵臓がんが急増しており，有効な早期診断方
法の確立が急務である．以上のように，劇的に変
わりゆく消化器疾患の疾病構造に対応することが
求められている．
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Helicobacter pylori感染と健診データの関連性
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要　約
目的：Helicobacter pylori（H. pylori）感染と人間ドック受診者の健診データとの関連を調べた．
方法：2013年から2015年に高木病院 予防医学センターで人間ドックを受診し，抗H. pylori抗体を
検査した未除菌者（基礎疾患合併者を除く）1,816名（年齢51.5歳，男性53.4%）を対象とした．陰性
907名（年齢50.1歳，男性52.1%），陽性909名（年齢52.8歳，男性54.7%）であった．男性970名（年
齢52.5歳，陽性率51.2%），女性846名（年齢50.4歳，陽性率48.7%）であった．
結果：年齢補正後重回帰分析で，H. pylori陰性と陽性で有意差を認めた項目は，WBC（p＜0.001，
β =243.84），HDL-C（p=0.002，β =–2.17），LDL-C（p=0.003，β =3.94），血小板数（p=0.007，β
=0.62），Hb（p=0.024，β =–0.16）であった．男性でHb（p=0.003，β =–0.2），女性でWBC（p＜
0.001，β =372.27），HDL-C（p=0.002，β =–2.98），Hb（p=0.014，β =–0.19），血小板数（p=0.015，
β =0.85），LDL-C（p=0.028，β =4.23）に差を認めた．
結論：H. pylori感染は血算や血清脂質と関連があり，女性の方が影響を受けやすいことが示された．

キーワード 性差，血小板，貧血，血清脂質
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はじめに
Helicobacter pylori（以下，H. pylori）は，オース

トラリアのWarrenとMarshall1）によって1982年に
発見された微好気性グラム陰性桿菌で，胃粘膜に
感染してH. pylori感染胃炎を惹起する1-4）．H. pylori
感染は生涯にわたって持続することが多く，胃
粘膜の慢性炎症を背景として，萎縮性胃炎，胃・
十二指腸潰瘍，胃がん 5,6），胃MALTリンパ腫，胃
過形成性ポリープなどさまざまな上部消化管疾患
の併発を引き起こす．さらには，H. pylori感染は
胃酸分泌能など胃機能の面にも影響を与え，胃内
環境の変化をもたらしている7-9）．国内でのH.pylori
感染者は人口の約35%と以前に比べて低下してい
るものの，感染人口は依然として多い 10,11）．

2013年に我が国でH. pylori感染胃炎に対す
る除菌が保険適応となり，H. pylori感染症に対
する人間ドックでの重要性は増している．また，
H. pylori感染が糖尿病 12-14），貧血 15），脂質異常な
ど幅広い疾患に関連があるという報告がある 2）．

今回，H. pylori感染と高木病院 予防医学センター人
間ドック受診者の健診データとの関連を検討した．

対象および方法
2013年1月から2015年12月までの3年間に，当

センターの人間ドックを受診し，血清抗H. pylori抗
体を検査した3,102名中，H.pylori除菌歴がないこ
とを確認できたのは1,979名であった．検討した
健診項目は，BMI（kg/m2），腹囲（cm），収縮期血圧

（SBP：mmHg），拡張期血圧（DBP：mmHg），白血
球数（WBC：/μL），赤血球数（RBC：万/μL），ヘ
モグロビン（Hb：g/dL），血小板数（PLT：万/μL），
CRP（mg/dL），AST（U/L），ALT（U/L），γ-GTP（U/
L），コリンエステラーゼ（ChE：U/L），クレアチニ
ン（Cr：mg/dL），尿酸（UA：mg/dL），空腹時血糖（FBG：
mg/dL），HbA1c（NGSP値）（%），総コレステロール

（TC：mg/dL），中性脂肪（TG：mg/dL），HDLコレ
ステロール（HDL-C：mg/dL），LDLコレステロール

（LDL-C：mg/dL）である．健診データはH. pylori抗
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体を測定した年のデータを使用した．血液検査を実
施していない2名と，検査値に影響する高血圧・糖
尿病・脂質異常症・肝機能異常・高尿酸血症・腎機
能障害がみられた者および検査値に欠損値・不明値
があった合計150名を，解析対象から除外した．

血清抗H. pylori抗体の判定は，EIA法で，10U/mL
未満を陰性，10U/mL以上を陽性と判定した．また，
10U/mL未満であっても，のちに血清抗H. pylori
抗体の再検または尿素呼気試験を行って，陽性で
あった11名を除外した．

最終的に1,816名（男性970名，女性846名）を
解析対象とした．本研究は，高木病院の倫理委員
会の規定により行った．

1,816名を全体および男女別に分け，各健診
データ項目を従属変数，抗H. pylori抗体を独立変
数とした重回帰分析で年齢補正を行い，陰性者と
陽性者について，抗H. pylori抗体の標準偏回帰係
数（β）で比較検討した．さらに，独立変数を，年齢，
性別，飲酒，喫煙，BMIの6項目とした重回帰分
析を実施した．統計学的有意水準は0.05（両側検
定）とした．すべての統計解析には，RおよびRコ
マンダーの機能を拡張した統計ソフトウェアであ
るEZRを使用した 16）．

結　果
対象者1,816名は，平均年齢51.5±9.6歳，男

性比率53.4%（970/1,816名），抗H. pylori抗体陽
性者の割合50.1%（909/1,816名），平均BMI 22.8
±3.2，常習飲酒率30.0%（545/1,814名），喫煙
率17.5%（317/1,815名）であった．抗H. pylori抗
体陰性者は907名で，平均年齢50.1±9.4歳，男
性比率52.1%（473/907名），平均BMI 22.7±3.3，
常習飲酒率29.9%（271/906名），喫煙率19.0%

（172/906名）であった．一方，抗H. pylori抗体
陽性者は909名で，平均年齢52.8±9.6歳，男性
比 率54.7%（497/909名）， 平 均BMI 22.8±3.2，
常習飲酒率30.2%（274/908名），喫煙率16.0%

（145/909名）であった．Fisherの正確検定で，抗
H. pylori抗体陰性と陽性の間に平均年齢にのみ有
意差を認めた（表1）．

次に，対象者1,816名を男女別に分けると，男
性は970名で，平均年齢52.5±9.5歳，抗H. pylori
抗 体 陽 性 者 の 割 合51.2%（497/970名）， 平 均
BMI 23.6±3.1，常習飲酒率47.2%（457/969名），
喫煙率29.1%（282/969名）であった．一方，女性
は846名で，平均年齢50.4±9.6歳，抗H. pylori
抗 体 陽 性 者 の 割 合48.7%（412/846名）， 平 均
BMI 21.8±3.2，常習飲酒率10.4%（88/845名），
喫煙率4.1%（35/846名）であった．Fisherの正確
検定で，男女間において平均年齢，平均BMI，常
習飲酒率，喫煙率に，有意差を認めた（表2）．

男性と女性で背景因子に差を認めたため，男
性と女性に分け検討を行った．男性970名を抗
H. pylori抗体の結果で陰性と陽性に分けると，男
性の抗H. pylori抗体陰性者は473名で，平均年
齢51.5±9.3歳，平均BMI 23.7±3.0，常習飲酒
率48.8%（231/473名），喫煙率32.0%（151/472
名）であった．一方，男性の抗H. pylori抗体陽性
者は497名で，平均年齢53.3±9.6歳，平均BMI 
23.5±3.1，常習飲酒率45.6%（226/496名），喫
煙率26.4%（131/497名）であった．Fisherの正確
検定で，男性の抗H. pylori抗体陰性と陽性の間に
平均年齢のみに有意差を認めた（表3）．次に，女
性846名を抗H. pylori抗体の結果で陰性と陽性に
分けると，女性の抗H. pylori抗体陰性者は434名
で，平均年齢48.6±9.2歳，平均BMI 21.7±3.2

表1　抗H.pylori抗体陰性者と陽性者の背景因子の比較

背景因子 全体（n=1816） 抗H.pylori抗体
陰性者（n=907）

抗H.pylori抗体
陽性者（n=909）

p値
（陰性・陽性間）

年齢（平均± SD） 51.5 ± 9.6 50.1 ± 9.4 52.8 ± 9.6 p＜0.001
性別（男性）（%） 53.4% 52.1% 54.7% NS
BMI（平均± SD） 22.8 ± 3.2 22.7 ± 3.3 22.8 ± 3.2 NS
常習飲酒（%） 30.0% 29.9% 30.2% NS
喫煙（%） 17.5% 19.0% 16.0% NS

Fisherの正確検定
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歳，常習飲酒率9.2%（40/433名），喫煙率4.8%
（21/434名）であった．一方，女性の抗H. pylori
抗体陽性者は412名で，平均年齢52.2±9.6，平
均BMI 21.9±3.1， 常 習 飲 酒 率11.7%（48/412
名），喫煙率3.4%（14/412名）であった．Fisher
の正確検定で，女性の抗H. pylori抗体陰性と陽性
の間に平均年齢のみに有意差を認めた（表3）．

H. pylori陰性と陽性で，平均年齢に有意差を認
めたため，各健診項目を従属変数とした重回帰分

析で年齢補正を行った．全体，男性および女性に
分け，抗H. pylori抗体の回帰係数で，H. pyloriの
健診項目に対する関連を検討した．その重回帰分
析の結果を表4に示す．有意差を認めた項目は，
全 体 で，WBC（p＜0.001，H. pylori陽 性 の 回
帰係数（β）=243.84），Hb（p=0.024，β=–0.16），
PLT（p=0.007，β=0.62），HDL-C（p= 0 . 002， β
=–2.17），LDL-C（p=0.003，β=3.94）であった．男
性 でHb（p=0.003， β=–0.2）， 女 性 でWBC（p＜

表2　男性と女性の背景因子の比較
背景因子 全体（n=1816） 男性（n=970） 女性（n=846） P値（男女間）

年齢（平均± SD） 51.5 ± 9.6 52.5 ± 9.5 50.4 ± 9.6 p＜0.001
抗H.pylori抗体（陽性者）（%） 50.1% 51.2% 48.7% NS
BMI（平均± SD） 22.8 ± 3.2 23.6 ± 3.1 21.8 ± 3.2 p＜0.001
常習飲酒（%） 30.0% 47.2% 10.4% p＜0.001
喫煙（%） 17.5% 29.1% 4.1% p＜0.001

Fisherの正確検定

表3　男性と女性の抗H.pylori抗体陰性者と陽性者の背景因子の比較
男性（n=970） 女性（n=846）

背景因子 抗H.pylori抗体
陰性（n=473）

抗H.pylori抗体
陽性（n=497） p値 抗H.pylori抗体

陰性（n=434）
抗H.pylori抗体
陽性（n=412） P値

年齢（平均± SD） 51.5 ± 9.3 53.3 ± 9.6 p＜0.05 48.6 ± 9.2 52.2 ± 9.6 p＜0.001
BMI（平均± SD） 23.7 ± 3.0 23.5 ± 3.1 NS 21.7 ± 3.2 21.9 ± 3.1 NS
常習飲酒（%） 48.8% 45.6% NS 9.2% 11.7% NS
喫煙（%） 32.0% 26.4% NS 4.8% 3.4% NS

Fisherの正確検定

表4　重回帰分析による健診データ項目に対する抗H.pylori抗体の回帰係数（β H.pylori陽性）
全体（n=1816） 男性（n=970） 女性（n=846）
β

H.pylori陽性
p値 β

H.pylori陽性
p値 β

H.pylori陽性
p値

BMI –0.002 0.988 –0.09 0.645 –0.01 0.950
腹囲 –0.15 0.725 –0.23 0.668 –0.42 0.464
SBP 0.30 0.666 0.32 0.722 –0.13 0.899
DBP 0.12 0.808 –0.21 0.747 0.08 0.903
WBC 243.84 ＜0.001 133.26 0.133 372.27 ＜0.001
RBC 0.52 0.790 –2.36 0.318 1.78 0.424
Hb –0.16 0.024 –0.20 0.003 –0.19 0.014
PLT 0.62 0.007 0.50 0.094 0.85 0.015
CRP 0.01 0.321 0.01 0.279 0.002 0.816
AST 0.29 0.381 –0.06 0.902 0.48 0.253
ALT 0.19 0.741 –0.42 0.609 0.33 0.608
γ -GTP 1.35 0.366 1.54 0.515 0.26 0.831
ChE 4.45 0.234 –0.94 0.843 3.64 0.505
Cr 0.005 0.512 0.01 0.149 –0.01 0.204
UA 0.03 0.620 0.05 0.521 –0.05 0.433
FBG 0.37 0.454 1.07 0.118 –0.53 0.395
HbA1c –0.01 0.621 –0.02 0.381 0.002 0.936
TC 1.44 0.313 1.00 0.599 0.93 0.657
TG –0.13 0.965 –2.21 0.640 0.02 0.993
HDL-C –2.17 0.002 –1.15 0.196 –2.98 0.002
LDL-C 3.94 0.003 2.69 0.131 4.23 0.028 

重回帰分析（年齢補正済み）
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0.001，β=372.27），Hb（p=0.014，β=–0.19），PLT
（p=0.015， β=0.85），HDL-C（p=0.002， β=–2.98），

LDL-C（p=0.028，β=4.23）であった．重回帰分析
における年齢および抗H. pylori抗体によって
補 正 し たWBC（図1），Hb（図2），PLT（図3），
HDL-C（図4），LDL-C（図5）の結果を図1～5に
示した．

H. pylori陰性とH. pylori陽性で有意差を認めた
健診項目（WBC，Hb，PLT，HDL-C，LDL-C）にお
けるH. pylori以外の影響因子を確認するために，
従属変数を健診項目（WBC，Hb，PLT，HDL-C，
LDL-C）とし，独立変数を，年齢，性別，抗H. 
pylori抗体，飲酒，喫煙，BMIの6項目とした重
回帰分析で検討した．

WBCでは，P値の昇順に有意な独立変数は，①
喫煙（p=3.6×10–35，β=1,020），②BMI（p=1.4×
10–15，β=74.5），③抗H. pylori抗体（p=4.1×10–6，

図1 WBCにおける年齢補正後（回帰係数）のH.pylori陰
性と陽性の比較

 重回帰分析．*：p＜0.05，**：p＜0.01，***：p＜0.001

図3 PLTにおける年齢補正後（回帰係数）のH.pylori陰性
と陽性の比較

 重回帰分析．*：p＜0.05，**：p＜0.01，***：p＜0.001

図2 Hbにおける年齢補正後（回帰係数）のH.pylori陰性
と陽性の比較

 重回帰分析．*：p＜0.05，**：p＜0.01，***：p＜0.001

図4 HDL-Cにおける年齢補正後（回帰係数）のH.pylori
陰性と陽性の比較

 重回帰分析．*：p＜0.05，**：p＜0.01，***：p＜0.001

図5 LDL-Cにおける年齢補正後（回帰係数）のH.pylori陰
性と陽性の比較

 重回帰分析．*：p＜0.05，**：p＜0.01，***：p＜0.001
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β=267），④性別（女性）（p=4.0×10–5，β=–278），
⑤年齢（p=0.0061，β=–8.41），⑥飲酒（p=0.0076，
β=–184）であった．Hbでは，順に①性別（女性）

（p=4.0×10–155， β=–1.74），②BMI（p=1.5×10–13， 
β=0.0603），③喫煙（p=9.4×10–4，β=0.235），④
抗H. pylori抗体（p=0.0012，β=–0.165）であった．
PLTでは，順に①性別（女性）（p=1.0×10–15， β
=2.14），②年齢（p=7.4×10–11，β=–0.0787），③
BMI（p=9.5×10–5，β=0.142），④喫煙（p=0.0029，
β=0.944）， ⑤ 抗H. pylori抗 体（p=0.0031， β
=0.672）であった．HDL-Cでは，順に①BMI（p=2.4
×10–51，β=–1.48），②性別（女性）（p=1.5×10–30，
β=8.13）， ③ 飲 酒（p=5.1×10–12， β=4.92）， ④
喫 煙（p=2.3×10–7， β=–4.31）， ⑤ 抗H. pylori抗
体（p=2.3×10–4， β=–2.19）であった．LDL-Cで
は，順に①BMI（p=5.4×10–21，β=1.95），②飲酒

（p=7.6×10–8，β=–8.24），③年齢（p=9.8×10–7，
β=0.333），④性別（女性）（p=0.0019，β=–4.66），
⑤抗H. pylori抗体（p=0.0026，β=3.86）であった．
以上より，重回帰分析では，H. pyloriはWBC，
Hb，PLT，HDL-C，LDL-Cに影響を与える独立し
た因子であった（表5）．

考　察
H. pyloriは，胃潰瘍・十二指腸潰瘍，胃がん，

胃MALTリンパ腫などの上部消化管疾患のみな
らず，特発性血小板減少性紫斑病（ITP）や鉄欠乏
性貧血との相関が示されている．さらにいくつか
の研究は，H. pyloriが動脈硬化，心血管疾患など
の生活習慣病と関連していることを示唆している

が，その相関を否定する報告も散見され，両者の
詳細な関連は明らかでない 17）．H. pylori感染症に
対する人間ドックでの重要性は増しており，今回
H. pylori感染と当センター人間ドック受診者の健
診データとの関連について検討した．

我々の検討では，H. pylori陰性者の平均年齢は
50.1歳，陽性者は52.8歳と，H. pylori陽性者の
平均年齢が高かった．我が国のH. pylori感染率
は，小児期の生活環境，特に上下水道の整備など
によって低下を続けている 11,18-20）．出生年別にみ
ると，1950年以前では40%以上であるのに対し，
1970年代で20%，1980年代では12%と，1970
年代以降では大幅に低下している 2,11）．このよう
に若年者のH. pylori感染率の低下を考慮し，年齢
補正の必要性があると考えた．

我々の検討では，H. pylori陽性率に男女差は
ないが，平均年齢，BMI，飲酒率，喫煙率など
の背景因子に差を認めたため，H. pylori陰性者
とH. pylori陽性者を男女別に分けて解析する必
要があると思われた．したがって，重回帰分析
で年齢補正し，抗H. pylori抗体の回帰係数で男
女別の検討を行った結果，有意差を認めた項目
は，男性でHb（p=0.003， β=–0.2），女性でWBC

（p＜0.001， β=372.27），Hb（p=0.014， β=–0.19），
PLT（p=0.015， β=0.85），HDL-C（p=0.002， β
=–2.98），LDL-C（p=0.028， β=4.23）であった．
また，年齢，抗H. pylori抗体だけでなく性別，飲
酒，喫煙，BMIを独立変数に加えた重回帰分析に
おいても，抗H. pylori抗体はWBC，Hb，PLT，
HDL-C，LDL-Cに影響を与える独立した因子で

表5　WBC，Hb，PLT，HDL-C，LDL-Cを従属変数とした重回帰分析
1 2 3 4 5 6

WBC
喫煙 BMI 抗H.pylori抗体 性別 年齢 飲酒

p=3.6×10–35 *** p=1.4×10–15 *** p=4.1×10–6 *** p=4.0×10–5 *** p=0.0061** p=0.0076**

Hb
性別 BMI 喫煙 抗H.pylori抗体 飲酒 年齢 

p=4.0×10–155 *** p=1.5×10–13 *** p=9.4×10–4 *** p=0.0012** p=0.17 p=0.43

PLT
性別 年齢 BMI 喫煙 抗H.pylori抗体 飲酒

p=1.0×10–15 *** p=7.4×10–11 *** p=9.5×10–5 *** p=0.0029** p=0.0031** p=0.50

HDL-C
BMI 性別 飲酒 喫煙 抗H.pylori抗体 年齢

p=2.4×10–51 *** p=1.5×10–30 *** p=5.1×10–12 *** p=2.3×10–7 *** p=2.3×10–4 *** p=0.22

LDL-C
BMI 飲酒 年齢 性別 抗H.pylori抗体 喫煙

p=5.4×10–21 *** p=7.6×10–8 *** p=9.8×10–7 *** p=0.0019** p=0.0026** p=0.59
*：p＜0.05，**：p＜0.01，***：p＜0.001



人間ドック　Vol.34  No.5  2020年28 ( 698 )

ある可能性が示された．
今回の結果で，H. pylori感染は男女ともにHb

低下（貧血）を認めた．H. pylori感染が鉄欠乏性貧
血のリスク因子であるという報告 15）や，H. pylori
除菌がHbやフェリチンを改善させるという報告 21）

に矛盾しない結果となり，H. pylori感染と貧血と
の関連性が考えられた．

WBCについては，今回，女性で有意なWBC上
昇，男性でも有意水準に達しないまでもWBC上
昇を認めた．Takashimaら 22）は，年齢と性別をほ
ぼマッチさせた約800例ずつのH. pylori感染陽性
者と陰性者の末梢血白血球数の検討で，H. pylori
感染陽性者では陰性者に比べて末梢白血球数が
多いことを報告している．佐々木ら 23）によると，
H. pylori除菌によって末梢白血球数，特に好中球
数が有意に減少したことが報告されている．これ
らの報告および我々の結果から，H. pylori感染は
局所だけでなく末梢白血球を中心とした全身への
慢性炎症に関与する可能性が示された．

PLTについて，我々の結果では，女性で有意な
PLT上昇，男性でもその傾向を認めた．1998年の
Gasbarriniら 24）の報告以来，H. pylori陽性のITP
患者に除菌治療が有効と多数報告されており 2），
メタ解析でもH. pylori除菌治療による血小板増加
が有意であることが示されている 25）．今回，我々
の検討対象にITPは含まれず，PLT低下ではなく
PLT上昇が認められた結果は，WBC同様H. pylori
感染による全身への慢性炎症の反映として説明で
きる．

脂質異常症について，H. pylori感染は，TC，
TG，LDL-Cが上昇し，HDL-Cが低下するとの
報告があるが，このような変化はみられないとい
う検討もある 26）．Gunjiら 27）によると，H. pylori
感染はHDL-C，LDL-Cに影響を及ぼす独立した
危険因子で，動脈硬化の発生・進展を促進すると
されている．松久 26）はH. pylori感染によるTC，
TG，LDL-C，HDL-Cへの影響はなかったとして
いる．我々の結果では，女性で有意なHDL-C低下，
LDL-C上昇を認めた．これはGunjiらの報告と類
似する結果となった．

糖尿病（DM）とH. pylori感染との関連について

は，DM患者，特に2型DM患者ではH. pylori感
染率が有意に高いこと 12），H. pylori感染により
DM発症・進展 13），合併症 28）のリスクが高くなる
こと，H. pyloriに感染していないDM患者では感
染しているDM患者に比べて有意にHbA1cの値
が低いことが報告されている 14）．コホート研究で
は，血清H. pylori抗体陽性者では陰性者に比べ
てインスリン抵抗性が高いこと 29），特に中高年
のH. pylori感染者ではインスリン抵抗性が高い
ことが報告されている 30）．一方，最近のメタ解
析では非DM患者においてはH. pylori感染とイ
ンスリン抵抗性には相関がない 31），H. pylori感染
がDMのコントロール状態を悪化させるという
確固たるエビデンスはないとする報告もあり 32），
一定の見解は得られていない 2）．今回の我々の対
象にDMは含まれていないため，FBG，HbA1c
においてH. pylori感染の有無で有意差は認めず，
血糖とH. pylori感染は関連しない結果となった．

性差と健診データについて，山門 33）によると，
性別と検査項目の基準値との関係では，HDL-C
が女性で高値であった以外は，BMI，Cr，UA，
TG，ALT， γ-GTP，FBG，RBC，Hb，Htは 男
性で高値であったと報告されている．また，年
齢差を認める項目では，男性でアルブミンが年
齢とともに低下し，女性でAST，HbA1c，TC，
LDL-C，non-HDL，ALPが加齢に伴い増加して
いると報告されている．林 34）の総説によると，男
性に比べ女性に患者が多い慢性疾患（女性の受療
率が男性の2倍以上の疾患）として，婦人科疾患
の他，骨粗鬆症，大腿骨頸部骨折，貧血，甲状腺
障害，関節リウマチ・関節症，頸腕症候群，認知症，
高コレステロール血症，くも膜下出血などがあげ
られている．今回の我々の結果で，男性より女性
の方が有意差を認めた項目が多かったことは，健
診データや疾患頻度の性差と類似性がある．また，
小木曽ら 35）によると，女性においてはホルモンバ
ランスの崩れ 36）が心身的な変化をもたらし，閉経
は大きな代謝性変化の一つであり，閉経後の女性
では，体脂肪分布 37），骨代謝 38），脂質代謝 39）など
さまざまな変化をきたすと報告されている．今回
の結果で，男女差がみられた原因の一つとして，
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対象の女性の平均年齢が50歳前後のため，閉経
による女性ホルモンの影響が関係している可能性
が否定できないと考える．

今回，H. pylori感染と当センター人間ドック受
診者の健診データとの関連について検討し，血算

（WBC，Hb，PLT）と，脂質（HDL-C，LDL-C）の
項目に関連がみられた．Hb以外では女性で有意
にH. pylori感染との関連が示唆された．性差の原
因としては，補正できない背景因子の存在の可能
性や，対象者の平均年齢が50歳前後であるため
女性特有の閉経の影響等が考えられる．

今後の課題として，症例の追加検討，経過追跡
検討および閉経の影響を取り除くための年代別検
討などによって，H. pylori感染と健診データとの
関連を明らかにしていきたい．H. pylori感染と関
連が示唆されたWBC，Hb，PLT，HDL-Cおよび
LDL-Cについては，各因子毎にH. pylori感染との
関連性や因果性を詳細に検討していく予定である．

結　語
人間ドックにおいて，H. pylori感染が健診項目

のWBC，Hb，PLT，HDL-C，LDL-Cと関連があ
り，その関連は男女によって差がある可能性が示さ
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）において報告した．
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Relationship between Helicobacter pylori Infection and Multiphasic Health Check-up Data

Yuki Izeri1), Takashi Oyama1), Ayako Takamori2), Junko Miyakawa1), Ai Hayashi1), Riko Togashi1) Takanobu Sakemi1), 
Tsukuru Umemura1), Miwako Minami1), Masayoshi Ichiba3), Tsuyoshi Iwasaka1)

1) Preventive Medical Center, Takagi Hospital,
2) Clinical Research Center, Saga University, Hospital
3) Department of Social and Environment Medicine, Faculty of Medicine, Saga University

Abstract
Objective: �e aim of the present study was to examine the in�uence of Helicobacter py-
lori (H. pylori) infection on multiphasic health check-up data. 
Methods: Among individuals who received a multiphasic health check-up at Takagi hos-
pital, we included those who underwent a serum anti-H. pylori IgG test . �ose who had 
received H. pylori eradication therapy and had comorbidities were excluded. �ere were a 
total of 1,816 subjects in the present study (H. pylori negative: 907, H. pylori positive 909), 
consisting of 970 men (positive, 51.2%), and 846 women (positive, 48.7%). 
Results: Data were analyzed by the multiple regression technique a�er adjusting for age. 
A significant difference between H. pylori negative and positive was observed for the 
following factors: WBC (p < 0.001, β = 243.84), HDL-C (p = 0.002, β =–2.17), LDL-C 
(p = 0.003, β = 3.94), platelets (p = 0.007, β =0.62), Hb (p = 0.024, β = –0.16). In men, a 
signi�cant di�erence between negative and positive was observed for Hb (p = 0.003, β = 
–0.2) and in women, there were signi�cant di�erences for WBC (p < 0.001, β = 372.27), 
HDL-C (p = 0.002, β = –2.98), Hb (p = 0.014, β = –0.19), platelets (p = 0.015, β = 0.85), 
and LDL-C (p = 0.028, β = 4.23). 
Conclusion: Blood cell counts and serum lipids were in�uenced by H. pylori infection, 
and the e�ect of H. pylori was more potent in women than in men. 

Keywords: gender, platelets, anemia, serum lipids
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特定保健指導効果と四肢骨格筋量変化の関連性についての検討
近藤圭一郎 1）　吉川三菜美 2）　犬童直美 2）　藤井 廉 2）　生松泰典 2） 

田邊 恵 2）　大町春菜 2）　中島好子 2）

要　約
目的：体組成分析を用いて特定保健指導が骨格筋量に与える影響を検討した．
方法：特定保健指導該当者で初回面接時と指導効果判定時に体組成分析を評価できた45人の保健
指導効果と四肢骨格筋指数（SMI）変化の関係を検討した．保健指導は食事摂取制限，有酸素運動，
禁煙を行ない，保健指導後3ヵ月以上経過して体重3kgないし5%以上または腹囲3cm以上減少し
たものを改善群，目標達成しなかったが改善したものを一部改善群，保健指導後に数値が不変また
は増悪したものを不変増悪群とし，指導後SMIと指導前SMIの差を指導前SMIで除した数値をSMI
変動率（%）とし，3群間のSMI変動率を比較した．
結果：改善群16例，一部改善群22例，不変増悪群7例で，指導前の体重，腹囲，BMIは改善群が
他の2群より大きく，指導前体重で改善群と一部改善群の間に差が認められた．全体でのSMIは指
導前8.26 ± 0.74kg/m2，指導後8.18 ± 0.71kg/m2 で差がなかった．SMI変動率は改善群（n=16），
–1.84 ± 2.46%，一部改善群（n=22），–0.38 ± 2.14%，不変増悪群（n=7），0.76 ± 1.29%で，改善
群と不変増悪群の間に有意差を認めた（p＜0.05）．また，体重変化量，体重変化率，腹囲変化量と
SMI変動率の間にいずれも正の相関がみられた（それぞれp＜0.05，p＜0.05，p＜0.05）．
結論：摂取カロリー制限と有酸素運動による特定保健指導で改善する群の方が四肢骨格筋量も減少
する可能性があるかもしれない．

キーワード 特定保健指導，四肢骨格筋指数（SMI），メタボリックシンドローム，サルコペニア

1） 朝日野会 朝日野総合病院 
2） 田中会  武蔵ヶ丘病院健診センター

連絡先：〒 861-8072 熊本県熊本市北区室園町 12 番 10 号 
Tel：096-344-3000　E-mail：kondou@asahino.or.jp

緒　言
高血圧，糖尿病，脂質異常症のいずれかで著し

い異常を持たなくても，内臓脂肪型肥満があって
上記3危険因子が重なると，心血管系合併症のリ
スクが高まることから，メタボリックシンドローム
の概念が生まれ，定義と判定基準が確立された 1）．
メタボリックシンドロームに着目した生活習慣病
予防対策として我が国では平成20年度から特定
健診・特定保健指導制度が開始され，現在「標準
的な健診・保健指導プログラム【平成30年度版】」2）

に沿って特定保健指導が行われている．腹囲を主
体とした身体計測項目，生活習慣病関連検査項目
および喫煙の有無から受診者を積極的支援・動機
づけ支援・情報提供の3つの指導レベルに分けて，
特に積極的支援対象者に保健指導を一定期間行な
うというものである．開始10年を経て特定保健
指導の健康度改善効果 3,4）も医療費適正化効果 5,6）

も評価されている．
一方，我が国では超高齢化に伴って骨格筋量と

筋力低下による運動機能の低下が起こり，高齢者
が転倒・骨折・寝たきりという流れをきたしやす
くなっている．18歳以上の日本人4,003人を対象
として年齢階級別の筋肉量をみた研究 7）では，特
に下肢筋量の減少が加齢とともに顕著に現れ，85
歳以上の高齢者では，18歳から24歳の成人の約
60%まで減少するという．また，筋力も筋量減少
に伴い徐々に低下し，65歳以上では年間1～2%
減少する 8）と報告されている．このように加齢に
伴い骨格筋量減少と筋力低下の両者が起こり，サ
ルコペニアをきたしやすくなる 9）．

一般に，メタボリックシンドロームは40～50歳
代に，サルコペニアの発症は65歳以降に目立つよ
うになる．多くの人が壮年期には肥満対策を，初老
期には筋肉減少対策を留意する必要性がでてくる．
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津下は，「特定健診・特定保健指導の成果・課
題から，平成30年度以降の健康・医療戦略を展
望する」のなかで，「超高齢者社会に突入した我が
国において健康寿命延伸への健康投資を推進する
動きがある」とし，一方で保健事業には「平成30
年度からの改革では医療保険者に対するデータヘ
ルス計画の本格実施，特定保健指導以外の保健事
業も評価するインセンティブ制度が検討されてお
り，PDCAサイクルを回した保健事業の展開が求
められる」と俯瞰的に述べている 10）．

メタボ対策で心血管系合併症を予防することも，
サルコペニア対策で運動器機能を維持することも，
健康寿命延伸には大切なことである．骨格筋量・
筋力の低下が目立ち始める前のメタボ好発年代に
おいて，積極的支援該当者への摂取カロリー制限
と有酸素運動による保健指導が四肢骨格筋量にど
のような影響をもたらすかという観点から，我々
は特定保健指導効果と骨格筋量の指標である四肢
骨格筋指数（SMI）の変化の関連性を検討した．

対象および方法
2017年4月から2018年3月までの1年間の田中

会 武蔵ヶ丘病院健診センター受診者で，特定保
健指導積極医的支援に該当し，初回面接と3ヵ月
以降のフォローアップ受診に参加でき，かつ初回
面接時およびフォローアップ時に保健指導効果評
価項目とともに体組成分析計測ができた45人を
今回の研究対象とした（図1）．体組成分析・SMI
測定には生体電気インピーダンス法（BIA法）11）

の InBody-470（インボディ・ジャパン，東京）を
用いた．この45人について特定保健指導効果と
SMI変化の関係を検討した．保健指導は摂取カロ
リー制限，有酸素運動，禁煙の3点に主軸を置い
て実施し，他には対象者個人のライフスタイルに
沿って行なった．レジスタンストレーニングやた
んぱく質摂取については特に指導しなかった．特
定保健指導の効果判定は保健指導後3ヵ月以上経
過したフォローアップ受診時点で行ない，体重減
少量3kg以上，体重減少率5%以上，または腹囲
減少量3cm以上のいずれかを達成できたものを
改善群，保健指導後に改善はしたものの3項目と

も上記目標に達しなかったものを一部改善群，保
健指導後に数値が不変または増悪したものを不変
増悪群として分類した．SMI変動率を下記のよう
に定義し，3群のSMI変動率を比較した．

SMI変動率＝
（保健指導後SMI－保健指導前SMI）÷（保健
指導前SMI）×100（%）

検定では，45人全体の特定保健指導前後の
SMI比較には Wilcoxonの符号順位検定を，3群
のSMI変動率の比較には一元配置分散分析後に
Bonferroniの多重比較検定を，SMI変動率と体重
変化量・体重変化率・腹囲変化量との関連性につ
いてはSpearmanの順位相関係数を用いた．

本研究は田中会 武蔵ヶ丘病院倫理審査委員会の
承認を得て行なった（承認番号H30-5）．

結　果
2017年4月から2018年3月までの1年間の田

中会 武蔵ヶ丘病院健診センター受診者数は6,114
人で，同期間における特定保健指導対象者は259
人，うち217人に初回面接指導を実施した（初回
面接指導実施率83.8%）．このうち，積極的支援
対象者は140人で，3ヵ月以上経過してフォロー
アップができたのは54人（積極的支援保健指導完
遂率38.6%）だった．この完遂例中で，初回面接
時およびフォローアップ時に指導効果評価項目と
ともに体組成分析も計測することができた45例
を今回の研究対象とした（図1）．改善群は16例，

図1　対象者選定のフローチャート
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一部改善群は22例，不変増悪群は7例にみられた．
改善群に分類された16例の要因内訳は，腹囲減
少量単独12例，体重減少量単独1例，体重減少量
＋腹囲減少量1例，3要因すべて達成2例で，体重
減少率単独で改善群に分類された例はなかった．

指導前体重，指導前腹囲，指導前BMIは改善
群が最も大きく，次いで不変増悪群，一部改善群
の順であり，指導前体重で改善群と一部改善群
の間に有意差が認められた（表1）．今回の対象45
人にはSMI値から判断して筋量サルコペニア（男
性7.0kg/m2未満，女性5.7kg/m2未満）に該当す
る症例はなかった．また，45例全体でSMI値は
保健指導前8.26±0.74kg/m2，保健指導後8.18±
0.71kg/m2と差がみられなかった（図2）．SMI変
動率は改善群（n=16），–1.84±2.46%，一部改善群

（n=22），–0.38±2.14%，不変増悪群（n=7），0.76
±1.29%であり，改善群，一部改善群で特定保健指
導後にSMIが低下する症例が多かった．改善群は

不変増悪群に対して有意にSMI変動率が低下して
いた（p＜0.05）．すなわち，特定保健指導効果がみ
られた群の方が四肢骨格筋量は減少していた（図3）．

また，SMI変動率と体重変化量（図4（a）；p＜
0.05），体重変化率（図4（b）；p＜0.05），腹囲変
化量（図4（c）；p＜0.05）との間にそれぞれ正の相
関がみられた．

考　察
特定健診・特定保健指導制度は，メタボリック

シンドロームに着目した国民健康づくり政策とし
て進められてきた．保健指導参加群の方が非参加
群に比べて有意な検査値改善がみられること 3），
特定保健指導後フォローアップ検査実施群は非実
施群に比べて検査値が改善すること 4）等の成果が
報告されており，また，医療費適正化についての
成果も報告されている 5,6）．「標準的な健診・保健
指導プログラム」はこれらの知見を踏まえて初版，

図2　対象者全体における特定保健指導前後のSMI値の変化 図3　特定保健指導効果別のSMI変動率の比較

表1　改善群，一部改善群，不変増悪群の背景
群 改善群（n=16） 一部改善群（n=22） 不変増悪群（n=7）
年齢 52.6 ± 9.3 48.8 ± 9.4 48.3 ± 6.0
性別（M：F） 14：2 18：4 7：0
平均観察期間（日） 132.0 ± 61.1 131.1 ± 38.0 151.8 ± 40.9

指導前体重（kg） 85.8 ± 8.5 76.2 ± 7.7 81.4 ± 12.5
指導前腹囲（cm） 97.0 ± 5.9 91.8 ± 5.1 93.8 ± 7.1
指導前BMI 29.1 ± 5.9 26.6 ± 3.5 26.8 ± 2.8
喫煙者の割合 10（62.5%） 12（54.5%） 4（57.1%）

＊p＜0.05

＊
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確定版，改訂版と版を重ね，現在の平成30年度
版に至り，これに沿って全国的に現在の特定保健
指導が着実に行われている．

我々の施設では，特定保健指導実施数が2016
年度までは年間20件前後であったが，2017年度
から本格的に取り組み始め，初回面接指導に限っ
ていえば2016年度16件から2017年度217件まで
伸ばすことができた．40～50歳代のメタボリック
シンドローム該当者のなかには体重・体脂肪率減
少には関心が低くても筋肉量増強には興味を示す
人が多いのではないかと想定していたので，特定
保健指導に本格的に取り組むにあたって，摂取カ
ロリー制限と有酸素運動の保健指導で体重・腹囲・
体脂肪率は減少し筋肉量は増加するという理想的
な数値変化が得られれば保健指導参加者の行動変
容への弾みもつくだろうと考えた．そこで，体組
成分析測定に着目し，なかでも簡便かつ正確に測
定できる生体電気インピーダンス法（BIA法）11）を
導入した．BIA法による体組成分析計の精度に関
する報告はDXA法との相関性を中心に類似機種
InBody-770で数多く示されている 12,13）．今回の
研究に採用した In Body-470については精度管理
に関する文献がなく，結果の解釈には留意すべき
点である．特定保健指導該当者には初回面接の前
に，保健指導前後で体組成分析を実施する旨を説
明したところ筋肉量への興味から特定保健指導参
加の意欲を示した人が多くみられた．

導入後数人の被検者について特定保健指導評
価項目の変化と体組成分析データを比較してみる

と，当初の予測と乖離した事例が多くみられた．
つまり，保健指導効果がみられた事例の方がSMI
も低下する傾向があった．対象数が少なく，また，
3群間の背景因子に偏った傾向はあるが，改善群・
一部改善群・不変増悪群の3群に分けて検討した
結果，摂取カロリー制限と有酸素運動の2つの指
導で体重・腹囲の減少効果がみられるのに伴い，
四肢骨格筋量も減少するのではないかという疑問
に至った．この点については，すでに骨格筋量保
持の重要性に配慮している先進的健診・運動施設
があることも承知しているが，特定保健指導の際
の骨格筋量保持の重要性について具体的根拠を示
すデータを健診関連文献のなかに見出すことがで
きず，今回報告した次第である．

一般に，メタボリックシンドロームは40～50
歳代に好発し，それより十数年経過してサルコペ
ニアの発症が多くなるといわれている．1989年，
Rosenberg14）は加齢にともなう骨格筋量の減少が
他の臓器より顕著であることを指摘し，「サルコ
ペニア」を提唱した．サルコペニアは高齢期に生
じる虚弱の中核的症状であり，日常生活活動の低
下と関連するため予防戦略が重要である 9）．サル
コペニア診療ガイドライン2017年版が刊行され，
日本におけるサルコペニアの実態が明確になって
きた．European Working Group on Sarcopenia in 
Older People（EWGSOP）への日本からの報告によ
ると日本におけるサルコペニアの有症率は11～
24%とみられる 15）．我が国の診断基準 16）では，握
力低下（男性25kg未満，女性18kg未満），または

図4　SMI変動率と体重変化量，体重変化率，腹囲変化量の相関
（a）SMI変動率と体重変化量，（b）SMI変動率と体重変化率，（c）SMI変動率と腹囲変化量
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歩行速度低下（0.8m/秒以下）がある者のうち，筋
肉量減少（DXA法にてSMI男性7.0kg/m2 未満，
女性5.4kg/m2 未満．またはBIA法にてSMI男性
7.0kg/m2 未満，女性5.7kg/m2 未満）がある場合
をサルコペニアと診断することになっている．本
研究の対象者45人には筋力評価は行なっていな
いが，筋量からみてサルコペニアに該当する症例
はなかった．

最近，サルコペニアやロコモティブシンドロー
ムといった運動器機能の評価に対する関心が高ま
り，特定保健指導に関連づけて報告されている．
野田ら 17）は，特定保健指導に体組成測定を加えた
ところ，保健指導面接日に体組成計測定を実施し
た人の5割以上に減量効果がみられ，体組成測定
が保健指導に有効なツールであったと報告してい
る．手嶋ら 18）は，運動習慣のない方に現状を知り
運動に対して行動変容させるきっかけとしてロコ
モ健診が有用であったという．また，眞田ら 19）は，
特定保健指導にロコモ度テスト・ロコトレを導入
し，ロコトレの継続率は60歳代で非常に高かっ
たとしてロコトレを特定保健指導に取り入れるべ
きと強調している．

今回の研究で得られた知見を踏まえて，特定保
健指導における食事指導，運動指導それぞれにつ
いて文献的考察を加える．

標準的な健診・保健指導プログラム【平成30年
度版】2）によると，食生活支援の指導内容について，
栄養素の代謝メカニズムの理解，食事や食材料の
栄養的特性の理解，実際の食べ方等，摂取カロリー
制限についての理論的背景や指導方法が詳細にわ
かりやすく述べられている．また，効果的な食生
活の根拠を示す例として，学会等の治療ガイドラ
イン，日本人の食事摂取基準等を活用するように
勧めている．しかし，筋たんぱく強化方策につい
ては特に触れていないようである．

運動とたんぱく質摂取について，吉村 20）は次の
ように述べている．食後30分以内の運動により
筋たんぱく合成は高まるものの，一方では絶食下
の運動で筋たんぱくの分解が亢進して全体的には
異化亢進となり，負のアミノ酸バランスを引き起
こす．この異化から同化へ切り替えるには，運動

後にたんぱく質と炭水化物を同時に摂取すること
が推奨されるという．これに対しEsmarckら 21）

は，たんぱく質含有栄養剤を運動後30分以内に
摂取すると2時間後に摂取するより筋肉量が有意
に増加すると記している．運動とたんぱく質摂取
タイミングについては議論の余地があるかもしれ
ないが，いずれにせよタイムリーなたんぱく質摂
取は運動療法を行なううえで筋たんぱく保持のた
めに重要なことと思われる．特定保健指導参加者
が懸命に体重減少を意識する余り，過度の絶食状
態で負のアミノ酸バランスに陥るとエネルギー消
費とともに筋たんぱくも崩壊しやすくなると考え
られ，保健指導担当者はこのようなことがないよ
うに留意する必要があると思われる．

一方，運動療法支援については標準的な健診・
保健指導プログラム【平成30年度版】2）では，対象
者の身体活動量，運動習慣，行動変容ステージ，
生活・就労環境を把握したうえでそれらの状況に
応じた支援が必要であると述べられている．効果
的な身体活動の根拠を示す例として，各学会治療
ガイドライン，健康づくりのための身体活動基準
2013，健康づくりのための身体活動指針（アクティ
ブガイド）等を活用するように勧めている．「健康
づくりのための身体活動基準2013」21）には，65歳
以上，18歳～64歳，18歳未満の3つの年代層別
の身体活動量を具体的に設定しているが，レジス
タンストレーニングや骨格筋強化方法についての
記述は乏しい．

メタボリックシンドロームに対する運動療法は，
カテコラミンや血中乳酸の増加がなく，また，交
感神経を賦活させずに脂肪酸消費を促す嫌気性代
謝閾値までの有酸素運動が基本であり，運動強度
が最大酸素摂取量の40～60%の強度であれば酸
素摂取量と心拍数は比例することから，Karvonen
の式を用いて「処方心拍数＝（予測最大心拍数－安
静時心拍数）×（0.4～0.6）＋安静時心拍数」を以て
運動強度とするのが一般的である 22）．このように，
メタボリックシンドロームへの運動指導は有酸素
運動が基本である．しかし，過度の体重減少を行
うと身体機能が低下する可能性もある．

レジスタンストレーニングによる筋力向上は主
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に神経系の抑制の低減と筋断面積で規定される．
筋力がある一定レベルまで到達しているアスリー
トが，さらに上の筋力レベルを狙おうとすると多
くの場合，特定の筋を肥大させる必要が生じる．
また，加齢や疾病・障害などにより著しく筋が萎
縮している場合には早期に筋を肥大させ，筋のサ
イズを元に戻させなければならない 23）．こうした
点から，向上させようとする筋を最も効果的・効
率的に肥大させるのに適切なレジスタンストレー
ニングプログラムを考えなければならないという．

3ヵ月の摂取カロリー制限と有酸素運動による
特定保健指導で，四肢骨格筋量が減少するとして
もわずかな量かもしれない．しかし，この2点に
よる生活改善を数年間に渡って継続した場合，メ
タボリックシンドローム好発年代を過ぎてサルコ
ペニアが発症しやすくなる時期に年齢とともに筋
肉量が減少していく可能性を考えると，我々の保
健指導のなかで骨格筋量保持にも配慮してレジス
タンストレーニングと高たんぱく食について具体
的に取り上げるべきであったかと考えている．

今回の我々の研究には3つの限界点がある．
一つ目は，特定保健指導の完遂率が低いこと

である．特定保健指導に本格的に取り組み始めた
2017年度は，まず，初回面接率を向上させようと
力を注いだ．その結果，前年度までの10倍以上の
初回面接保健指導実施数を一気に達成できたもの
の，フォローアップまで実施できた割合は低かっ
た．本研究も対象者が45例にとどまった．今後
も特定保健指導を健診業務の重要な部分と位置づ
け，保健指導完遂率向上を目指している．その際
に，保健指導内容を摂取カロリー制限・有酸素運
動に限定せず，レジスタンストレーニングとたん
ぱく質の摂取量・摂取タイミングにも言及した保
健指導を心がけなければならないと考えている．

二つ目は，保健指導前後の四肢骨格筋量変動
の評価に合わせて筋力評価ができていない点であ
る．サルコペニアについて論じるには筋力評価も
不可欠であり，3ヵ月の保健指導でどれだけ筋力
に影響するのか，また，保健指導内容によってメ
タボ世代の1年後の筋肉量・筋力がどのように変
化するのか興味深いところである．

三つ目の限界点は，今回の研究では症例数に限
りがあり，3群間の背景因子において指導前体重，
腹囲，BMIでばらつきがみられた点である．指導
前体重では改善群と一部改善群の間に有意差が認
められた．平均年齢でも改善群は他の2群より高
い傾向にあり，年齢増加に伴い骨格筋量が低下し
ていく 7）ことを考慮すると，3群間の年齢傾向が
SMI変動率に影響した可能性も否定できない．こ
の三つ目が最も大きな限界点と思われる．

本来なら，今後も現行の手法で症例を重ねて特
定保健指導とSMI変動率の関連を追究していくべ
きところであるが，2017年度の集積結果を基に，
2018年度開始当初から特定保健指導内容に「有
酸素運動にレジスタンストレーニングを加えるこ
と」，「運動後30分以内にたんぱく質摂取を心が
けること」の2点を加えたのでこの介入バイアス
が筋肉量変化に影響する可能性がある．

今回の研究では，積極的支援の特定保健指導参
加者へ摂取カロリー制限と有酸素運動だけを強調
すると体重や腹囲の改善に伴い骨格筋量も減少し
ていく可能性も否定できないという結果だった．
これまでの特定保健指導事業の成果からみて，摂
取カロリー制限と有酸素運動が特定保健指導の中
核を占めることは明白なところであるが，岡田 24）

は，内臓脂肪型肥満，サルコペニア肥満のいずれ
であっても肥満に対する治療はエネルギー・高た
んぱく食とレジスタンストレーニングおよび有酸
素運動の組み合わせであると述べており，特定保
健指導における運動指導，栄養指導の具体的内容
に再検討の余地があるかもしれない．

結　語
積極的支援該当者へ食事摂取カロリー制限・有

酸素運動・禁煙による特定保健指導を行ない保健
指導前後に体組成分析を実施したところ，体重・
腹囲が改善した群の方が四肢骨格筋量が減少し
ていた．特定保健指導内容としてレジスタンスト
レーニング，たんぱく質摂取等の指導も検討すべ
きかもしれない．
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Relationship between E�ect of Speci�c Health Guidance and 
Change in Skeletal Muscle Index

Keiichiro Kondo1), Minami Yoshikawa2), Naomi Inudou2), Ren Fujii2), Taisuke Ikumatsu2), 
Megumi Tanabe2), Haruna Oomachi2), Yoshiko Nakashima2)

1) Asahino General Hospital
2) Tanakakai musashigaoka hospital

Abstract
Objective: To evaluate a relationship between the e�ect of Speci�c Health Guidance and 
change in skeletal muscle volume, we examined the skeletal muscle index (SMI) at the 
time of the Speci�c Health Guidance and at the follow-up evaluation for examinees who 
had metabolic syndrome. 
Methods: Forty-�ve persons with metabolic syndrome were enrolled in this study. �e 
Speci�c Health Guidance mainly concerned diet, walking and smoking. �e bio-electric 
impedance method was used to determine the SMI. 
Results: �ere was no di�erence in the mean SMI of the 45 subjects between the initial 
guidance and follow-up evaluation. �e changes in SMI were -1.84 ± 2.46% in a reduced 
SMI group (RG: n=16), -0.38 ± 2.14% in a partially reduced group (PRG: n=22), and 0.76
± 1.29% in a not-reduced group (NRG: n=7). �ere was a signi�cant di�erence in change 
in SMI between the RG and NRG (p < 0.05). �ere were positive relationships between 
percentage change in SMI and change in body weight, percentage change in body weight, 
and abdominal circumference, respectively (p < 0.05; p < 0.05; p < 0.05).
Conclusion: In order to maintain skeletal muscle mass, it may be necessary to add resis-
tance training and protein supplementation to regular Speci�c Health Guidance.

Keywords: metabolic syndrome, Speci�c Health Guidance, skeletal muscle index (SMI), 
sarcopenia
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頚動脈エコー検査の横断的，縦断的検討
北川達士　船橋一真

要　約
目的：頚動脈エコー検査の横断的，縦断的検討を行う．
方法：頚動脈エコー判定について，正常群（A），1.1mm以上の IMT（内膜中膜複合体肥厚）や頚動
脈比20%未満のプラーク形成を認める群（B），頚動脈比20%以上のプラーク形成を認める群（C）の
3群に分類し，関連因子につき多変量解析を用いて探索した．また，過去と現在のエコー所見の変
化を改善群，無変化群，悪化群に分け，説明変数の検査値の差を算出して両者の関連を統計学的に
検討した．
結果：A，B，C群の相関比では，年齢，性別，腹囲，収縮期血圧，クレアチニン，HDL-C，
LDL-C，FPGに有意差を認めた．A群とB＋C群の2群間での多変量解析による検討では，年齢，性別，
収縮期血圧，HDL-C，LDL-Cに有意差を認め，年齢の標準偏回帰係数は1.02と際立って高かった．
A＋B群とC群の多変量解析では，年齢と性別以外に有意差はなかったが，C群にFPGが高い傾向
を認めた．エコー所見の経時的な変化と説明変数の検査値の差をCox比例ハザードモデルで検討し
たところ，クレアチニンの増加とBMIの減少が所見の悪化に関連していた．
結論：頚動脈エコーの動脈硬化所見は加齢の影響が大きく，異常所見の検出には脂質異常症や血圧
が関連していた．また，プラークの増大には耐糖能異常のかかわりが示唆された．経時的なエコー
所見の変化を調べたところ，悪化群ではクレアチニン値の上昇とBMIの減少が関連しており，これ
らの変化に注意すべきと思われた．

キーワード 頚動脈エコー検査，縦断的，動脈硬化，多変量解析

四日市羽津医療センター  健康管理センター 連絡先：〒 510-0016 三重県四日市市羽津山町 10-8 
Tel：059-331-1211　E-mail：kitagawa-tatsushi@yokkaichi.jcho.go.jp

はじめに
当健康管理センターでは，法定健診以外に健診

者の希望に応じられるよう，さまざまなオプショ
ン検診を設け，提供している．動脈硬化のオプ
ション検診では，頚動脈エコー検査を施行してき
た．このうち，2014年から2018年の間に頚動脈
エコー検査を施行した6.5%に頚動脈のプラーク
による狭窄を認め，専門医への紹介を行った．こ
れらの患者では，抗血栓療法などの投薬治療のみ
ならずステント留置術，内膜剥離術などの外科的
治療の適応となる緊急症例もある．そこで今回，
2014年から2018年に頚動脈エコーを施行した健
診者のデータを用いて，頚動脈エコー検査の所見
と関連する因子を探索し，さらに，2010年から
2013年にも同検査を施行した健診者を抽出して
縦断的検討を行い，頚動脈の動脈硬化関連因子を
探索したので報告する．

目　的
当健康管理センターで頚動脈エコー検査を複数

回施行した健診者データを用いて縦断的検討を行
い，頚動脈エコー検査の経時的な変化に影響を及
ぼす関連因子につき検討する．

対　象
2014年から2018年の間に頚動脈エコー検査

（ARIETTA S70：日立製作所，東京）を施行し
た健診者（男性1,965名，女性777名，平均年齢
56.9±10.1歳）のデータと，2010年から2013年
にも同検査を施行した健診者（男性511名，女性
136名，平均年齢54.6±8.4歳）の過去のデータを
用いて比較検討を行った．

方　法
対象者を頚動脈エコー検査により，正常のA群，
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内 膜 中 膜 複 合 体 肥 厚（intima-media thickness：
IMT）1.1mm以 上 や 動 脈 径 比 で20%未 満 の 高
さのプラークを認めるB群，動脈径比20%以上
の高さのプラークを認めるC群の3群に分類し
た．そして，年齢，性別，体重，腹囲，体格指
数（BMI），収縮期血圧，クレアチニン，中性脂肪

（TG），HDLコレステロール（HDL-C），LDLコレ
ステロール（LDL-C），空腹時血糖（FPG），喫煙歴

（現喫煙者と過去の喫煙者を含む）を説明変数とし
て，頚動脈エコー検査の結果との関連を調べた．

具体的には，A，B，C群間の相関比 1）を求め，
さらに，A群とB＋C群，A＋B群とC群の各2群
間での相関比を算出し，単変量解析を行った．相
関比で有意差を認めたものを説明変数として選択
し，引き続き多変量解析のロジスティック回帰分
析 2,3）を行った．

次に，頚動脈エコー所見の経時的変化と関連す
る因子を知る目的で，2010年から2013年に行わ
れた過去のデータを用いて，エコー判定の変化に
影響を及ぼす関連因子について検討を行った．

エコー所見についてC群からB群，C群からA
群，B群からA群を改善群とし，A群からA群，B
群からB群，C群からC群を無変化群，A群から
B群，A群からC群，B群からC群を悪化群とした．
さらに，改善群と無変化群を一つにまとめて悪化
群と2群に分けた．先の説明変数について2014
年から2018年のデータ（現データ）と2010年から

2013年のデータ（過去データ）の検査値の差を求
め，各項目の差について2群間の相関比を算出し，
単変量解析を行った．年齢は過去データを用いた．
相関比で有意差を認めたものを説明変数として選
択して，引き続きロジスティック回帰分析を行っ
た．最後に，Cox比例ハザードモデル 2,3）を用いて
縦断的な検定を行った．

統計解析ソフトは，「エクセル統計」（社会情
報 サ ー ビ ス， 東 京）（BellCurve for Excel, Social 
Survey Research Information Co., Ltd.）を用いた．

本研究は四日市羽津医療センター倫理委員会
（承認番号：133）の承認を得て行った．

結　果
現データのA，B，C群の相関比については，

年齢，性別，腹囲，クレアチニン，収縮期血圧，
HDL-C，LDL-C，FPGに有意差を認めた（表1）．
さらに，A群とB＋C群の2群間で相関比を求め
たところ，年齢，性別，腹囲，クレアチニン，収
縮期血圧，TG，HDL-C，LDL-C，FPGに有意差
を認めた（表2）．これら有意差を認めたものを説
明変数として，多変量解析を行った．結果は，年
齢，性別，収縮期血圧，HDL-C，LDL-Cに有意
差を認め，標準偏回帰係数を比べると，年齢が
1.02と際立って高かった（表3）．続いて行った
A＋B群とC群の2群間の相関比では，年齢，性
別，収縮期血圧，HDL-C，LDL-C，FPGに有意

表1　エコー判定　A：B：C 相関比

対象
症例数

エコー
判定 年齢（年） 性別 1） 体重（kg） BMI

（kg/m2）
腹囲
（cm）

Crea
（mg/dL）

収縮期
血圧

（mmHg）
TG

（mg/dL）
HDL-C

（mg/dL）
LDL-C

（mg/dL）
FPG

（mg/dL） 喫煙歴 2）

A 820 820 641 641 639 632 820 641 640 640 636 820
B 1735 1735 1307 1307 1303 1288 1734 1321 1321 1321 1296 1735
C 187 187 130 130 130 129 187 132 132 132 130 187

平均

エコー
判定 年齢 性別 体重 BMI 腹囲 Crea 収縮期

血圧 TG HDL-C LDL-C FPG 喫煙歴

A 50.796 0.656 65.355 23.545 82.690 0.783 116.356 114.106 59.003 118.589 102.830 0.451
B 59.091 0.735 65.484 23.576 84.087 0.817 121.502 123.209 56.452 122.133 106.549 0.470
C 63.610 0.813 64.922 23.364 83.568 0.844 122.396 119.894 54.311 115.280 112.908 0.513

標準
偏差

エコー
判定 年齢 性別 体重 BMI 腹囲 Crea 収縮期

血圧 TG HDL-C LDL-C FPG 喫煙歴

A 9.550 0.475 13.542 3.896 10.303 0.240 15.847 75.601 14.942 28.128 17.182 0.498
B 9.198 0.442 12.893 3.604 9.951 0.308 17.144 89.960 15.033 30.196 19.847 0.499
C 7.966 0.391 11.249 3.161 9.020 0.173 14.801 65.091 13.600 31.121 26.700 0.501

相関比
変数 年齢 性別 体重 BMI 腹囲 Crea 収縮期

血圧 TG HDL-C LDL-C FPG 喫煙歴

相関比 η 2 0.1686 0.0095 0.0001 0.0002 0.0040 0.0041 0.0206 0.0024 0.0083 0.0051 0.0161 0.0009
ｐ値 p<0.001** p<0.001** 0.8885 0.8193 0.0154* 0.0157* p<0.001** 0.0814 p<0.001** 0.0047** p<0.001** 0.2855

*：p<0.05，**：p<0.01．Crea：クレアチニン．1）男性：1，女性：0．2）あり：1，なし：0．
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差を認めた（表4）．これら有意差を認めたものに
ついて同様に多変量解析を行った．多変量解析で
有意差を認めたものは年齢，性別のみで，標準偏
回帰係数では年齢が0.73と高値で，次いで性別
0.26であった（表5）．有意差は認めなかったもの
のFPGはオッズ比1.007，95%信頼区間0.9996

－1.0146であり，耐糖能異常がプラークの増加
に影響している可能性が示唆された．

投薬治療の影響を除くため，投薬治療を全く受
けていない群についても層別化して検討した．対
象症例は2,121名，男性1,445名，女性676名，
年齢55.17±9.96歳（平均±標準偏差）であった．

表2　エコー判定　A：（B＋C） 相関比

対象
症例数

エコー
判定 年齢（年） 性別 1） 体重（kg） BMI

（kg/m2）
腹囲
（cm）

Crea
（mg/dL）

収縮期
血圧

（mmHg）
TG

（mg/dL）
HDL-C

（mg/dL）
LDL-C

（mg/dL）
FPG

（mg/dL） 喫煙歴 2）

A 820 820 641 641 639 632 820 641 640 640 636 820
B＋C 1922 1922 1437 1437 1433 1417 1921 1453 1453 1453 1426 1922

平均

エコー
判定 年齢 性別 体重 BMI 腹囲 Crea 収縮期

血圧 TG HDL-C LDL-C FPG 喫煙歴

A 50.796 0.656 65.355 23.545 82.690 0.783 116.356 114.106 59.003 118.589 102.830 0.451
B＋C 59.531 0.742 65.433 23.557 84.040 0.819 121.589 122.908 56.257 121.511 107.129 0.475

標準
偏差

エコー
判定 年齢 性別 体重 BMI 腹囲 Crea 収縮期

血圧 TG HDL-C LDL-C FPG 喫煙歴

A 9.550 0.475 13.542 3.896 10.303 0.240 15.847 75.601 14.942 28.128 17.182 0.498
B＋C 9.182 0.437 12.750 3.566 9.869 0.298 16.929 87.979 14.916 30.334 20.636 0.499

相関比
変　数 年齢 性別 体重 BMI 腹囲 Crea 収縮期

血圧 TG HDL-C LDL-C FPG 喫煙歴

相関比 η 2 0.1563 0.0077 0.0000 0.0000 0.0039 0.0035 0.0204 0.0023 0.0071 0.0021 0.0101 0.0005
p値 p<0.001** p<0.001** 0.8996 0.9457 0.005** 0.0074** p<0.001** 0.028* p<0.001** 0.038* p<0.001** 0.2633

*：p<0.05，**：p<0.01．Crea：クレアチニン．1）男性：1，女性：0．2）あり：1，なし：0．

表3　エコー判定　A：（B＋C） ロジスティック回帰分析

変数 偏回帰係数 標準
偏回帰係数 オッズ比

オッズ比の95%信頼区間
p値

下限値 上限値
年齢 0.1048 1.0196 1.1104 1.0960 1.1251 p<0.001**
性別 0.4409 0.1917 1.5541 1.1828 2.0420 0.0015**
Crea –0.0427 –0.0121 0.9582 0.6384 1.4382 0.8368
腹囲 –0.0121 –0.1218 0.9879 0.9757 1.0003 0.0561

収縮期血圧 0.0090 0.1534 1.0090 1.0022 1.0159 0.0094**
TG 0.0002 0.0150 1.0002 0.9988 1.0015 0.7981

HDL-C –0.0104 –0.1553 0.9896 0.9813 0.9980 0.0156*
LDL-C 0.0057 0.1684 1.0057 1.0021 1.0093 0.0019**
FPG 0.0002 0.0038 1.0002 0.9940 1.0064 0.9521
定数項 –5.3589 0.0047 0.0010 0.0215 p<0.001**

*：p<0.05，**：p<0.01．Crea：クレアチニン

表4　エコー判定　（A＋B）：C 相関比

対象
症例数

エコー
判定 年齢（年） 性別 1） 体重（kg） BMI

（kg/m2）
腹囲
（cm）

Crea
（mg/dL）

収縮期
血圧

（mmHg）
TG

（mg/dL）
HDL-C

（mg/dL）
LDL-C

（mg/dL）
FPG

（mg/dL） 喫煙歴 2）

A＋B 2555 2555 1948 1948 1942 1920 2554 1962 1961 1961 1932 2555
C 187 187 130 130 130 129 187 132 132 132 130 187

平均

エコー
判定 年齢 性別 体重 BMI 腹囲 Crea 収縮期

血圧 TG HDL-C LDL-C FPG 喫煙歴

A＋B 56.429 0.710 65.442 23.566 83.627 0.805 119.850 120.235 57.285 120.977 105.325 0.464
C 63.610 0.813 64.922 23.364 83.568 0.844 122.396 119.894 54.311 115.280 112.908 0.513

標準
偏差

エコー
判定 年齢 性別 体重 BMI 腹囲 Crea 収縮期

血圧 TG HDL-C LDL-C FPG 喫煙歴

A＋B 10.084 0.454 13.107 3.702 10.087 0.288 16.907 85.621 15.047 29.576 19.087 0.499
C 7.966 0.391 11.249 3.161 9.020 0.173 14.801 65.091 13.600 31.121 26.700 0.501

相関比
変数 年齢 性別 体重 BMI 腹囲 Crea 収縮期

血圧 TG HDL-C LDL-C FPG 喫煙歴

相関比 η 2 0.0320 0.0033 0.0001 0.0002 0.0000 0.0011 0.0015 0.0000 0.0023 0.0022 0.0087 0.0006
p値 p<0.001** 0.002** 0.6593 0.5441 0.9483 0.1314 0.045* 0.9642 0.027* 0.033* p<0.001** 0.1933

*：p<0.05，**：p<0.01．Crea：クレアチニン．1）男性：1，女性：0．2）あり：1，なし：0．
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A，B，C群の相関比については，年齢，性別，収
縮期血圧，LDL-C，FPGに有意差を認めた．さら
に，A群とB＋C群の多変量解析では，年齢，性
別，LDL-Cに有意差を認め，A＋B群とC群の多
変量解析では年齢のみに有意差を認めた．多変量
解析で有意差は認めなかったものの，収縮期血圧
とFPGの平均値はA群，B群，C群の順で増加し，
HDL-Cの平均値はA群，B群，C群の順で低下し
ていた．しかし，LDL-CはC群の平均値が一番低
い結果となった．これは前述の層別化していない
結果（表1）と一致していた．

次に，説明変数の項目ごとに過去データと現
データの差を算出し，頚動脈エコー所見の改善群，
無変化群，悪化群との相関比を求めた．期間は
23ヵ月から89ヵ月に渡り，平均±標準偏差は52
± 13ヵ月であった．結果は，体重差，クレアチニ
ン差，BMI差，腹囲差，TG差に有意差を認めた（表
6）．改善群と無変化群を1グループとして悪化群

と2群に分け，相関比を検討した．結果は，体重
差，クレアチニン差，BMI差，腹囲差に有意差
を認めた（表7）．体重差と腹囲差，BMI差に有意
差を認めたが，これらは同様の項目であり多重共
線性を避けるため，相関比の一番高いBMIを選
択し，BMI差とクレアチニン差の二項目につき，
多変量解析を行った．結果はBMI差とクレアチ
ニン差の両者に有意差を認めたが，クレアチニン
差のオッズ比110に対し，BMI差0.7とクレアチ
ニン差の方が高い関連性を示した（表8）．続いて
行ったCox比例ハザードモデルの解析でも同様
に，クレアチニン差とBMI差の両者に有意差を
認め，ハザード比はクレアチニン差16.5に対し
て，BMI差は0.8であった（表9）．

考　察
日本動脈硬化学会も冠状動脈に関して同様の

解析を行い，「これりすくん」4）としてアプリ化し，

表5　エコー判定　（A＋B）：C ロジスティック回帰分析

変数 偏回帰係数 標準
偏回帰係数 オッズ比

オッズ比の95%信頼区間
p値

下限値 上限値
年齢 0.0749 0.7325 1.0778 1.0561 1.1000 p<0.001**
性別 0.6025 0.2633 1.8266 1.0688 3.1216 0.0276*

収縮期血圧 0.0016 0.0275 1.0016 0.9909 1.0125 0.7703
HDL-C –0.0037 –0.0557 0.9963 0.9826 1.0101 0.5961
LDL-C –0.0044 –0.1296 0.9957 0.9891 1.0022 0.1944
FPG 0.0070 0.1384 1.0070 0.9996 1.0146 0.0647
定数項 –7.8615 0.0004 0.0000 0.0038 p<0.001**

*：p<0.05，**：p<0.01

表6　エコー判定変化　改善：無変化：悪化  相関比

対象
症例数

変化 年齢 性別 1） 体重差 Crea差 BMI差 腹囲差 収縮期
血圧差 TG差 HDL-C差 LDL-C差 FPG差 喫煙歴 2）

改善 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64
無変化 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480
悪化 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103

平均

変化 年齢 性別 体重差 Crea差 BMI差 腹囲差 収縮期
血圧差 TG差 HDL-C差 LDL-C差 FPG差 喫煙歴

改善 54.172 0.797 1.550 –0.025 0.673 1.553 1.969 25.094 –0.266 –5.281 2.156 0.188
無変化 54.700 0.779 0.185 –0.023 0.158 0.633 0.108 2.027 0.890 –1.038 3.171 0.288
悪化 54.670 0.835 –0.495 0.010 –0.094 –0.072 –1.311 1.485 1.631 –2.223 6.058 0.204

標準偏差

変化 年齢 性別 体重差 Crea差 BMI差 腹囲差 収縮期
血圧差 TG差 HDL-C差 LDL-C差 FPG差 喫煙歴

改善 7.970 0.402 2.969 0.071 1.090 3.856 14.123 90.000 7.716 26.610 10.949 0.390
無変化 8.466 0.415 2.919 0.085 1.040 3.665 13.150 67.315 8.195 22.868 14.786 0.453
悪化 8.052 0.371 2.455 0.086 0.843 3.287 13.720 47.560 8.852 20.397 18.055 0.403

相関比
変数 年齢 性別 体重差 Crea差 BMI差 腹囲差 収縮期

血圧差 TG差 HDL-C差 LDL-C差 FPG差 喫煙歴

相関比 η 2 0.0004 0.0025 0.0306 0.0203 0.0339 0.0122 0.0037 0.0105 0.0032 0.0031 0.0057 0.0080
p値 0.8932 0.4481 p<0.001** 0.0013** p<0.001** 0.019** 0.3030 0.034* 0.3552 0.3669 0.1577 0.0743

*：p<0.05，**：p<0.01．Crea：クレアチニン．1）男性：1，女性：0．2）あり：1，なし：0．



人間ドック　Vol.34  No.5  2020年44 ( 714 )

一般公開している．対象とする動脈は異なるもの
の，説明変数は，脂質異常症，年齢，性別，喫煙
歴，血圧，耐糖能異常，家族歴であり，本研究も
同様の説明変数を選択した．最近の研究 5）によれ
ば，血圧に関しては収縮期血圧と拡張期血圧は独
立した有害アウトカムの予測因子であるものの，
より収縮期血圧の影響が大きく，拡張期血圧は加
齢の影響を受けて低下するにもかかわらず，心血
管のリスクが高まる Jカーブ現象がみられるとさ
れている．このことより，今回は収縮期血圧のみ
を説明変数として採用した．また，耐糖能異常に
ついては，HbA1cが2010年から2013年の健診
ではほとんど調べられていないため，FPGを説明
変数とした．家族歴については健診者から正確な
記録が得られていない可能性があったため，今回
は説明変数に取り上げなかった．Yamasaki6）らは，
2つの遺伝子多型single nucleotide polymorphism

（SNP）を組み合わせた2組が内頚動脈の IMTに関
連していることを報告している．今後，こうした
遺伝子変異の検査が広く行われれば，家族歴に代
わり，より正確で客観的なデータが得られると思
われる．

今回の横断的な検討では，頚動脈エコー検査所
見をA群，B群，C群の3群に分け，まず，正常群
のA群と軽度異常から高度異常のB＋C群の2群
間で検討した．交絡因子を調整した多変量解析で
は，年齢，性別，収縮期血圧，HDL-C，LDL-C
に有意差を認めた．各説明変数の偏回帰係数を直
接比較できる標準偏回帰係数では，年齢が1.02と
際立って高かった．A＋B群とC群の比較では同
様の多変量解析で，年齢と性別にのみ有意差を認
めた．標準偏回帰係数ではやはり年齢が0.7325と
高値で，次いで，性別の0.2633であり，動脈硬化
が生理的な加齢現象であることを示唆していた．

表8　エコー判定変化（改善＋無変化）：悪化  ロジスティック回帰分析

変数 偏回帰係数 標準
偏回帰係数 オッズ比

オッズ比の95%信頼区間
p値

下限値 上限値
Crea差 4.7035 0.4000 110.3380 8.7332 1394.0442 p<0.001**
BMI差 –0.3290 –0.3401 0.7197 0.5796 0.8936 0.0029**
定数項 –1.6085 0.2002 0.1615 0.2481 p<0.001**

**：p<0.01．Crea：クレアチニン．

表9　エコー判定変化（改善＋無変化）：悪化  Cox比例ハザードモデル検定

共変量 係数 p値 ハザード比
Exp（係数）

95%信頼区間
下限値 上限値

Crea差 2.8038 0.0011** 16.5067 3.0683 88.8001
BMI差 –0.2452 0.0102* 0.7825 0.6490 0.9435

*：p<0.05，**：p<0.01．Crea：クレアチニン．

表7　エコー判定変化　0（改善 ＋無変化）：1（悪化） 相関比

対象
症例数

結果 年齢 性別 1） 体重差 Crea差 BMI差 腹囲差 収縮期
血圧差 TG差 HDL-C差 LDL-C差 FPG差 喫煙歴 2）

0 544 544 544 544 544 544 544 544 544 544 544 544
1 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103

平均
結果 年齢 性別 体重差 Crea差 BMI差 腹囲差 収縮期

血圧差 TG差 HDL-C差 LDL-C差 FPG差 喫煙歴

0 54.638 0.781 0.345 –0.023 0.219 0.741 0.327 4.741 0.754 –1.537 3.051 0.276
1 54.670 0.835 –0.495 0.010 –0.094 –0.072 –1.311 1.485 1.631 –2.223 6.058 0.204

標準偏差
結果 年齢 性別 体重差 Crea差 BMI差 腹囲差 収縮期

血圧差 TG差 HDL-C差 LDL-C差 FPG差 喫煙歴

0 8.411 0.413 2.958 0.084 1.059 3.700 13.282 70.756 8.148 23.380 14.392 0.447
1 8.052 0.371 2.455 0.086 0.843 3.287 13.720 47.560 8.852 20.397 18.055 0.403

相関比
変　数 年齢 性別 体重差 Crea差 BMI差 腹囲差 収縮期

血圧差 TG差 HDL-C差 LDL-C差 FPG差 喫煙歴

相関比 η 2 0.0000 0.0023 0.0112 0.0202 0.0122 0.0066 0.0020 0.0003 0.0015 0.0001 0.0053 0.0036
P値 0.9716 0.2206 0.0069** p<0.001** 0.005** 0.038* 0.2548 0.6547 0.3243 0.7810 0.0636 0.1298

*：p<0.05，**：p<0.01．Crea：クレアチニン．1）男性：1，女性：0．2）あり：1，なし：0．
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A群 とB＋C群 で は 有 意 で あ っ たHDL-Cや
LDL-Cが，A＋B群とC群との比較では認められ
なかった．HDL-Cの平均値はA，B，C群の順で
低下しているが，A＋B群ではA群のHDL-CにB
群の減少したHDL-Cを加えたために，C群との
差が減じられ，統計学的有意差が認められなかっ
た可能性が考えられる（表1）．一方，LDL-Cの平
均値はC群が最も低かった（表1）．投薬治療の影
響を除くため，全く投薬治療を受けていない健診
者を層別化した解析の結果でも同様に，LDL-Cは
C群の平均値が一番低い結果であった．このこと
よりLDL-Cは頚動脈エコー検査でプラークの増
大を反映していないと思われた．

Oguraら 7）は，家族性高コレステロール血症の
患者の血液を用いて，HDL-Cのマクロファージ
からのコレステロール引き抜き能を測定し，有意
な機能低下があることより，HDL-Cの評価は単
なる検査値では不十分で，機能測定が重要である
ことを指摘している．Beslerら 8）は，冠動脈疾患
を有する患者のHDL-Cは健常者のHDL-Cと違
い，HDL-C中のmalondialdehydeが増加してお
り，この変性HDL-Cは酸化LDL-Cのレセプター
であるLOX-1を活性化してこれと結合し，血管
内皮細胞のPKCβII活性を高めて，内皮型NO合
成酵素（eNOS）の産生を抑制し，変性HDLが動
脈硬化を促進することを報告している．これらの
報告より，頚動脈エコー検査で動脈硬化所見が
みられたB群やC群のHDL-Cは，健常者のA群
HDL-Cとは性質が変化している可能性が推測さ
れ，HDL-Cの数値だけではこの変化をとらえき
れないことになる．

LDL-Cに関しても，板部 9）による動脈硬化仮説
によれば，酸化されたLDL-Cが血管内皮内のマ
クロファージや血管平滑筋細胞のスカベンジャー
受容体に結合して取り込まれ，泡沫細胞を形成
し，また，この酸化LDL-Cが血管組織の細胞を
刺激して炎症反応をきたし，動脈硬化の病巣を形
成するとしている．したがってプラーク形成の進
展は血管組織内の酸化LDL-Cによる炎症反応が
原因と考えられ，LDL-Cの中の酸化LDL-Cの重
要性を指摘している．また，Itabeらは，血漿中

の微量な酸化LDL-Cの測定法を確立 10,11）し，急
性期の心筋梗塞や脳梗塞患者で急上昇し，病状
の改善とともに低下することを報告し，プラーク
の破綻が上昇の原因と推論している．Inoueら 12）

は，血漿中の可溶性LOX-1の濃度を測定し，酸
化LDL-Cの濃度とかけ合わせたLOX-indexを算
出し，LOX-indexが脳卒中や冠動脈性心疾患群で
有意に高かったことを報告している．これらの報
告からは，今回測定したHDL-CやLDL-Cだけで
はなく，動脈硬化の真の原因である変性HDL-C
や酸化LDL-C測定の重要性が示唆される．この
ような新たなバイオマーカーについてもデータ集
積が進めば，再度，その意義について検討を行い
たいと考えている．

また，A＋B群とC群の多変量解析で有意差は
認めなかったもののFPGの平均値はA，B，C群
の順で増加し（表1），オッズ比1.007，95%信頼
区間0.9996－1.0146とC群で高い傾向を認め

（表5），耐糖能異常がプラークの増加に関連して
いる可能性が示唆された．

以上のことから，頚動脈エコーの動脈硬化所見
は加齢の影響が大きく，異常所見の検出には脂質
異常症のマーカーや収縮期血圧が有用であり，プ
ラークの増大には耐糖能異常がかかわっているこ
とが推測された．

次に，頚動脈エコーの縦断的検討を行った．エ
コー所見を改善群，無変化群，悪化群の3群に分
け，各説明変数の過去データと現データの差を算
出して，この検査値の差とエコー所見の変化を比
較検討した．

改善群と無変化群をまとめて1グループとし，
悪化群と2群に分けて行った多変量解析の結果，
クレアチニン差とBMI差の両者に有意差を認め
た．続いて行ったCox比例ハザードモデルの解析
でも同様に，クレアチニン差とBMI差に有意差を
認め，Cox比例ハザードモデルのハザード比は，
クレアチニン差16.5に対して，BMI差は0.78で
あった．このことより，経時的なエコー所見の悪
化には腎機能の低下とBMI減少が関連しており，
腎機能低下がより大きな影響を与えているものと
考えられた．
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Morten Schmidtら 13）は，RAS阻害薬投与中の
患者で，従来指摘されてきた30%以上のクレア
チニン上昇のみならず，10%未満の上昇から段階
的に心・腎イベントの発症リスクが増加すること
を報告し，心・腎イベントの発症リスクについて
は，軽度のクレアチニン値の増加から注意する必
要性について言及している．

BMI差の平均値は改善群，無変化群の順で低
下して，改善群の方が体重は増加している結果と
なった．さらに，悪化群ではマイナスとなり体重
は減少していた．BMI差の偏回帰係数もマイナス
となっており，体重減少がエコー所見の悪化と関
連する結果となった（表6，表9）．以上より，頚
動脈エコー所見の経時的な変化には血圧や脂質異
常症の値のみならず，クレアチニン値や体重減少
にも十分に気を付ける必要があると思われた．

結　語
頚動脈エコーの動脈硬化所見には加齢の影響

が大きく，異常所見の抽出には脂質異常症のマー
カーや収縮期血圧が有用であり，プラークの増大
には耐糖能異常の関連が示唆された．経時的なエ
コー所見の悪化はクレアチニン値の上昇とBMI
の減少が関連していた．
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A Transverse and Longitudinal Study of Carotid Echocardiography

Tatsushi Kitagawa, Kazuma Funahashi

Health Care Center, Yokkaichi Hazu Medical Center

Abstract
Objective: To perform a cross-sectional and longitudinal study on carotid echocardiog-
raphy (CE) �ndings.
Methods: Based on CE evaluations, we divided subjects into three groups: a normal 
group (A), group with IMC thickening of 1.1 mm or more and plaque formation of less 
than 20% of carotid artery ratio (CAR) (B), and a group with plaque formation of more 
than 20% of CAR (C). We determined related factors using multivariate analysis (MA). 
�e changes between past and present CE �ndings were divided into an improvement 
group, an unchanged group, and a deterioration group. Di�erences between the values of 
the explanatory variables (EV) were calculated and the relationships between them and 
CE �ndings were statistically examined.
Results: MA conducted on two groups, A and B+C, revealed signi�cant di�erences in 
age, gender, systolic blood pressure (SBP), HDL-C, and LDL-C, and the standard partial 
regression coe�cient for age was remarkably high. �ere were no signi�cant di�erences 
in MA between the A + B group and the C group except for in age and gender, but fasting 
plasma glucose tended to be higher in the C group. Examination of changes in CE �nd-
ings over time and changes in EV using Cox regression showed that increased creatinine 
(crea) levels and decreased BMI were associated with worsening �ndings.
Conclusion: Atherosclerotic �ndings in CE were greatly a�ected by aging, and the mark-
ers of dyslipidemia and SBP were useful for detecting abnormalities. �e results suggested 
that an increase in plaque was related to impaired glucose tolerance. Deterioration in CE 
�ndings over time was associated with an increase in crea levels and a decrease in BMI.

Keywords: carotid echocardiography, atherosclerosis, longitudinal study, multivariate re-
gression analysis
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人間ドック受診時の基本的検査データを用いた 
甲状腺機能異常症の診断支援 

－クラウドスクリーニングサービスの展開と有用性－

佐藤憲一 1,3）　青木空眞 2）　阿部杏奈 4）　小沢晃世 5）　星 憲司 2）　川上準子 2）　中川吉則 6） 

森 弘毅 7）　飛田 渉 8）　吉岡明美 9）　佐藤 譲 10）　藤井 豊 10）　吉田克己 8）

要　約
目的：甲状腺機能異常はしばしば見逃されている．そこで，我々は人間ドックで測定済の基本的検
査データを使用して甲状腺機能異常をスクリーニングする簡便で安価な診断支援の方法を開発し
た．本報では，実用化されたスクリーニングサービス（SS）実施例での成績について報告する．
方法：人間ドック3施設において，SSにより甲状腺機能異常疑いで専門検査勧奨となった受診者に
は，残血からFT4とTSHを測定した．ホルモン測定によりもれなく異常の有無と重症度を確定して，
発見頻度・陽性的中率（PPV）などを評価した．
結果：新たに発見された機能異常者は23名で，発見頻度は施設ごとに0.11%，0.46%，0.26%で
あり，PPVは16.3%，37.5%，20.5%であった．このうち，医師が診察時に甲状腺機能異常を疑っ
たのは2名のみであった．甲状腺中毒症での2時点予測の精度は1時点予測に比べて大きく向上して
おり，時系列予測が優れていることを検証できた．
結論：SSは測定済みの基本的検査データを2次利用するだけの簡便で安価なバセドウ病や甲状腺機
能低下症の新しいスクリーニング法として有用であり，甲状腺機能異常を呈している可能性がある
受診者を人間ドックから専門医につなげるメリットが確認された．全国的に使用され，気づかれず
にいる多数の患者を発見して治療につなげることが期待される．

キーワード 甲状腺機能異常，基本的検査，人間ドック，クラウドスクリーニングサービス 
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はじめに
甲状腺機能異常症は，典型的な症例でさえしば

しば見逃されており，中毒症患者は心疾患や消化
器の悪性腫瘍などと，低下症患者は筋疾患，心疾
患，肝疾患，高脂血症などと誤診されやすく，誤っ
た治療がなされていることも多い 1-3）．内科的診
察だけで甲状腺機能異常者を見出すのは難しいこ
とも多く，見逃さないためにはTSHの測定が必須
であると報告されている 4,5）．一方，検査法の進
歩により，甲状腺機能異常症は甲状腺ホルモンを
測定すれば容易に診断できる 1,6）．しかしながら，
ホルモンの測定費は高価なため，人間ドックの基
本的検査項目に含まれることはまれである．

我々は，甲状腺機能異常症でしばしば変動

が認められるアルカリホスファターゼ（ALP）や
総コレステロール（TC）などの一般検査成績に
着目し 7），人間ドックで測定される基本的検査
データを網羅的にAI8-16）で解析した結果，中毒
症ではALP，TC，クレアチニン（S-Cr）の3項目

（ACC法），あるいはそれらに心拍数（HR）また
は脈拍数（PR）を加えた4項目（ACCH法）を，低
下 症 で は 乳 酸 脱 水 素 酵 素（LDH），TC，S-Cr，
に赤血球数（RBC）の4項目（LCCR法）を使用して，
それら検査値の変動をセットで定量的にとらえる
ことにより，すぐに治療が必要な顕性の亢進症患
者および低下症患者を発見する簡便で安価な新し
いスクリーニング法を開発した 17-23）．新しいスク
リーニング法には汎用性があり，基本的検査8項
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目セットを用いてクッシング症候群の患者を発見
する同様の手法の開発にも成功している 24,25）.

すでに報告したように，JR仙台病院と東北公済
病院の人間ドックにおいてはこの新しいスクリー
ニングを全受診者に対して継続的に実施し，予測
率60%以上の約1%程度の機能異常が強く疑われ
た受診者については人間ドックで使用した残りの
血液（残血）からホルモンを測定することにより，
2018年3月までに52名の明らかなホルモン異常
者（TSH＜0.1：37名，TSH＞10：15名）を 新 規
に発見して治療につなげるとともに，新しいスク
リーニング法の予測精度の評価や予測システムの
改良に努めている 26-31）．

2017年11月からはこのスクリーニング法による
甲状腺機能異常症クラウドスクリーニングサービ
ス（�yroid Dysfunction Cloud Screening Service：
TDCSS）が開始された 32）．このサービスでは，受
診者の匿名化や情報セキュリティの安全が確保さ
れている．施設では端末PCを1台用意して，ブ
ラウザ上のクラウド入力画面から受診者一覧の検
査データなどを入力済のCSVファイルをアップ
ロードすれば，すぐに予測計算処理が実行され，
予測結果と関連ファイルがダウンロードできるの
で，だれでも簡単に利用可能である．

本論文では，クラウドスクリーニングの結果，
甲状腺機能異常症の疑いが強く，担当医の最終判
断で残血のホルモンを測定した3つの人間ドック
施設においてスクリーニングの有用性を検証した
ので報告する．

対象および方法
TDCSSを実施している施設のなかから，東北

公済病院・城西病院・東北医科薬科大学付属若林
病院の3つの施設を選び，TDCSSにより甲状腺機
能異常が疑われた受診者について残血からホルモ
ンの測定を行うことで，スクリーニングの有用性
を評価することとした．3つの施設と期間，受診
者数などの詳細は以下の通りである．

なお，本研究は病院の倫理委員会の承認のもと
に，患者や健常対照者および受診者はすべて匿名
化して行われ，施設内には個人情報の取り扱いや

利用目的などを掲示して公表した．
東北公済病院健康医学センター

調査は2018年4月から2019年1月の10ヵ月間
を対象とした．受診者数は7,611名（男性4,705
名，女 性2,906名）であり，男女 比は1.6：1で
あった．全受診者に対して，中毒症と低下症のど
ちらに対しても今回受診時の検査値を使用する
TDCSSの1時点予測で行った．

当施設では2011年10月～2013年3月の1年半
にわたり，我々が開発した予測ツールを用いてスク
リーニングを実施しており21,28）多数の異常者が新規
に発見されていた．その後もスクリーニングを継続
していることから，治療中や治療済の受診者も多い
施設である29）．2017年11月から2018年3月までの
5ヵ月間は，TDCSSの準備期間と位置づけ，予測シ
ステムの調整と診断支援の判定スコアの最適化を
行った．男性の低下症疑い例のなかで脂質異常症
治療薬の服用者に偽陽性が多い傾向が判明したた
め，服薬補正の影響 27）を弱める調整を行った．
2時点予測と1時点予測の優位性比較

2011年10月～2018年3月の期間に実施された
スクリーニングにより新規発見された患者データ
も，ACCH法による中毒症の1時点予測と2時点
予測の精度比較に使用した．
城西病院予防医学部健診センター

調査は2018年8月～2018年12月の4ヵ月余を
対象とした．受診者は1,302名（男性889名，女
性413名）で あ り， 男 女 比 は2.2：1で あ っ た．
TDCSSはすべて1時点予測で行った．
東北医科薬科大学付属若林病院健診センター

調査は2018年4月～2019年1月の10ヵ月間を
対象としたが，残血からのホルモン測定を開始し
たのが7月からであったため，実際にTDCSSの評
価ができたのは7ヵ月間であった．受診者は3,462
名（男性2,995名，女性467名）であり，男女比は
6.4：1と男性受診者が多い施設である．中毒症に
ついては，TDCSSの2時点予測を採用したが，そ
の場合，今回と前回（半年～2年半前）の受診時の
各検査値から各年間変動速度 29,31）を求め，各検査
項目の今回値と各年間変動速度を変数とした．前
回値のある受診者（リピーター）は2,916名であ
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り，全受診者の84%であった．残りの16%の受
診者は今回値のみを使用する1時点予測を行った．
クラウドスクリーニングシステムの概要

甲状腺機能異常診断支援サービスTDCSS（AI
スクリーニング，東京）32）では，Microso�  Azure

（東日本リージョン）を利用している．現時点では，
甲状腺中毒症は2時点予測と1時点予測のいずれ
も可能であり，低下症は1時点予測のみ可能であ
る．情報セキュリティの安全確保にも十分に配慮
して，医療情報安全管理のガイドライン 33）を満た
す暗号化通信（TLS1.2）が使用され，さらに，受
診者 IDを施設外に出さないようにするため，受
診者データをクラウドにアップロードする前に施
設内で IDを連番に変換するツールが用意されて

いる．クラウドサービスを施設で利用する際は，
担当者が用意したPCのブラウザ上のクラウド入
力画面に（図1），連番化された受診者リストと健
診システムから出力した受診者の検査データを含
むCSVファイルをアップロードすれば，短時間で
予測処理がなされ，結果が表示される（図2）．

また，予測結果ファイルと強く異常が疑われた
受診者用の専門検査受診勧奨文や異常なしとされ
た受診者への報告書がダウンロードできるなど，
だれでも容易に利用可能である．施設の担当者
がスクリーニング作業に要する時間の目安として
は，対象者100名以内なら10分～15分程度であ
り，対象者がさらに増えてもクラウドでの計算時
間が少しプラスされるだけである．

図2　クラウドスクリーニングの結果ウェブ画面
結果のCSVファイルや専門検査勧奨PDFファイルをzip形式でダウンロードできる．

図1　クラウドスクリーニングのログイン後のウェブ画面
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スクリーニング結果の異常判定分類
スクリーニングの結果は点数表示するものと

し，AI解析の予測率（Prediction Rate，PR［0%～
100%］）から，低下症では負号を付けて–100～0，
中毒症では0～+100で示すこととした．中毒症疑
いに関しては，基準範囲：0＜PR＜75，経過観
察：75≦PR＜85，専門外来受診勧奨：85≦PR
≦100と診断支援のランク分けをすることとし，
低下症疑いに関しては，基準範囲：–70＜PR＜0，
経過観察：–85≦PR＜–70，専門外来受診勧奨：
–100≦PR≦–85とした．ただし，このランク分
けは，あくまで甲状腺機能検査の要否の目安を示
すもので，ランク分けを参考にしつつ，担当医の
最終判断で受診者に専門外来受診を勧奨するもの
と想定した．
基本的検査セットを用いて甲状腺機能異常症を
予測するスクリーニング法の概要

先行研究において 17-20），基本的検査データか
ら甲状腺機能異常症を発見する方法の開発を目
指し，顕性の中毒症あるいは機能低下症と確定
診断された患者群を対象として，非線形関係の
含まれるデータ解析にも強い3つのパターン認識
手法（AI），教師あり学習に従う～（1）ベイズ正則
型ニューラルネットワーク（BRNN），（2）サポー
トベクトルマシン（SVM），および教師なし学習
に従う～（3）自己組織化ニューラルネットワー
ク（SOM）を用いて初診時に測定される一般検査
データの変化を定量的に解析した．

BRNNは3層の階層型ニューラルネットワーク
である．入力層の各ニューロンに検査項目を割り
当てて，出力層の2つのニューロンはSo�max型
出力をもち，それぞれ，甲状腺機能異常症患者と
健常者の予測確率を与える．既知のサンプルの診
断結果を用いて，ネットワークの重みをベイズ学
習によって決定するが，マルコフ連鎖モンテカル
ロ法を用いた実装によりクラス分類能力も高い安
定したネットワークであることが知られている．
この手法では，ベイズの先見的結合荷重確率が結
合荷重の正則化項と自然に対応しており，自動関
与度決定（ARD）により判定に大きく影響した一
連の入力，すなわち，基本的検査項目を評価する

ことができる．予測モデルの構築にはNealが開
発した“So�ware for Flexible Bayesian Modeling” 
package12）を使用した．

SVMは，局所解に陥らないことや，マージン最
大化に基づく分離超平面により得られる汎用性の
高さ，分離超平面近傍に存在するサポートベクト
ルと呼ばれる一部の学習データしか分類に関与し
ないことによる計算の速さが特徴である．SVMで
は，入力データに対して非線形変換を行い高次元
空間において分離平面を求めるが，実際にはカー
ネルトリックと呼ばれる方法によりカーネル関数
を用いた計算に置き換える．我々はカーネル関数
としてRBFを使用して，そこに現れる変数γとペ
ナルティ変数Cをグリッドサーチにより甲状腺機
能異常症患者と健常者のデータに合わせた最適な
ものに決定し，高速で予測精度の高いクラス分類
が可能となった．予測モデルの構築には，Chang
らが開発したLIBSVM package14）を使用した．

SOMの概要と我々が導入した投射の概念に
ついては詳細に報告した 27）．予測モデルの構築
には，Kohonenグループが開発したSOM_PAK 
package10）を使用した．

BRNNとSVMは患者と健常対照のデータを学
習して，テストサンプルに対する予測結果を数値

（パーセンテージ）で出力できるようになる．また，
SOMでは学習により作成されたマップ上に特徴
の似たサンプルほど近くに，似ていないサンプル
は遠くに配置して表示する．これらのアルゴリズ
ムの異なる3つの手法を併用することで，予測結
果の信頼性を高めることを目指した．
1時点予測

これらの3つのパターン認識手法を用いて学習
データの網羅的解析とテストデータでの予測精
度向上を検討した結果，中毒症ではALP，S-Cr，
TC，HR（またはPR）の4項目セット，また，低
下症ではLDH，S-Cr，TC，RBCの4項目セット
を用いることで最適な予測モデルを構築するこ
とができた．この予測モデルに人間ドック受診
者の測定済検査データを入力すれば，BRNNお
よびSVMでは中毒症と低下症の予測値が出力さ
れ，SOMでは甲状腺機能異常症ゾーンまたは健
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常ゾーンに投射される．我々が開発した予測ツー
ルでは3つのパターン認識手法による予測結果が
出力され，2つの予測値とSOMの投射位置から総
合的に判定する．TDCSSではBRNNとSVMの予
測値を平均化，重みづけなどして最適化を図って
おり，視覚化ツールのSOMは使用していない．
2時点予測

1時点予測では，考察の節で詳しく述べるよう
に，個人差や偶然の一致による統計エラーが避け
られない．しかし，検査値の時系列変動を考慮す
るとそれらを回避できる可能性が高く予測精度の
向上が期待できる 27）．そこで，前回受診時から今
回受診時にかけての各検査値の変動率を1年あた
りの変動率に換算した年間変動速度Vを次式で定
義して，

検査値だけでなく，その年間変動速度も変数と
して使用して，パターン認識手法を用いた予測モ

デルを構築した．TDCSSでもBRNNとSVMの2
時点予測値を平均化，重みづけなどして，最適化
を図っている．年間変動速度の1例として，ALP

（今回396，前回173），TC（今回134，前回165），
S-Cr（今回0.57，前回0.80），HR（今回81，前回
57）で，受診間隔＝322日なら年間変動速度はそ
れぞれ，V_ALP＝146%，V_TC＝–21%，V_Cr
＝–33%，V_HR＝48%となる．時系列変化を用
いた予測精度向上に関する検討の前段として，今
回検査値による予測率を横軸に，年間変動速度を
縦軸にプロットした散布図による解析の結果は良
好であった 29）．

1時点予測に比べての2時点予測の優位性につ
いて，SOMにより視覚的にその効果を把握しや
すい例を図3に示す 34）．
図3の上には4項目の検査値と4項目の年間変動

速度の8変数（ALP，Cr，TC，HR，V_ALP，V_
Cr，V_TC，V_HR）を用いた計算により作成した
SOMグレイマップを示すが，甲状腺中毒症群（赤
ラベルがバセドウ病群，黄ラベルが無痛性甲状
腺炎など）と健常対照群（緑ラベル）が明確に分か
れて配置されたことがみて取れる．図3の左下に
HRの要素平面，右下にV_HRの要素平面を示す

年間変動速度 V＝ ×
（今回検査値－前回検査値）

前回検査値

365 日
受診間隔（日）

（%/年）

図3 4項目の検査値と4項目の年間変動速度を変数として作成した中毒症のSOMグレイマップ（上），
およびHRの要素平面（左下）とV_HRの要素平面（右下）
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が，ここで変数値の高低は図に示す赤～青で表さ
れ，また，甲状腺中毒症群を赤の曲線で囲んでい
る．HRの要素平面をみると中毒症群で上昇を示
すとともに，さらに，健常群でも上昇傾向のサン
プルもみられる．しかし，V_HRの要素平面をみ
ると健常群での顕著な上昇はみられない．このた
め，緑丸で囲まれたHRが高い健常サンプルなど
もV_HRは低く，HRだけからは偽陽性になりや
すい変化を示している健常者でも，V_HRまで考
慮すると正しく評価できる傾向が確認される．ま
た，赤丸で囲まれた中毒症患者はHRがあまり高
くないものの中毒症患者群では重症度の高い奥の
ゾーンに配置されているが，V_HRの要素平面を
みると確かに顕著な上昇がみられることがわかる．
8変数を使用した実際のTDCSSによる予測計算は
もう少し複雑であるが，結果の節で示すように，4
変数の場合よりも予測精度は大幅に向上する．

結　果
施設例1：東北公済病院健康医学センター

予測スコアが85以上で専門外来受診勧奨と
なった中毒症疑い28名中，残血のホルモンを測
定できたのは23名（男性18名，女性5名）であり，
真陽性（TSH＜0.1）と判明したのは5名であり，
バセドウ病が2名，無痛性甲状腺炎が2名であっ
た．残り1名はホルモン過剰である（中毒症）こと
のみ確認された．また，予測スコアが–85以下の
低下症疑い例29名中，残血のホルモンを測定で
きたのは26名（男性24名，女性2名）であり，真
陽性（TSH＞10.0）と判明したのは3名であり，顕
性低下症が1名，潜在性低下症が2名であった．
表1に新規発見された機能異常症例の予測スコア
とホルモン値（TSH，FT4）を示す．

新たに発見された機能異常者の頻度は0.11%
（8/7,611）であり，ホルモンを測定できた49名
での陽性的中率（PPV）は16.3%（8/49）（男性では
9.5%，女性では57.1%）であった．真陽性と判明
した8名（男性4名，女性4名）はすべて予測スコ
アが95以上であった．一方，偽陽性となった41
名のなかで予測スコアが95以上は12名（中毒症
10名，低下症2名）のみであった．ホルモンの測

定で真陽性が確認された例にのみ病院を受診する
よう連絡した．
2時点予測と1時点予測の優位性比較

当施設と JR仙台病院人間ドックで実施した従
来のスクリーニングにより 26-29），1時点予測によ
り機能異常の疑いが強く残血からホルモン測定さ
れた中毒症疑い例につき，真陽性25例（前回値あ
りは19名）の2時点，および1時点の予測率分布
を図4（A）に示した．また，TDCSS開始後の2018
年4月から12月までの1時点予測で偽陽性となっ
た18例（前回値ありは14名）につき，同様の予測
率分布を図4（B）に示した．
（A）からは，真陽性の予測スコアは2時点予測

の方が高値に多く分布しているのがみて取れる．
実際に，前回値もある19例中，1時点予測に比
べて2時点予測でスコアが増加したのは14例で
73.7%，スコア減少が2例で10.5%，残りの3例
の15.8%ではどちらでもスコアは100と予測され
ていた．特に，1時点予測スコアが80～90の範囲
にあった3例ではいずれも2時点予測スコアが約
10ほど増加しており，予測スコアが83から97に
増加した症例はTDCSSの1時点予測なら専門検
査勧奨に至らず見逃してしまうが，2時点予測な
ら発見可能となる例であった．本症例が1時点予
測を使用した従来のスクリーニングで発見できた
のは，ホルモン測定を行う条件である予測率の閾
値を60.0に設定していたためであった．
（B）からは，偽陽性の予測スコアは2時点予測

の方が低値に多く分布しているのがみて取れる．
実際に，前回値もある14例中，1時点予測に比
べて2時点予測でスコアが減少したのは12例で

表1 TDCSSにより発見された甲状腺機能異常症患者
（東北公済病院）

症
例 性別 予測スコア

（1時点）
TSH*

（0.35～4.94）
FT4*

（0.70～1.48） 診断名

1 男性 98 0 2.72 バセドウ病
2 女性 99 ＜0.01 2.44 バセドウ病
3 男性 98 0.006 1.77 中毒症
4 女性 98 0 1.93 無痛性甲状腺炎
5 女性 97 0.006 2.43 無痛性甲状腺炎
6 男性 –97 61.53 0.48 顕性低下症
7 女性 –100 11.75 1.05 潜在性機能低下症
8 男性 –97 11.4 1.05 潜在性機能低下症

* 本施設では担当医の最終判定は，TSH＜0.1またはTSH＞10.0にもと
づいて実施した．
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85.7% であり，そのうち7例の50%は陰性化し，
3例では85.5が1名と85が2名であった．
施設例2：城西病院予防医学部健診センター

TDCSSにより予測スコアが85以上あるいは
–85以下となったのは16名であった．それら16
名の残血からのホルモン測定の結果，顕性中毒
症が2名，潜在性機能中毒症（TSH ＜0.5）が1名，
潜在性機能低下症（TSH＞5.0）が3名であった．
表2に機能異常症例の性別，1時点予測の判定，
ホルモン値を示した．新たに発見された機能異常
者の頻度は0.46%（6/1,302）であり，男性5名，
女性1名であった．ホルモンを測定できた16名で
の陽性的中率は37.5%（6/16）（男性では33.3%，
女性では100%）であった．
施設例3：東北医科薬科大学付属若林病院健診セ
ンター

TDCSS利用開始当初は，スクリーニングの結
果で機能異常症が強く疑われた受診者には担当医
の判断で専門外来への受診勧奨を行い，その結果
を該当受診者からフィードバックしてもらう予定
であった．しかしながら，4月～6月の3ヵ月間に
予測スコアが85以上あるいは–85以下が4名いた

が，フィードバックはなく実際の機能異常の有無
は確認できなかった．そこで，7月からは残血に
よるホルモン測定を行うことでTDCSSの評価を
確実に行うことに変更した．

スクリーニングの結果，専門外来受診勧奨の判
定（85以上あるいは–85以下）となった48名中，
残血からホルモン測定ができたのは44名（男性39
名，女性5名）であった．中毒症疑いは19名（男性
16名，女性3名）で，うち13名（男性11名，女性
2名）は前回値があり2時点予測による疑い，残り
の6名（男性5名，女性1名）は前回値がないため1
時点予測による疑いである．また，低下症疑いが 
25名（男性23名，女性2名）であった．

ホルモン測定の結果，真陽性（TSH＞4.2あるい
は＜0.27）であることが判明したのは9名であり，
疾患分類，性別，予測スコア，ホルモン値を表3
に示した．新たに発見された機能異常者は男性7
名，女性2名であり，その頻度は0.26%（9/3462）

（男性では0.23%，女性では0.43%）であった．
症例1は36歳の女性であり，TDCSS（2時点予

測）により中毒症が強く疑われ，専門外来を受診
してバセドウ病と確定診断（TRAb＝26.5 IU/L）

図4　2時点と1時点による中毒症予測率分布の比較
（A）真陽性，（B）偽陽性

表2　TDCSSにより発見された甲状腺機能異常症患者（城西病院）
症例 性別 AI判定*

（1時点予測）
TSH

（0.5～5.0）
FT4

（0.9～1.7） 判定

1 男性 D1 L 0.333 1.55 潜在性中毒症
2 男性 D1 H 5.36 1.14 潜在性機能低下症
3 男性 D1 H 5.20 1.46 潜在性機能低下症
4 男性 D1 L 0.005 H 3.12 中毒症
5 男性 D1 H 6.80 1.16 潜在性機能低下症
6 女性 D1 L 0.005 H 7.32 中毒症

* D1は専門検査勧奨に相当する．
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された．受診時の検査値（ALP＝460 IU/L，S-Cr
＝0.28 mg/dL，TC＝86 mg/dL，脈拍数＝99）は
それぞれ中毒症に特徴的な上昇と低下を示してい
た．ほぼ1年前の検査値（ALP＝156 IU/L，S-Cr
＝0.36 mg/dL，TC＝125 mg/dL，脈拍数＝102）
でもすでに1時点予測のスコアは100であり，ホ
ルモンの過剰は十分に疑えるが，昨年は未だ
TDCSSを実施していなかった．今回の検査では1
年前と比べ，ALPは大きく上昇し，S-CrとTCは
大きく低下していた．なお，本症例は体調不良の
ため近医を受診していたが，更年期障害ではない
かと悩んでいた症例であった．

症例3の予測スコアは100であったが，ホルモ
ン値はFT4＝0.99，TSH＝6.65と潜在性機能低
下症の状態であった．本例ではAST＝321 IU/L 

（前回値122），γ-GTP＝1129 U/L（前回値763）
と肝機能障害が著しく悪化しており，そのために

TCとS-Crが低値，ALPが高値となったため予測
スコアが高くなった．しかし，本症例からのフィー
ドバックはなく，橋本病などの甲状腺疾患を合併
していたか否かは不明である．

症例4は受診間隔が約5ヵ月と短く，前回のス
コア34.5から今回の96へ急上昇しており変動速
度も非常に大きい症例であった．2時点予測のス
コアが87であったことから専門外来受診により
バセドウ病の確定診断がなされた．
図5に中毒症疑いとなった受診者で前回値もあ

る13名の1時点予測と2時点予測のスコアを示
す．2時点予測では，表3の症例1，2，3が予測
スコアの高い順に1，2，3位であり，症例4は12
位であった．偽陽性の78%では1時点予測に比べ
て2時点予測ではスコアが減少していた．当施設
では2時点予測で経過観察（予測スコア75～85未
満）となった15名の受診者のホルモン測定も行っ

表3　TDCSSで発見された甲状腺機能異常者（東北医科薬科大学若林病院）
症例 性別 2時点予測スコア

（1時点予測スコア）
TSH

（0.27～4.20）
FT4

（1.0～1.8） 診断名

1 女性 100（100） ＜0.005 ＞7.77 バセドウ病
2 女性 100（ 89） 0.01 4.78 無痛性甲状腺炎
3 男性 97（100） 6.65 0.99 潜在性機能低下症
4 男性 87（ 96） ＜0.01 4.82 バセドウ病
5 男性 （100） 0.01 1.75 潜在性中毒症
6 男性 –90 193.40 0.48 顕性機能低下症
7 男性 –85 4.33 1.07 潜在性機能低下症
8 男性 –95 4.58 1.58 潜在性機能低下症
9 男性 –95 9.21 1.07 潜在性機能低下症

図5　2時点予測と1時点予測 図6 前回値のある中毒症疑い13名の前回受診時と
今回受診時の1時点予測スコア
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たが，1時点予測するとその67%の受診者が専門
検査勧奨に相当していた．
図6に2時点予測で専門検査勧奨となった中毒

症疑い13名の前回受診時と今回受診時の1時点
予測スコアを示す．症例1は前回でも予測スコア
100であったが，TDCSSを実施していなかったた
め見逃されていた．症例2は前回のスコア0.8か
ら急速に検査値が変化しておりスコアが88.9へ
上昇していた．変動速度も大きく，2時点予測の
スコアは100であった．

ホルモンを測定できた44名での陽性的中率は
20.5%（9/44）（男性では17.9%，女性では40%）
であった．内訳として，中毒症のPPVは26.3%

（5/19）（男性では18.8%，女性では66.7%），う
ち2時点予測によるものでは30.8%（4/13）（男性
では18.2%，女性では100%）である．また，低
下症のPPVは16.0%（4/25）（男性では17.4%，女
性では0%）であり，脂質異常症の治療薬服用者に
偽陽性が多い傾向がみられた（14名）．

経過観察例のホルモン測定から発見された5名
を加えると，8名の潜在性機能低下症例（男性8
名）が発見された．自己申告から治療と服薬の状
況を確認した所，予測スコア–73.6であった1例
は甲状腺機能低下症の治療中であり，予測スコ
ア–74.2であったもう1例は1年前に甲状腺腫が
E判定で治療を受けていた．残り5例については
精神系疾患の治療も服薬もないことを確認できた
が，1例については自己申告がなく不明であった．

3施設を合わせて専門外来受診勧奨とされた例
から機能異常症は23例発見されたが，医師が診
察時に甲状腺疾患を疑ったのは東北公済病院の甲
状腺専門医が診たバセドウ病2例のみであった．

考　察
TDCSSを実施している施設のなかから，東北

公済病院，城西病院，東北医科薬科大学若林病院
の人間ドックにおいては，専門検査勧奨（予測ス
コア85以上）となった受診者の残血のホルモンを
測定することにより，機能異常の有無とおおよそ
の重症度（ホルモン値）35）を確定し，その有用性に
ついて検証した．3つの施設における，予測スコ

アが85以上で疑われた，機能異常者の発見率（頻
度）はそれぞれ0.11%，0.46%，0.26%であった．
3施設のなかでは，東北公済病院での発見頻度は
他施設より低かった．その原因として，当施設は
2011年10月から継続してこのスクリーニングを
実施しており，すでに機能異常症を発見され治療
されているリピーターも多いことが，今回初めて
スクリーニングを実施した他の2施設との違いを
もたらしたと思われる．また，表1に記載したよ
うに，真陽性者をホルモン検査の基準値より厳し
い範囲（TSH＜0.1あるいは＞10.0）に限っていた
ことも一因であった．

最近の疫学研究からは，顕性の中毒症では発見
率が0.26%，顕性の低下症では発見率が0.09%
であったと報告 36,37）されている．今回のTDCSSに
よる発見率は，顕性の中毒症では0.066%，0.15%，
0.12%であり，顕性の低下症では0.013%，0%，
0.029%であり，後述するようにTDCSSで発見さ
れた症例には重症度の重い異常者の割合が高いこ
とも加味すると良好な結果であると考えられた．

中毒症の2時点予測で発見された女性の発見率
0.43%は，疫学研究での明らかな中毒症の頻度
0.26%と比べても高いものであり，時系列予測の
もつ“個人差”あるいは“偶然の一致”による統計エ
ラーを回避できる優位性が顕著に示唆されたもの
と考えられる．

陽性的中率（PPV）は3施設でそれぞれ16.3%，
37.5%，20.5%で あ っ た が， 男 性 で は9.5%，
33.3%，17.9%，女性では57.1%，100%，40.0%
と女性で高かった．また，中毒症の2時点予測では
30.8%と1時点予測より有意に高く，時系列予測の
優位性が顕著に示唆されたものと考えられる．

東北医科薬科大学若林病院の症例4は急速に悪
化しており変動速度もきわめて大きく，予測スコ
アは100に近いことが期待されたが，実際は87に
留まった．その原因として，受診間隔が5ヵ月と短
い症例はまれであり，AIはそのような症例を学ん
でいないため，その高い外挿能力により専門検査
へつなげることができたものの，やや低い予測ス
コアになったものと考えられる．男性の予測モデ
ルについては，今後，学習に使う症例数を増やし
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ていくことや服薬の影響などをより最適化するこ
とで，予測精度の向上が期待できると考えている．
“個人差”による統計エラーとは，例えば，スポー

ツ心臓の人なら心拍数は平均よりかなり低いため1
時点予測のACCH法を使った場合予測スコアをか
なり下げてしまうというようなエラーである．“偶然
の一致”による統計エラーの例として，人間ドック
受診者が基本的検査データに異常をきたす疾患を
いくつか合併している場合がある．心疾患・肝疾
患・腎疾患などで通院中の患者が他の疾患を合併
したような場合，例えば重症の肝疾患患者が心肺
疾患を合併したりすると，TC，S-Crがともに低値，
ALPが高値となり，頻脈傾向を示して，本スクリー
ニングでは甲状腺中毒症の偽陽性となる．東北医
科薬科大学若林病院の症例3はこのような例と思わ
れる．また，腎機能障害者が高コレステロール血症
を合併するとTC，S-Cr高値，RBC低値となり，低
下症を疑われてしまうこともある．しかしながら，
人間ドック受診者には多くの疾患を合併している人
は比較的少ない．今回，予測スコアと測定したホル
モン値が逆の結果になったのは真陽性23例中1例
であった．2011年から開始した本スクリーニング
全体では75例中1例とほとんど起こっていない．

東北公済病院人間ドックで2018年までにすで
に発見されていた前回値のある中毒症例を対象と
して，1時点予測と2時点予測を比較した検討で
は，2時点予測を行えば真陽性例を増やし，偽陽
性例を著しく減らすことができた．上述したように，
今回の若林病院での2時点予測の結果も，明確に
それを裏付けていた．

すでに報告したように 29），機能異常の状態が長
期化してしまうと検査値の変動は少なくなり年間
変動速度は小さくなってしまう．その場合は，1
時点の予測スコアが十分高いので1時点予測で判
断した方が適切であると考え，クラウドの最終判
定にも一部反映させていた．しかし，今回の若林
病院人間ドックでの検討からはそのような該当例
は少なく，2時点予測の結果をそのまま最終の判
定に使う方が適切であることが明らかになった．

TDCSSでの中毒症予測のように，医療データに
潜む，個人差あるいは偶然の一致による，統計エ

ラーを回避しやすくする時系列データを用いた予
測手法の実用化は，データに大きな統計エラーが
含まれやすい医療分野ではきわめて重要であり今
後の普及が望まれる．予備的な検討では機能低下
症でも2時点予測の方が1時点予測より良いとい
う結果を得ており，症例数を増やし，TDCSSが対
応可能となるよう準備を進めている．

発見率やPPVだけでなく，TDCSSの有用性を
判断するほかの大切な条件として，重症化した
患者群をどれだけ確実に拾えるかということがあ
る．これに関して，中毒症で発見された重症例で
は予測スコアが100に近い傾向があった．見逃さ
れ苦悩していた36歳の症例を発見できたなどは
典型例と考えられる．測定済の検査データを活用
する安価で簡便に実施可能なTDCSSにより，重
症化した患者を発見して治療につなげられたこと
は，医療の目指す患者QOL向上の点でも重要な
成果と考えられた．

我々が2008年から一部の施設で実施してきた
スクリーニングの結果から 21,22,26-31），その有用性
は確認できていたものの，その解析作業は非常
に手間のかかるものであった．クラウド化により
スクリーニングを容易に行えるようになったこと
で，全国的に多くの施設で活用して頂ける基盤整
備が整ったと考えている．

我々の開発した一般検査データを使用する新
しいスクリーニング法の精度について，ホルモン
検査と比較する話を持ち出されることも多い．し
かし，この方法はホルモン検査にとって代わるも
のではない．高価なホルモン測定をすべての人間
ドック受診者に行うのは医療経済学的に難しい．
この状況を克服するためのブレークスルーをもた
らすアプローチと位置づけられる．また，新規に
発見された甲状腺機能異常者のほとんどが，人間
ドック診察時に見逃されていたことも本スクリー
ニングの有用性を示している．

異常の程度が軽い受診者は，たとえ今回のスク
リーニングで見逃されても，病気が進行すれば，
次回の健診時には発見できる可能性は高まると思
われる．潜在性甲状腺機能低下症例群を経過観察
した研究では 36,37），1年後のホルモン検査でその
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半数のTSHは基準値内，すなわち，正常に戻って
いたという報告もなされているので，軽い異常者
ほど見逃されてもリスクは少ないといえるだろう．

以上の点を総合的に考えれば，患者QOL向上
と早期治療開始による医療費削減に向け，TDCSS
は大きな成果をもたらす可能性が期待される．

最後に，TDCSSの副次的な役割の可能性につい
て述べる．甲状腺ホルモンの過剰や欠乏による臨
床症状には，うつ病をはじめ精神系疾患とも類似
するものが多いので間違わないように注意が必要
とされる1,3,38）．今回のスクリーニングでは，3施設
ともにTDCSSによる「専門検査勧奨」の疑いがあっ
た受診者群から，潜在性の甲状腺機能異常者が多
数発見された．潜在性の機能低下症については，
うつ病や不安が多いという研究報告もみられる 39）．
また，潜在性甲状腺機能亢進症が認知症の発症と
相関するというデータが複数存在している 40）．し
たがって，うつ病や認知症と思われる患者の一部
は甲状腺機能異常による可能性に注意していく必
要がある．しかし，これまでに大規模に調査した
詳細な報告例は少ないので，TDCSSが多くの施設
で幅広く実施されるようになれば，関連するエビ
デンスを集積する一助となることを期待したい．

結　語
本論文では，人間ドックで測定済の複数の基本

的検査を組み合わせて甲状腺機能異常を予測す
る低コストで簡便な新しい方法による，クラウド
スクリーニングサービスの有用性を3つの施設を
対象として検証した．いずれの施設でも機能異常
者の新規発見が多数なされ，陽性的中率も良好で
あった．また，見逃されていた病悩期間の長い重
症例も発見して治療につなげられたことは，患者
QOL向上への大きな貢献が期待できることを示し
た．測定済検査データの2次利用により，人間ドッ
ク受診者なら誰にでも負荷なく安価に簡便に実施
できる新しいスクリーニング法を，全国の人間ドッ
クで活用して頂けるよう期待したい．

利益相反
本論文についての利益相反はない．

謝　辞
本研究は JSPS科研費 JP19K12206の助成を受

けたものです．

文　献
1） 佐藤幹二：あとがき．甲状腺の病気（専門のお医者さんが

語るQ&A），保健同人社，東京，2006，188-189.
2） 日本甲状腺学会：甲状腺疾患啓発・検査推進運動「世界

甲状腺デー」～甲状腺疾患を見逃さないために～．2018，
http://www.japanthyroid.jp/doctor/promotion/index.html

［2019.12.9］
3） NHK：【バセドウ病・橋本病】女性に多く気づきにくい

甲状腺ホルモンの病気．https://www.nhk.or.jp/kenko/
atc_59.html［2019.12.9］

4） 紅粉睦男，佐藤繁樹，飯田健一ほか：人間ドック健診
における血清TSH測定の検討．人間ドック 2009；24：
885-890.

5） Kasagi K, Takahashi N, Inoue G, et al: �yroid function 
in Japanese adults as assessed by a general health checkup 
system in relation with thyroid-related antibodies and 
other clinical parameters. �yroid 2009; 19: 937-944.

6） 浜田 昇：第1章 診断 I甲状腺疾患を見逃さないように，
第2章 鑑別診断 I甲状腺疾患を疑ったときのアプローチ

（甲状腺疾患 診断フローチャート）．甲状腺疾患診療パー
フェクトガイド，診断と治療社，東京，2005，3-47.

7） 日本甲状腺学会：甲状腺疾患診断ガイドライン2013
（2013年6月24日 改 定）．http://www.japanthyroid.jp/

doctor/guideline/japanese.html［2019.12.9］
8） 徳高平蔵，岸田 悟，藤村喜久郎：自己組織化マップの

応用－多次元情報の2次元可視化，海文堂出版，東京，
1999．

9） 徳高平蔵，大北正昭，大藪又茂：医療・医学・薬学にお
けるSOM（Self-Organizing Maps）の応用，海文堂出版，
東京，2015.

10） Laboratory of Computer and Information Science (CIS): 
Software packages SOM_PAK and LVQ_PAK. http://
www.cis.hut.�/research/so�ware［2019.10.6］

11） Neal RM: Bayesian Learning for Neural Networks, 
Springer, New York, 1996.

12） University of Toronto: Software for Flexible Bayesian 
Modeling and Markov Chain Sampling. http://www.
cs.toronto.edu/~radford/�m.so�ware.html ［2019.10.6］

13） Vapnik VN: The Nature of Statistical Learning Theory, 
Springer, New York, 1995.

14） Chang CC, Lin CJ: LIBSVM: a Library for Support Vector 
Machines. http://www.csie.ntu.edu.tw/~cjlin/libsvm/ 

［2019.10.25］
15） C.M.ビショップ：パターン認識と機械学習 下（ベイズ理

論による統計的予測），元田 浩 , 栗田多喜夫 , 樋口知之ほ
か監訳，丸善出版，東京，2012.

16） 麻生英樹，安田宗樹，前田新一ほか：深層学習 Deep 
Learning，人工知能学会監，神嶌敏弘編，近代科学社，東京，
2015.

17） Hoshi K, Kawakami J, Sato W, et al: Assisting the diagnosis 
of thyroid diseases with Bayesian-type and SOM-type 
neural networks making use of routine test data. Chem 
Pharm Bull (Tokyo) 2006; 54: 1162-1169.

18） Sato W, Hoshi K, Kawakami J, et al: Assisting the 



人間ドック　Vol.34  No.5  2020年 59 ( 729 )

diagnosis of Graves' hyperthyroidism with Bayesian-type 
and SOM-type neural networks by making use of a set 
of three routine tests and their correlation with free T4. 
Biomed Pharmacother 2010; 64: 7-15.

19） Aoki S, Hoshi K, Kawakami J, et al: Assisting the diagnosis 
of Graves' hyperthyroidism with pattern recognition 
methods and a set of three routine tests parameters, and 
their correlations with free T4 levels: Extension to male 
patients. Biomed Pharmacother 2011; 65: 95-104.

20） Aoki S, Hoshi K, Kawakami J, et al: Assisting the diagnosis 
of overt hypothyroidism with pattern recognition 
methods, making use of a set of routine tests, and their 
multiple correlation with total T4. Biomed Pharmacother 
2012; 66: 195-205.

21） 佐藤憲一，吉田克己：複数の一般検査を組み合わせて甲
状腺機能異常を予測する新しいスクリーニング法～健診・
病院初診時の測定済検査値を用いた低コストで簡便な機
能異常予測の有用性～. シーメンスサイエンティフィック
インフォーメーション 2015；24：1-12．

22） 吉田克己，佐藤憲一：甲状腺疾患の日常診療戦略 実地
医家の日常診療上不可欠な技能の習得とその活用 症候・
一般検査所見から甲状腺機能異常を捉える．Med Pract 
2014；31：1739-1742．

23） 佐藤憲一：人工知能は予測する～健診結果表からわかる
バセドウ病・クッシング病の予測方法．宮城の医療と健
康2016-2017，河北新報社，宮城，2016，64-66．

24） 工藤正孝，佐藤文俊，青木空眞ほか：基本的血液検査デー
タを用いたパターン認識手法に基づくクッシング症候群
の早期診断支援システムの開発．日内分泌会誌 2011；
87：288.

25） Kudo M, Satoh F, Aoki S, et al: Assisting the diagnosis of 
Cushing syndrome by pattern recognition methods, using 
a combination of eight routine tests and their multiple 
correlation with serum cortisol. Biomedicine & Aging 
Pathology 2014; 4: 257-264.

26） 青木空眞，佐藤 研，星 憲司ほか：複数の基本的検査を組
み合わせて甲状腺機能異常を発見する診断支援ツール－
人間ドックにおけるスクリーニングの実際－．人間ドッ
ク 2011；26：9-16．

27） 青木空眞，佐藤憲一，星 憲司ほか：複数の基本的検査
を組み合わせて甲状腺機能異常を発見する診断支援ツー
ルの改良－心拍数と服薬補正を加えた予測モデルおよび
時系列変化解析の有用性－．人間ドック 2012；27：87-
96．

28） Aoki S, Sato K, Hoshi K, et al: New Low-cost Method for 
Detecting Abnormal �yroid Function in Patients Making 
Use of a Set of Routine Tests–Testing Many More Ningen 
Dock Examinees and Studying Appropriate Threshold 

Levels. Ningen Dock Int 2014; 2: 19-26.
29） Aoki S, Nishizaka S, Sato K, et al: New Low-cost Method 

for Detecting Abnormal Thyroid Function in Patients 
Making Use of a Set of Routine-tests: Adding their 
Average Rates of Annual Time-series Variations Improves 
Diagnostic Accuracy. Ningen Dock Int 2016; 4: 32-38.

30） Sato K, Aoki S, Hoshi K, et al: Clinical application of 
new screening method that adopts a set of routine 
tests successfully detected latent patients with thyroid 
dysfunction. 27th Conference of European Comparative 
Endocrinologists Program & Abstract, 2014, 120.

31） Aok i  S ,  Nish iza ka  S ,  Sato  K ,  e t  a l :  Pre d ic t ing 
Thyrotoxicosis in Patients Using a Set of Routine Tests: 
Adding their Rate of Annual Time-Series Variations to 
Self-Organizing Map-Based Predictive Model Improves 
Diagnostic Accuracy. Annals of Computer Science and 
Information Systems 2015; 6: 3-9.

32） AIスクリーニング株式会社：http://aitokuv.com/service/
［2019.12.9］

33） 厚生労働省：医療情報システムの安全管理に関するガ
イ ド ラ イ ン 第5版，https://www.mhlw.go.jp/�le/05-
Shingikai-12601000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_
Shakaihoshoutantou/0000166260.pdf ［2019.12.9］

34） 西坂 苑，青木空眞，星 憲司ほか：血液の基本的検査項目
を組み合わせた甲状腺機能異常症の診断支援－検査値の
時系列変動速度を利用した予測精度向上の試み－，第31
回 甲状腺病態生理研究会 資料，2015，12．

35） 日本医師会：診断基準及び重症度分類表．http://dl.med.
or.jp/dl-med/doctor/report/nanbyou/01_20141211.pdf 

［2019.12.9］
36） Nakajima Y, Yamada M, Akuzawa M, et al: Subclinical 

hypothyroidism and indices for metabolic syndrome 
in Japanese women: one-year follow-up study. J Clin 
Endocrinol Metab 2013; 98: 3280-3287.

37） 中島康代，山田正信：甲状腺疾患の日常診療戦略 最も重
要な最近の実地診療上の課題をどう克服するか 潜在性甲
状腺機能異常症の疫学と病態－誰を検査・治療すべきか－．
Med Pract 2014；31：1708-1713. 

38） 菊池俊暁，渡邊衛一郎：甲状腺疾患－診断と治療 甲状腺
疾患と精神神経疾患について．日医師会誌 2013：141；
2424．

39） 深尾篤嗣，高松順太，伊藤 充ほか：甲状腺ホルモンと関
連疾患 甲状腺ホルモンと精神疾患．日甲状腺会誌 2017；
8： 48-59．

40） 廣西昌也：甲状腺ホルモンと関連疾患 甲状腺ホルモンと
認知機能障害．日甲状腺会誌 2017；8：60-72．

（論文受付日：2019.10.27　論文採択日：2019.12.9）



人間ドック　Vol.34  No.5  2020年60 ( 730 )

Use of Routine Test Data from General Health Check-ups Aids Detection of 
Abnormal Thyroid Function: Development of Cloud Screening Service and Its E�ectiveness
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Abstract
Objective: �yroid dysfunction is o�en overlooked. �erefore, we developed a conve-
nient, low-cost diagnosis support tool for use in screening for thyroid dysfunction using 
routine test data from health checkups. We have put a screening service (SS) using the 
tool into practice and report results for its use.
Methods: For examinees at 3 health check-up facilities, who were recommended to un-
dergo secondary testing due to suspected thyroid dysfunction based on SS results, we 
measured FT4 and TSH in residual blood. From the hormone measurements, we deter-
mined if abnormalities were present and calculated prevalences and positive predictive 
values (PPVs).
Results: At the 3 facilities, thyroid dysfunction was discovered in a total of 23 examin-
ees with prevalences of 0.11%, 0.46% and 0.26%, and PPVs of 16.3%, 37.5% and 20.5%, 
respectively. In the medical examinations by doctors, thyroid dysfunction was only sus-
pected in 2 of the examinees. For thyrotoxicosis, the accuracy of 2-time point prediction 
greatly exceeded that of single time point prediction, verifying the excellence of time se-
ries measurements.
Conclusion: SS is an e�ective, new screening method for Graves’ disease and hypothy-
roidism. Only involving the use of already available routine test data, it is simple and 
inexpensive to use. It was found to have the advantage of linking examination results 
in health check-ups with secondary testing by specialists for examinees who may have 
thyroid dysfunction. Used nationwide, it is expected to lead to the discovery of many pa-
tients with thyroid dysfunction who are not aware of any problems.

Keywords: thyroid dysfunction, routine tests, health check-up, cloud screening service
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循環器健診における心臓聴診の有用性
若松弘之 1,2）　大内 輝 1）　千田彰一 1）　岡崎幸生 1） 

山田俊幸 2）　谷口信行 2）

要　約
目的：循環器健診における心臓聴診の有用性を検討した．
方法：2018年4月から1年間の健診受診者9,763例（母集団）のうち，新規に循環器疾患と診断され
た症例に対してスクリーニング方法別（心電図検査，胸部X線検査，心臓聴診）の発見動機を後ろ向
きに調査した．
結果：新規診断は52例（調査対象）であった．心電図検査，胸部X線検査，心臓聴診のスクリーニン
グ方法別の有所見数は，心電図検査が42件で最も多く心臓聴診が23件，胸部X線検査が8件の順
であった．単独で発見された31症例のスクリーニング方法別の内訳は，心臓聴診が15例，心電図
検査が16例，胸部X線検査が0例であった．聴診による心雑音のみで発見された15例は，いずれ
も弁膜症でかつ健診時無症状あった．心臓聴診のみで中等度以上の弁膜症が4例みつかり，その4
例中1例は健診6ヵ月後に弁置換術となった．
結論：心臓聴診は弁膜症のスクリーニング方法として必須と考えられる．

キーワード 循環器健診，心臓弁膜症，心臓聴診

1）新久喜総合病院  健康管理センター 
2）自治医科大学 医学部  臨床検査医学講座

連絡先：〒 346-0021 埼玉県久喜市上早見 418-1 
Tel：0480-44-8413　E-mail：hwakamatsu@jichi.ac.jp

緒　言
第52回（2012年）の日本人間ドック学会学術大

会において，和田高士学術大会長は大会長講演で，
「検査データを診ずして受診者を診よ」という精神
をスタッフに教育してきたと述べ，人間ドックで
は多くの検査装置によって構成されるため，検査
結果が優位に立ち診療行為はおろそかになりがち
であるが，診療行為の一つとして聴診は受診者の
予後の観点からも重要と言及している 1）．また，
日本人間ドック学会も健康保険組合連合会との契
約において，2012年より内科診察「胸部聴診，腹
部触診等」とし，2017年には頸部触診（リンパ節と
甲状腺），心肺の聴診，腹部触診を人間ドックの診
察項目とし身体診察の標準化を図ってきた 2）．そ
の根拠の一つとなった2012年に掲載された神谷
の原著論文では 3），2年間で健診を利用した5,492
例において心雑音の頻度が0.89%（49例）で，そ
のなかで新たに中等度以上の弁膜症が10例みつ
かったとしており，弁膜症の発見における心臓聴
診の重要性を指摘している 3）．

今回は，循環器健診の心臓聴診で単独発見され
た事例を抽出して追跡調査し，聴診の有用性を明
らかにすることを主目的に後ろ向き調査を行った．

対象と方法　
対　象

2018年4月5日から2019年4月4日までの1年
間に，新久喜総合病院健康管理センターで健診を
受診した9,763例を母集団とした．巡回健診事例
を含めなかった．母集団で新規に確定診断がつい
た循環器症例を調査対象とした．
対象の除外基準

母集団からまず循環器所見がない症例を除外
した．次いで聴診所見の信頼性を保つため，以前
心音・心機図，または心臓超音波検査を担当して
いた2名の医師の心臓聴診所見を採用した．この
2名は院内健診10コマ中6コマの診察を担当して
おり，対象者のおおむね60%を診察したと考え
られる．最後に，要精査事例において当院未受診
または紹介状の返信がない等で診断結果が未把握
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となっている事例，すでに高血圧や心房細動など
で治療中の者は除外した．最終的に調査対象数は
52例であった（図1）．なお，聴診は健康管理セン
ター内の個室型診察室で行った．
方　法

我々は，循環器健診のスクリーニング方法別（心
電図検査，胸部X線検査，心臓聴診）に有所見数
と単独発見方法になった事例について後ろ向きに
観察調査を行った．そのなかで聴診単独により発
見された事例を抽出し追跡調査し，心臓聴診の有
用性を検証した．
使用した機器

健診で使用したのは一般X線装置 KXO-32S
（キヤノンメディカルシステムズ，栃木）と心電計

CardioMaX FCP-8600（フクダ電子，東京），精密
検査用では心エコー検査装置はAplio XG（キヤノ
ンメディカルシステムズ，栃木）とGEのLOGIQ 
S8（GEヘルスケア・ジャパン，東京），冠動脈CT
は320列MDCT装置Aquilion ONE（キヤノンメ

ディカルシステムズ，栃木）であった．
研究倫理

本調査は，新久喜総合病院倫理委員会の承認（新
久喜倫理 -33）を得て行われた．当院では，個人
情報保護の周知方法として病院の入口などに学会
論文等の発表では個人が特定できないよう匿名化
し，それが困難な場合は本人同意を必要とすると
掲示している．本研究でも個人データを匿名化す
ることで個人情報に配慮した．

結　果
母集団のなかで新規診断例として当院ないし

他院の精査・治療結果を把握できた調査対象は
52例であり，その疾病内訳（重複含む）は不整
脈21件，弁膜症（軽度含む）21件，ST変化を伴
う左室高電位（心筋症以外）6件，虚血性心疾患4
件，心筋症3件，先天性心疾患0件，その他2件
であった（表1）．精密検査では心エコー検査，冠
動脈CT検査，冠動脈造影検査，心筋シンチグ
ラフィー検査などが実施されていた．また，3症
例で経皮的冠動脈形成術（Percutaneus coronary 
intervention：以下，PCI）が施行されていた．

スクリーニング方法別（心臓聴診，胸部X線，
心電図）の発見数を分析すると，まず有所見であっ
たのは心電図が42件，心臓聴診が23件，胸部X
線が8件の順であった．単独方法で発見された症
例の方法別内訳は心臓聴診が15件，心電図が16
件，胸部X線が0件であった（表2）．なお，心臓
聴診有所見23件中14例は大動脈弁疾患，7例は
僧帽弁疾患であり，重症度別では中等度以上の弁
膜症事例は7例であった．

図1　研究の概要図

表1　調査対象（52例）の疾病内訳（一部重複あり）
件数 備考

不整脈 21
弁膜症（大動脈弁疾患14件，僧房弁疾患7件） 21 中等症以上 7例
左室肥大（心筋症以外） 6 高血圧性左室肥大
虚血性心疾患疑い（冠動脈CT 75%以上狭窄確認例） 4 当院PCI 3例
心筋症 3 肥大型心筋症
先天性心疾患 0 他院で診断済　VSD 2件，PDA 1件
腹部大動脈瘤（5cm超えた限局性拡張） 1 手術
下肢静脈瘤 1 手術

CT：Computed Tomography，PCI：Percutaneus coronary intervention（ 経 皮 的 冠 動 脈 形 成 術），PDA：Patent ductus 
arteriosus（動脈管開存症），VSD：Ventricular septal defect（心室中隔欠損）
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表2のなかから単独発見方法となった31事例
を表3に示す．心電図検査が単独発見方法になっ
たのは16例であり，その内訳はブルガダ型心電
図やWPW症候群，心房細動や期外収縮といった
不整脈と虚血性心疾患であった．一方，聴診によ
る心雑音が単独発見方法となった15例は，いず
れも健診時無症状の弁膜症であった．中等度以上
の弁膜症を7例みつけられたが，うち1例は重症

例で進行が早く健診後6ヵ月で弁置換術となった．
心臓聴診のみで発見された中等度以上の弁膜症
4例中2例は前回の診察で聴診所見は異常なしで
あった．その4例の臨床経過と精査治療内容を表
4に示す．
表4の症例1は30歳代男性で以前から高血圧治

療中であり，転勤の機会に当院で脳ドックを利用
した．心電図検査は左室高電位で経過観察判定で

表2 調査対象（52例）のスクリーニング方法別の有所見
数と単独発見数（一部重複あり）

スクリーニング方法 有所見件数（重複あり） 単独発見動機件数
心電図 42 16
心臓聴診 23 15
胸部X線 8 0
合計数 65 31

表3　調査対象52例中，スクリーニング検査単独発見31例の一覧

年齢と性別 健診スクリーニング検査 外来・入院
診断名心臓聴診 胸部X線 心電図

1 60歳代男性 異常なし 異常なし 巨大陰性T 心尖部HCM
2 70歳代女性 異常なし － 左室肥大 高血圧性左室肥大
3 40歳代男性 異常なし 異常なし 異常Q波 HOCM
4 60歳代女性 異常なし 異常なし 陰性T波V3-6 狭心症疑い
5 60歳代女性 異常なし 異常なし 陰性T波V5-6 狭心症疑い
6 60歳代男性 異常なし 異常なし 陰性T波 狭心症疑い
7 70歳代男性 異常なし 異常なし 陰性T波 狭心症疑い
8 70歳代男性 異常なし 異常なし 異常Q波 冠動脈石灰化
9 40歳代男性 異常なし 異常なし WPW症候群 WPW症候群

10 30歳代男性 異常なし 異常なし ブルガダ心電図 ブルガダ疑い
11 40歳代男性 異常なし － ブルガダ心電図 ブルガダ疑い
12 30歳代男性 異常なし 異常なし ブルガダ心電図 ブルガダ疑い
13 40歳代男性 異常なし 異常なし ブルガダ心電図 ブルガダ疑い
14 70歳代女性 異常なし 異常なし PVC多発 PVC多発
15 40歳代男性 異常なし 異常なし 心房細動 心房細動
16 60歳代男性 異常なし 異常なし PVC三段脈 HHD
17 30歳代男性 拡張期雑音 異常なし 左室高電位 AR中等度*
18 60歳代女性 拡張期雑音 異常なし 異常なし AR軽度，PCK
19 60歳代男性 拡張期雑音 異常なし 左室高電位 AR
20 30歳代男性 拡張期雑音 異常なし R波増高不良 AR
21 50歳代女性 拡張期雑音 異常なし 異常なし AR軽度
22 60歳代男性 収縮期雑音 異常なし 左室高電位，PAC AR中等度*
23 60歳代男性 収縮期雑音 異常なし 左室高電位 MR中等度*
24 80歳代男性 収縮期雑音 CTR52% 正常範囲 AS軽度+S状中隔
25 70歳代女性 収縮期雑音 異常なし 境界Q波 ASr
26 50歳代女性 収縮期雑音 異常なし 異常なし VSD
27 60歳代女性 収縮期雑音 － PAC散発 AR二尖弁
28 50歳代女性 収縮期雑音 異常なし 異常なし VSD
29 70歳代男性 収縮期雑音 異常なし 異常なし ARⅡ度
30 60歳代男性 収縮期雑音 異常なし 左室高電位 MVP
31 50歳代女性 収縮期雑音 異常なし 異常なし AS重度*

合計数 15 0 16
* 中等度以上の弁膜症
AR：Aortic regurgitation（大動脈弁逆流），AS：Aortic stenosis（大動脈弁狭窄），ASr：Aortic stenosis with regurgitation（AS>AR）

（大動脈弁狭窄兼逆流，大動脈弁狭窄優位），CTR：Cardio-thoracic ratio（心胸郭比），HHD：Hypertensive heart disease（高
血圧性心疾患），HCM：Hypertrophic cardiomyopathy（肥大型心筋症），HOCM：Hypertrophic obstructive cardiomyopathy（肥
大型閉塞性心筋症），MR：Mitral regurgitation（僧帽弁逆流），MVP：Mitral valve prolapse（僧帽弁逸脱），PAC：Premature 
atrial contraction（心房性期外収縮），PCK：Polycystic kidney（多発性嚢胞腎），PVC：Premature ventricular contraction（心室
性期外収縮），WPW：Wolf-Parkinson-White
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あった．心雑音は前回健診で指摘されていなかっ
たが，今回は第三肋間胸骨左縁で拡張期雑音を認
めた．外来の心エコー検査では，二尖弁による大
動脈弁中等度逆流のみで，左室駆出率低下や左室
拡大は認めなかった．

症例2は60歳代男性で，心尖部で全収縮期雑音
認め要精査判定であった．健診の心電図検査は左
室高電位，上室性期外収縮で経過観察判定であっ
た．外来の心エコー検査で僧帽弁逆流を中等度認
め，後尖の逸脱と左房軽度拡大も認めた．健診時
に指摘された高血圧は外来でも続いていたため，
後負荷軽減，左室容量負荷軽減も兼ねて血管拡張
剤から治療を開始された．

症例3は60歳代男性で生来健康であった．今
回の健診で第二肋間胸骨右縁に収縮期雑音認める
も，前回の健診では心雑音を指摘されていなかっ
た．人間ドックの心電図検査は左室高電位で経過
観察判定であった．外来の心エコー検査で大動脈
弁に石灰化と中等度逆流，S状中隔，左室壁肥厚
を認めた．左室駆出率低下や左室拡大は認めず，
その他の計測値も異常なかった．その後，血管拡
張剤の投与を開始して外来で経過を観察している．

症例4は50歳代女性で，2019年1月下旬に一
般健診を利用した．高血圧も心電図異常もなく心
雑音のみで要精査判定となり，同年4月上旬に精
密検査受けた．そのときの外来心エコー検査で二
尖弁かつその圧較差が90mmHg台の重症大動脈
弁狭窄症と診断された．さらに，3ヵ月後の検査
で圧較差100mmHgを超え，当院心臓血管外科を
紹介された．上行大動脈拡張も認めたため，7月
末にて大動脈弁置換術（機械弁）と上行大動脈の人

工血管置換術を施行された．経過は良好で術後10
日で退院し，心臓血管外科外来にて経過観察中で
ある．なお，2年前の当院健診でも心雑音を指摘
されていたが，このときは経過観察判定であった．

考　察
今回調査対象者が52例と少なく，心臓聴診で

は弁膜症が主体，心電図検査では不整脈・虚血性
心疾患が主体，胸部エックス線検査は心陰影拡大

（心不全）が主体と，3つの検査方法毎にスクリー
ニングされやすい循環器疾患が異なるため，結果
に対して統計学的な解析を行わなかった．

胸部X線検査による今回の有所見数は8例にと
どまり，かつ単独発見動機になった例はなかった．
いずれも肥満や心房細動を合併しており，胸部X
線検査の有用性は心疾患の発見目的では低かっ
た．しかし，人間ドックでは肺疾患のスクリーニ
ングも主目的なので今回の結果に関わらず胸部X
線検査は必須検査と考えられる．

心電図検査による有所見数は42件で最も多かっ
た．しかし，心電図検査が単独発見方法になった
のは不整脈7例，狭心症疑い5例，高血圧性心疾
患2例，心筋症2例の計16例であった．なお ,心電
図検査単独でPCIにつながった症例が1例あった．

心臓聴診では ,心雑音が指摘された23例中14
例は大動脈弁疾患であった．高齢化により全国
的に大動脈弁疾患が増加しており，このような
結果になったと考えられる．重症度別にみると，
中等度以上の弁膜症事例は7例であり，うち4例
は心電図検査と胸部X線検査では異常所見がな
く心臓聴診のみで発見されており心臓聴診の有

表4　中等度以上の弁膜症4例（表3より抜粋）の臨床経過と精査治療内容
年齢 性別 心雑音 前回雑音

指摘 自覚症状 健診時
高血圧 心電図 胸部Ｘ線 弁膜症 弁性状 健診内容

症例1 30歳代 男性 拡張期雑音 なし なし 治療中 左室高電位 心拡大なし AR中等度 二尖弁 脳ドック
症例2 60歳代 男性 収縮期雑音 なし なし あり 左室高電位 心拡大なし MR中等度 後尖逸脱 協会健診
症例3 60歳代 男性 収縮期雑音 あり なし なし 左室高電位 心拡大なし AR中等度 弁石灰化 一日ドック
症例4 50歳代 女性 収縮期雑音 あり なし なし 正常範囲 心拡大なし AS高度 二尖弁 一般健診

外来初診時の心エコー検査
左室収縮末
期径（mm）

駆出率
（%）

左房径
（mm）

心室中隔厚
（mm）

左室後壁厚
（mm）

弁口面積
（cm2）

最高圧較差
（mmHg） 健診前治療 治療

症例1 30歳代 男性 33 69 37 10 9 － － 高血圧治療 治療継続
症例2 60歳代 男性 32 64 41 8 8 － － なし 血管拡張剤開始
症例3 60歳代 男性 27 69 34 12 12 － － なし 血管拡張剤開始
症例4 50歳代 女性 26 66 32 10 10 0.62 97.4 なし 大動脈弁置換術

AR：Aortic regurgitation（大動脈弁逆流），MR：Mitral regurgitation（僧帽弁逆流），AS：Aortic stenosis（大動脈弁狭窄）
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用性が示唆された．なお，中等度以上の弁膜症
であったこの4例中2例は前回の診察で聴診所
見は異常なしであった．Etchells E等は，循環器
専門医と比較して非専門医の大動脈弁逆流雑音
の検出が悪く，また，僧帽弁逆流症の評価が不
正確としており 4,5），今回もそれが一因と考えら
れる．心雑音については過剰に指摘する医師が
いる一方，逆に心雑音の存在すら自信を持って
指摘できない医師もいる．身体所見の判定区分
を入れない医師もいる．収縮期心雑音は機能的
なものも多いため精査の明確な指針はないが，
LevineⅢ度以上の雑音強度であれば精査適応とし
て積極的に心エコー検査すべきとの意見がある 6）．
少なくとも，その精度改善には，心臓健診に関わ
る医師に聴診能力の向上が求められる．

この4例の弁膜症の内訳は，2例は大動脈二尖
弁，1例は僧帽弁逸脱症，1例は大動脈弁石灰化
であった．大動脈二尖弁は一般人の約1～2%に
認められる頻度の高い先天性心疾患の一つで，今
後も成人の健康診断で多く発見されることが予想
される．大動脈二尖弁は高率に大動脈弁狭窄や逆
流，感染性心内膜炎や大動脈拡張を合併するので，
手術を希望しない患者については慎重な経過観察
が必要である 7）．手術を受けた1例（症例4）も，健
診で心雑音要精査を指摘された半年後には大動脈
弁置換術と上行大動脈人工血管置換術を同時に施
行される結果となった．

先行研究との比較で，神谷論文は2年間の健康
診断5,492例中で心雑音が49例（0.89%）に指摘
され，その内訳は既診断14例，未診断35例であっ
た 3）．未診断35例のなかから新たに診断がついた
19例において，専門医の管理を要する中等度以
上の弁膜症が10例みつかったとしている．その
なかで，胸部X線検査や心電図検査でスクリーニ
ング可能であった症例は1例のみで，残りの9例
は心臓聴診のみで可能であった．さらに，この10
例には手術適応がある重症例が3例含まれ，2例
については大動脈弁置換術と僧帽弁形成術が施行
されたと報告している．我々の研究でも1例につ
いては弁置換術が施行されており，将来手術適応
となる弁膜症の早期発見についても心臓聴診の有

用性は大きいと考える．
成人先天性心疾患は，調査期間中に新規発見で

きたのは0例であったが，既診断は3例あり，その
内訳は心室中隔欠損2例，動脈管開存症1例であっ
た．神谷らは成人先天性心疾患の発見率を向上の
ため，成人の心房中隔欠損症では肺動脈領域の駆
出性収縮期雑音を安易に機能性雑音と診断しない
こと，成人の動脈管開存症では最強部位の左鎖骨
下付近まで衣服を大きく開けてもらい聴診するこ
とを強調している 8）．当院でも，健診後 IgAのM
蛋白血症精査中で動脈管開存症の50歳代女性で
は，LevineⅤ度の連続性心雑音を第2肋間胸骨左
縁から左鎖骨下にかけて聴取し，約26年ぶりの心
臓超音波検査で下行大動脈から肺動脈に流入する
シャント血流が確認された．

本研究の限界として，精査結果把握例を用いた
後ろ向きの観察研究であること，全受診者の内2
名の医師が担当した心臓聴診所見のみに限定され
ていること，健診の現場では精査結果について未
把握が多く検討ができた調査対象が52例と少な
かったことなどが挙げられる．

最後に，心臓聴診による循環器健診の有用性を
高めるためには，精検受診率の向上も大切である．
診察時に外来予約や紹介状作成まで利用者の了解
を取り付けるなどの精検受診率を高める努力も手
間がかかるが重要である．

結　語
循環器健診，特に心臓弁膜症の発見において心

臓聴診の有用性は大きく，スクリーニング検査と
して必須と考えられる．
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Usefulness of Cardiac Auscultation in Cardiovascular Disease Screening

Hiroyuki Wakamatsu1,2), Hikaru Ohuchi1), Shoichi Senda1), Yukio Okazaki1),
Toshiyuki Yamada2), Nobuyuki Taniguchi2)

1) Division of health check-up, Shin-kuki General Hospital
2) Department of Clinical Laboratory Medicine, School of Medicine,  
     Jichi Medical University

Abstract
Objective: �e aim of this study was to examine the usefulness of cardiac auscultation in 
cardiovascular disease screening.
Methods: A retrospective study was conducted on �ndings obtained by screening using 
electrocardiography (ECG), chest X-rays, or cardiac auscultation in patients newly diag-
nosed with cardiovascular diseases among 9,763 who had undergone a health check-up 
at our hospital in the period of one year from April 2018.
Results: Fifty-two patients were newly diagnosed. Among them, the numbers of find-
ings obtained in screening were 42 for ECG, 23 for cardiac auscultation, and 8 for chest 
X-rays. �irty-one of the �ndings were from a single screening method, consisting of 15 
from cardiac auscultation, 16 from ECG, and 0 from chest X-rays. All 15 patients with 
�ndings obtained only in auscultation of heart murmurs had valvular diseases, and were 
asymptomatic in clinical examinations. Four patients who were later diagnosed with 
moderate or severe valvular diseases had only been positive for cardiovascular disease 
�ndings in cardiac auscultation, of whom one underwent valve replacement six months 
a�er a health check-up.
Conclusion: Cardiac auscultation is an essential screening method for valvular diseases.

Keywords: cardiovascular disease screening, valvular heart disease, cardiac auscultation
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昭和大学横浜市北部病院人間ドックにおける 
低線量 CTを用いた肺がん検診の現状

成島道昭

要　約
目的：昭和大学横浜市北部病院人間ドックにおける肺がん検診の現状について検討する．
方法：2009年4月から2019年3月までの期間で，当院人間ドックにおいて低線量CTを用いた肺が
ん検診を受診した1,952名（男性1,455名，女性497名）を対象に，要精検率などがん検診精度管理
指標を中心に後ろ向き調査を行った．
結果：要精検率は3.8%（75名 /1,952名），精検結果判明率は60.0%（45名 /75名），発見肺がん数5
名（原発不明1名含む），切除肺がん数3名，Ⅰ期肺がん数3名，肺がん疑い濃厚かつ診断未確定7名

（悪性胸膜中皮腫疑い1名含む）であった．また，精検受診率は85.3%（64名 /75名），肺がん発見率
は0.20%（4名 /1952名），精検による陽性反応的中度は5.3%（4名 /75名）であった．
結論：がん検診精度管理指標（プロセス指標）と比べ，精検受診率，肺がん発見率および陽性的中度
はいずれも高い数値であり，当院肺がん検診の質担保がなされているものと思われた．

キーワード 肺がん検診，要精検率，人間ドック，低線量 CT 検診

昭和大学横浜市北部病院  医療教育支援室 連絡先：〒 224-8503 神奈川県横浜市都筑区茅ケ崎中央 35-1 
Tel：045-949-7000　E-mail：narushima@med.showa-u.ac.jp

はじめに
我が国の臓器別がん死亡数は，肺がんが男性で

第1位，女性で第2位（2017年度）であり，肺がん
検診が早期発見および早期治療になかなか結びつ
いていない現状がある．我が国のがん検診は，国
全体でがん死亡率を下げることを目的とした「対
策型検診」と，個人の死亡リスクを下げる人間ドッ
クなどの「任意型検診」に区分される．肺がんは早
期に診断されるほど高い5年生存率が期待できる
とされており，肺がん検診による早期発見の意義
は大きい 1）．がんの早期発見を目的に行うがん検
診において，その受診率を上げることに加え，精
密検査が必要な受診者を適切に発見することは重
要であるが，人間ドックのような任意型検診の場
合は対策型検診と異なり，精度管理指標のような
守るべき指針や受診後のフォローアップの仕組み
もできていない場合が多いといった現状がある．

今回，当院人間ドックにおける肺がん検診（2009
年度～2018年度）の現状について，要精検率，精
検受診率，肺がん発見率，陽性反応的中度といっ

たプロセス指標を中心に，後ろ向き調査を実施し
たので報告する．

方　法
当院の人間ドックでは血液・尿・便検査，胸部

X線検査，心電図検査，腹部超音波検査，視力・
眼圧・眼底・聴力検査，呼吸機能検査の基本コー
スに加え，胸部CT検査によるオプショナル検査
としての肺がん検診が行われている．その検診シ
ステムを表1に示す．なお，胸部CT検査はその
放射線被爆に対する配慮から，通常線量のCT検
査ではなく低線量CT検査で行っている．

要精検としたものは，肺内にみられた5mm径
以上の結節影で，肺腫瘍が強く疑われる，または
肺腫瘍が否定できないと判断した陰影（胸膜嵌入
やスピキュラといった原発性肺がんに特徴的な画
像所見を伴うなど）とし，明らかな炎症性変化（浸
潤影や石灰化を伴う陰影など）は除外した．要精
検となった場合，受診者へその旨を人間ドック結
果報告書にて伝え，精検を促した．精検は，当院
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呼吸器センターにて実施した気管支鏡検査あるい
は手術にて，またはCT画像検査による複数回の
経過観察にて行った．なお，CT画像検査による
複数回の経過観察の場合，「日本CT検診学会：肺
結節の判定と経過観察図」を参考に，最低2年以
上変化がないことが確認できた場合は良性結節

（炎症性変化，肉芽腫など）と判定した 2）．また，
本調査・研究については，昭和大学横浜市北部病
院臨床試験審査委員会による承認を得ている（承
認番号18H051）．

結　果
対象は，2009年4月1日～2019年3月31日ま

でに，当院人間ドックにて肺がん検診を受けた延
べ1,952名（男性1,455名：平均年齢60.2歳，女
性497名：平均年齢62.0歳）であり，年代別に区
分した分布表および年齢階級別罹患率より推定
した肺がん発見期待値を示す（表2）．また，日本
CT検診学会が毎年実施しているCT検診全国集
計調査票に準じて，当院肺がん検診における集計
結果を表記する（表3）．要精検率は3.8%（75名

表１　当院における肺がん検診システム（2019年10月現在）
CTの機種 マルチスライスCT　キャノンメディカル社製　Aquilion ONE VisionⓇ

CTの設置 施設据え置き型CT
検出器幅 /数 /回転速度 40mm/80列 /0.5sec/回転
スライス幅 7mm（画像提供時）、0.5mm（データ収集時）
管電圧 /管電流 120kV/20～30mA（固定）
CTDIvol 1.7mGyまたは1.1ｍGy
検診形式 人間ドック
対象者の基準 任意の希望者
インフォームド・コンセント 「胸部CTによる」という口頭またはパンフレットによる同意のみ
要精検者への結果説明 異常所見や推定疾患などを記載した結果報告書にて通知
判定方法 放射線専門医と呼吸器専門医によるダブルチェック

表2　当院肺がん検診受診者の年齢別年次推移（延べ数）

年度 性別 20～24
(歳）

25～29
（歳）

30～34
(歳）

35～39
（歳）

40～44
（歳）

45～49
（歳）

50～54
（歳）

55～59
（歳）

60～64
（歳）

65～69
（歳）

70～74
（歳）

75～79
（歳）

80～84
（歳）

85～
（歳） 計

2009
男性 0 1 4 11 17 21 15 19 10 25 22 8 4 1 158
女性 0 0 0 4 0 6 3 6 6 8 8 4 1 0 46

2010
男性 0 1 1 6 21 24 20 18 21 23 22 6 4 0 167
女性 0 0 1 3 5 4 2 6 11 7 7 4 0 0 50

2011
男性 0 0 3 2 15 21 23 14 16 22 17 9 3 1 146
女性 0 0 0 2 3 7 2 9 8 11 3 1 1 1 48

2012
男性 0 2 0 3 9 17 20 15 22 22 13 8 2 0 133
女性 0 0 0 1 2 1 4 5 10 5 8 3 2 0 41

2013
男性 0 0 0 0 7 16 24 11 16 25 9 16 2 1 127
女性 0 0 0 0 1 6 3 4 14 7 5 4 1 0 45

2014
男性 0 0 0 3 12 10 19 16 23 22 20 10 3 0 138
女性 0 0 0 0 1 6 4 5 11 10 8 3 0 0 48

2015
男性 0 1 1 2 8 18 19 21 15 23 26 11 3 3 151
女性 0 0 0 2 2 3 7 6 7 11 9 3 4 0 54

2016
男性 0 0 0 3 6 11 16 20 19 24 20 11 6 4 140
女性 0 0 0 0 3 6 2 4 13 10 8 5 0 1 52

2017
男性 0 0 1 1 6 10 11 16 19 22 26 14 8 1 135
女性 0 0 1 0 0 3 6 7 7 13 9 3 3 0 52

2018
男性 1 0 1 5 3 13 18 21 17 30 24 18 7 2 160
女性 0 0 0 0 2 2 8 7 10 8 14 7 3 0 61

総計数
男性 1 5 11 36 104 161 185 171 178 238 199 111 42 13 1455
女性 0 0 2 12 19 44 41 59 97 90 79 37 15 2 497

年齢階級別
罹患率/10万人*

男性 0.2 0.8 1.3 4.2 8.8 18.3 40.9 85.9 167.7 279.2 413.5 491.7 630.5 718.9
女性 0.3 0.8 1.3 3.9 6.9 13.0 24.3 44.1 71.7 112.2 148.9 172.1 185.7 193.1

肺がん期待値
男性 0.000002 0.00004 0.000143 0.001512 0.009152 0.029463 0.075665 0.146889 0.298506 0.664496 0.822865 0.545787 0.264810 0.093457 2.952787

女性 0 0 0.000026 0.000468 0.001311 0.005720 0.009963 0.026019 0.069549 0.10098 0.117631 0.063677 0.027855 0.003862 0.427061

*全国がん罹患モニタリング集計（2015年罹患数・率報告）12）より
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/1,952名），精検結果判明率60.0%（判明数45名
/要精検数75名），発見肺がん数5名（原発不明1
名含む），切除肺がん数3名，Ⅰ期肺がん数3名，
肺がん疑い濃厚かつ診断未確定7名（悪性胸膜中
皮腫疑い1名含む）であった．

要精検とした75名のCT所見の内訳は，肺外：
縦隔腫瘍疑い1名，胸膜肥厚疑い2名，肺内：充
実型結節32名，部分充実型結節6名，スリガラ
ス型結節22名，その他（斑状，不整形など）12名
であった．精検結果判明例45名のCT所見の内訳
は，肺外：縦隔腫瘍1名，胸膜肥厚1名，肺内：
充実型結節18名，部分充実型結節4名，スリガラ
ス型結節13名，その他（斑状，不整形など）8名で
あった．精検結果判明例45名の最終結果の内訳
は，肺外：心膜嚢胞1名，胸膜肥厚1名，肺内：

悪性腫瘍5名（原発性肺がん4名でその内訳は腺
癌3名，小細胞癌1名，および原発不明がん1名）

（表4），非悪性疾患38名（充実型結節：不変14名，
縮小～消退4名，部分充実型結節：不変0名，縮
小～消退2名，スリガラス型結節：不変9名，縮
小～消退3名，その他：不変5名，縮小～消退1名），
発見原発性肺がん4名のCT所見の内訳は部分充
実型結節2名，スリガラス型結節1名，肺門リン
パ節と一塊1名であった．

また，人間ドックが任意型検診であることから，
当院での精査や経過観察に一度も繋がらなかった
ケースは75名中11名（14.7%）あり，精検受診率
は85.3%（64名 /75名）であった．肺がん発見率は
0.20%（4名 /1,952名），精検による陽性反応的中
度は5.3%（4名 /75名）であった．がん検診精度指

表3　当院肺がん検診における集計結果
要精検率　%

（要精検数/受診者数）
結果判明率　%

（判明数 /要精検数） 発見肺がん数 切除肺がん数 Ⅰ期肺がん数 肺がん疑い濃厚
かつ診断未確定例

2009年度 3.9（8/204） 75.0（6/8） 0 0 0 1

2010年度 6.0（13/217） 61.5（8/13） 0 0 0 2

2011年度 4.1（8/194） 50.0（4/8） 0 0 0 2
内 悪性胸膜中皮腫疑い1

2012年度 4.0（7/174） 71.4（5/7） 0 0 0 0

2013年度 1.7（3/172） 100（3/3） 0 0 0 0

2014年度 3.8（7/186） 57.1（4/7） 1
内 原発不明1 0 0 1

2015年度 3.9（8/205） 62.5（5/8） 3 2 2 0

2016年度 4.2（8/192） 62.5（5/8） 1 1 1 1

2017年度 1.6（3/187） 66.7（2/3） 0 0 0 0

2018年度 4.5（10/221） 30.0（3/10） 0 0 0 0

計 3.8（75/1952） 60.0（45/75） 5
内 原発性肺がん以外1 3 3 7

内 肺がん以外1

表4　判明肺がん（原発不明含む）の性状

年齢（歳） 性別 喫煙歴 CT発見部位 サイズ径
（mm） 形状* 組織型 TNM分類 臨床病期

分類

原発性肺がん1 69 男性 20～32歳
20本 右S3 20×20 スリガラス型結節 腺癌 T1aN0M0 stageⅠA

原発性肺がん2 72 男性 なし 左S8 15×8 部分充実型結節 腺癌 T1aN0M0 stageⅠA

原発性肺がん3 62 男性 20～62歳
20本 左S3 15×12 部分充実型結節 腺癌 T1aN0M0 stageⅠA

原発性肺がん4 77 男性 20～73歳
20本 右S4 35×15 肺門リンパ節と一塊 小細胞癌 T3N1M0 stageⅢA

原発不明がん1 69 男性 20～69歳
10本

上縦隔リンパ節
#4R 20×18 結節影 扁平上皮癌

*文献2）を参照
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標（プロセス指標）との比較では，単純X線検査と
CT検査の違いはあるが，当院肺がん検診におけ
る精検受診率，肺がん発見率および陽性的中度は
いずれも高い数値であった（表5）3）．

考　察
近年，低線量CT検査を用いた肺がん検診の有用

性については，米国からNLST，欧州からNELSON
試験など世界的な規模で肯定的な報告 4-6）が出され
てきている．しかし，現在の我が国の肺がん検診
ガイドラインでは，死亡率減少効果を示す相応な
証拠があることから，集団を対象とした対策型検
診，および個人を対象とした任意型検診いずれに
おいても，肺がん検診として非高危険群に対する
胸部X線検査，および高危険群に対する胸部X線
検査と喀痰細胞診併用法が推奨されている（ただ
し，二重読影，比較読影が必要：推奨グレードB）．
一方，低線量CTによる肺がん検診は，いまだ集
団を対象とした対策型検診としては勧められてお
らず，個人を対象とした任意型検診（人間ドック
等）に留まっている（推奨グレード I）のが現状であ
る 7）．今後，現在我が国で実施中である胸部CT
検査を併用する検診と併用しない検診（胸部X線
検査のみ）の比較試験（JECS Study）の結果が待た
れる．当院の肺がん検診は任意型検診であり，そ
の適応に問題はないと思われるが，胸部X線検査
による肺がん検診の場合と同様に，偽陰性による
がん発見の遅れや，偽陽性による精神的苦痛お
よび精検に伴う肉体的苦痛・偶発症といった不利
益もあることを念頭に検診を進めていく必要があ
る．さらに，当院で実施する肺がん検診における
要精検率，精検結果判明率などを把握しておくこ
とは，受診者に対するインフォームド・コンセン

トを行ううえで重要と思われ，今後これらの項目
を加えた同意文書の作成を検討したい．

今回の研究対象者数は約2,000名規模のもの
であったが，全国がん罹患モニタリング集計より
算出した当院の肺がん発見期待値は3.5名程であ
り，実際には5名（原発不明1名を含む）の肺がん
患者を検出でき，その期待値を超えていた．また，
肺がんを強く疑った2症例において他のがん専門
施設への紹介を行っている．我が国の対策型がん
検診には一定の精度管理指標が求められており，
胸部X線検査を用いた一般の肺がん検診の場合，
要精検率3.0%以下，精検受診率70%以上，がん
発見率0.03%以上，陽性反応的中度1.3%以上が
その精度管理目標とされている．今回の当院肺が
ん検診の結果では，その要精検率はプロセス指標

（許容値）より高く，胸部X線検査に比べその検査
感度が高い故に，偽陽性所見を多く拾っているこ
とが推定される．そのために日本CT検診学会で
は，CT検診での肺がんの存在診断エラーや質的
診断エラーに対応すべく，「低線量マルチスライ
スCTによる肺がん検診：肺結節の判定と経過観
察 第5版」2）を策定し，その精度を高める工夫がな
されている．今後はこの指標の優位性についての
検証が望まれる．また，今回の当院の精検受診率，
がん発見率，陽性反応的中度はいずれもその許容
値を超えており，当院肺がん検診の質的担保がな
されていることが示された．

今回の検討では，肺がん検診全受診者の喫煙状
況については調査していないが，当院人間ドック
受診者の喫煙率は過去の調査では，男性24.4%，
女性7.1%（2009年調査）とその年度の全国平均よ
りも低値であり 8），また，その喫煙状況は他の年
度でも同様な傾向にあると思われる．当院肺がん

表5　当院肺がん検診結果の全国集計との比較
プロセス指標（許容値）3）*
（40歳～70歳） 当院結果**

当院結果**
男性 女性

要精検率 3.0%以下 3.8%（75/1952） 3.8%（56/1455） 3.8%（19/497）
精検受診率 70%以上 85.3%（64/75） 82.1%（46/56） 94.7%（18/19）
肺がん発見率 0.03%以上 0.2%（4/1952） 0.3%（4/1455） 0%（0/497）
陽性反応的中度 1.3%以上 5.3%（4/75） 7.1%（4/56） 0%（0/19）

*胸部単純X線検査および喀痰細胞診，**低線量CT検査
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検診の主目的は肺がんに対する要精検者の発見
ではあるが，それに留まらず要精検者以外の受診
者で喫煙継続者（current smoker）に対する禁煙指
導，および非喫煙者でも重喫煙歴（喫煙指数；一
日喫煙本数×喫煙年数≧400）を有する受診者（ex-
smoker）への肺がん検診継続への勧めなど，人間
ドックという一次予防における禁煙活動の意義は
高いものと思われ，喫煙と肺がん検診との関連性
についてさらなる検討が望まれる 9-11）．

また，当院肺がん検診は人間ドック形式で行わ
れており，もし精検が必要と判断されても，その
後の検査は当院ではなく他院で行う場合もあり，
すべての精検対象者の経過を把握することまでは
できていないが，要精検率や精検受診率といった
がん検診の質を問う数値を継続して把握しておく
ことの意義は大きい．今後は要精検となり2年以
上の経過観察がなされた症例の転帰についての検
討も必要と思われた．

結　語
今回，当院人間ドックにおける肺がん検診の現

状について検討を行った．当院においても低線量
CTを用いた肺がん検診の有用性の高さが示され，
今後は年齢や喫煙歴を加味した対象の選定や，そ
の質管理に十分配慮した継続した取り組みが課題
と思われた．
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Current Status of Low-dose CT Screening for Lung Cancer 
in Ningen Dock of Showa University Northern Yokohama Hospital

Michiaki Narushima

Department of Medical Education, Showa University Northern Yokohama Hospital

Abstract
Objective: We conducted a retrospective observational study of the present status of 
low-dose CT screening for lung cancer in the Ningen Dock of Showa University North-
ern Yokohama Hospital.
Methods: We conducted a retrospective investigation of 1,952 people (1,455 men, 497 
women) who received low-dose CT screening for lung cancer in the period from April 
2009 to March 2019, mainly on cancer screening quality control index including the sec-
ondary testing needed rate.
Results: The secondary testing needed rate was 3.8% (75/1,952), result confirmation 
rate was 60.0% (45/75), number of lung cancers discovered was �ve (including one can-
cer of unknown origin), and number of lung cancers excised was three. In addition, the 
rate for receiving secondary testing was 85.3% (64/75), cancer detection rate was 0.20% 
(4/1,952), and positive-predictive value for secondary testing was 5.3% (4/75).
Conclusion: Except for the secondary testing needed rate, all rates were higher in com-
parison with the rates in the national surveillance of lung cancer screening data. In addi-
tion, our study demonstrated the usefulness of low-dose CT screening for lung cancer in 
the Ningen Dock of Showa University Northern Yokohama Hospital.

Keywords: lung cancer screening, secondary testing needed rate, Ningen Dock, low-dose 
CT screening
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2019年度  第3回公益社団法人日本人間ドック学会理事会議事録

1．日　時 2019 年 12 月 13 日（金）15：02 ～ 18：12
2．会　場 主婦会館プラザエフ　地下 2 階「クラルテ」
3．出席者 日本人間ドック学会　理事長　篠原幸人
  副理事長： 相澤孝夫，伊藤千賀子，和田高士
  理　　事： 新　智文，足立雅樹，荒瀬康司，石坂裕子，井上和彦，岩男　泰，加藤公則，
   鏑木淳一，加納繁照，杉森裕樹，髙谷典秀，田中幸子，津下一代，土屋　敦，
   中川高志，那須　繁，中村正和，丹羽利充，野村幸史，福井敏樹，桝田　出，
   三原修一，武藤繁貴，村田雅彦
  監　　事： 五十嵐邦彦，大井利夫，折津政江
  オブザーバー： 加藤正弘（社員選任 / 役員選定委員長）　　事務局他　　　　　　　計 32 名

篠原幸人理事長が開会挨拶を行い，理事会は定款第45条により理事総数30名のうち，出席者数28名
であり過半数を超えており，適法に成立していることを宣言した．

議事進行を行うにあたり，議長は定款第44条により篠原幸人理事長が行うこと，議事録署名人につい
ては本日出席の相澤孝夫，伊藤千賀子，和田高士3人の副理事長および，五十嵐邦彦，大井利夫，折津
政江3人の監事となることが報告された．

（報告事項等）
1）第60回日本人間ドック学会学術大会の開催結果報告

2）第60回学術大会発表演題における倫理審査アンケート結果

3）健診団体連絡協議会

4）2020年度事業計画（案）

5）各種委員会報告等　
各担当委員長より開催した委員会報告等の概要について，以下のとおり報告がなされた．

①基本問題検討委員会（第2回，第3回）
②学術委員会女性の人間ドック健診の在り方に関する委員会（第1回）
③高齢受診者に対する人間ドック健診のあり方委員会（第2回，第3回）
④健診判定・指導マニュアル作成腹部超音波小委員会（第1回）
⑤腹部超音波検診判定マニュアルの改訂に関するWG（第2回）
⑥人間ドック健診判定・指導マニュアル尿沈渣小委員会（第1回）
⑦編集委員会（第2回）
⑧広報委員会（第2回）
⑨人間ドック健診施設機能評価委員会（第5回，第6回，第7回，第8回）　＊認定施設は別紙
⑩人間ドック・健診用語集作成委員会（第3回）
⑪人間ドック健診専門医制度委員会試験問題検討・作成小委員会（第2回，第3回）
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⑫人間ドック健診専門医制度委員会認定小委員会（第1回，第2回）
⑬人間ドック健診専門医制度委員会認定（第3回）/研修会検討（第1回）合同小委員会
⑭人間ドック健診実態調査委員会（第1回）
⑮第52回人間ドック健診認定医・専門医研修会（岡山：第52回，神戸：第53回）
⑯第55回人間ドック健診情報管理指導士ブラッシュアップ研修会（大阪：第55回，名古屋：第57回）
⑰遺伝学的検査アドバイザー研修会（東京：第2回）

6）日本総合健診医学会理事長との合意 /検討事項

7）その他
①日本医学会への加盟申請（2019）
②外部精度管理調査への参加依頼（日本総合健診医学会）
③前立腺がん検診アンケート集計報告（前立腺研究財団）

（審議・承認事項）
1）第1号議案　第63回日本人間ドック学会学術大会長公募結果承認の件　

理事会は別段の異議無く，満場一致で佐々木寛先生を第63回日本人間ドック学会学術大会長に承認可
決した．

2）第2号議案　2019年度人間ドック健診専門医の認定および人間ドック健診指導医・研修施設承認の件    
理事会は別段の異議無く，満場一致で承認可決した．

3）第3号議案　2019年度学術委託研究の募集結果（公募）および継続研究承認の件　
理事会は別段の異議無く，満場一致で承認可決した．

4）第4号議案　社員選任細則の一部修正および社員選任 /役員選定委員会の報告等
理事会は別段の異議無く，満場一致で承認可決した．

5）第5号議案①　理事会確認事項等の件
理事会は，満場一致で廃棄にすることで承認可決した．
第5号議案②　理事会決議（暫定）の件
理事会は賛成多数で承認可決した．

6）第6号議案　会員の入退会の件
理事会は別段の異議無く，満場一致で承認可決した．　

7）その他の承認事項等
①国際ヘルスケア拠点構築促進事業 /北京展示会での講師の依頼（経済産業省 /MEJ）
②「第6回医療と介護の総合展での特別講演」ご講演のお願い（リードエグジビションジャパン（株））
③令和二年度税制改正に関する要望
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④第45回健康セミナーへの後援依頼（三越厚生事業団）
⑤「東海 /西日本人間ドック健診施設経営研究会」後援依頼（日本人間ドック健診協会）
⑥「西日本地区情報交換会」後援依頼（日本人間ドック健診協会）
⑦「これからの健診事業を考える会」後援依頼（日本人間ドック健診協会）
⑧「第6回つなげる，やさしさ．健診・人間ドック体験記コンクール」後援依頼

（その他）
⑨「人間ドック」の英文表記の件
⑩「人間ドックの日」ロゴマーク募集の件
⑪令和二年度特定健診 /特定保健指導の集合契約Aの件

理事会は別段の異議無く，満場一致で承認可決した．

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

2019年12月13日　
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別 紙

第3回日本人間ドック学会理事会にて承認された
人間ドック健診機能評価認定施設一覧

【新規】 No.560　社会医療法人　河北医療財団　河北健診クリニック（東京都）

【新規】 No.550　社会医療法人　同心会　古賀駅前クリニック　健診センター（宮崎県）

【新規】 No.556　一般財団法人北陸予防医学協会　とやま健診プラザ（富山県）

【更新】 No.056　医療法人　大宮シティクリニック（埼玉県）

  No.057　社会福祉法人恩賜財団　済生会支部　福井県済生会病院（福井県）

  No.098　学校法人　朝日大学　朝日大学病院　総合健診センター（岐阜県）

  No.126　医療法人社団普照会　井上記念病院　健康管理センター（千葉県）

【更新】 No.085　医療法人社団　曙会　佐々木外科病院　総合健診センター（山口県）

  No.296　社会医療法人　博愛会　さがらパース通りクリニック

人間ドックウェルライフ（鹿児島県）

  No.325　社会福祉法人恩賜財団　済生会支部　熊本県済生会　済生会熊本病院　

予防医療センター（熊本県）

【更新】 No.252　公益財団法人　東京都予防医学協会　人間ドック（東京都）

  No.305　独立行政法人　労働者健康安全機構　中部労災病院（愛知県）

  No.442　日本赤十字社　浜松赤十字病院（静岡県）

【更新】 No.026　医療法人　石和温泉病院　クアハウス石和（山梨県）

  No.428　稲城市立病院　健診センター（東京都）

健保連等への人間ドック指定施設

以下1施設より申請があったため，健保連等に新規指定する．

  ①中国電力株式会社　中電病院　PET・検診センター（広島県）
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2020年度　一日ドック基本検査項目表
区分 項　目 備　　　　　考

必
　
須
　
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）
問
診
・
診
療

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

判
定
・
指
導

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
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。
※2020年度より、表記に一部変更がございます。検査項目内容に変更はありません。詳細は学会HPをご覧ください。
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2020年度　二日ドック基本検査項目表
区分 項　目 備　　　　　考

必
　
須
　
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）
問
診
・
診
療

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

判
定
・
指
導

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
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（2020年4月1日改定）

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

D要医療
D1要治療・
D2要精検　＊1

E治療中
＊8

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

尿蛋白 （－） （±） （＋）　＊5 （2＋）以上 

尿潜血 （－） （±） （＋）　＊5 （2＋）以上

尿糖 （－） （±）以上

尿沈渣　＊6

便潜血　2日法 1日目・2日目 （－） いずれか（＋）

子宮頚部細胞診　＊7 ベセスダ分類 NILM
不適正標本＝判定不能
（すみやかに再検査）

＊＊7

ASC-US，＊＊7
ASC-H，LSIL， 

HSIL/CIN2，HSIL/CIN3，
SCC，AGC，AIS，
Adenocarcinoma,

Other malig 



人間ドック　Vol.34  No.5  2020年80 ( 750 )

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 尿沈渣は別表の判定区分表を参照
＊7 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
＊＊7 不適正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、12か月後の反復細胞診、またはコルポスコープによる精密検査

を実施
＊8 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
＊＊ 2020年度からALPは JSCC法から IFCC法に変更され、血液型の影響は少なくなったが、閉経の影響については記載がないため2020年4月現

時点ではALPの判定区分を従来通り作成していない
 参照　http://jscc-jp.gr.jp/�le/2019/alpld2.pdf  ／  http://jscc-jp.gr.jp/�le/2019/alpld4.pdf

尿沈渣　判定区分 2020 年 4 月 1 日
種　類 説　明 判定 A B C D

赤血球＊ 腎尿路疾患および全身性の出血疾患の一部にみられます。判定は算定数（以下同様）です。 C ～ D 5 未満 /HPF 5-9/HPF 10-/HPF

白血球 尿路系の細菌性感染症にみられます。 B ～ D 5 未満 /HPF 5-9/HPF 10-/HPF 尿路系の臨床
症状がある時

尿細管上皮細胞 腎臓内の尿細管上皮細胞が剥離したもので、腎臓疾患にみることが多いです。 D 1 未満 /HPF １-/HPF
尿路上皮細胞 腎臓の一部～尿管～膀胱～尿道の一部にかけての細胞が剥離したものです。 B 1 未満 /HPF 1-/HPF
扁平上皮細胞 外尿道口付近の上皮細胞が剥離したものです。 B 1 未満 /HPF 1-/HPF
卵円形脂肪体 ネフローゼ症候群などの腎疾患に伴って出現する脂肪顆粒を含む細胞です。 D 0/WF 1-/WF
細胞質内封入体細胞 尿路系の炎症時に出現する変性細胞です。 D 1 未満 /HPF 1-/HPF
核内封入体細胞 ヘルペスウイルス、サイトメガロウイルスなどのDNAウイルス感染により出現する細胞です。 D 0/WF 1-/WF
異型細胞 がんを疑う細胞です。 D 0/WF 1-/WF
円柱 円柱は辺縁が並行で両端が丸くなったもので、腎疾患の目安です。下記のように多くの種類があります。
硝子円柱 タンパクの一種が尿細管腔で貯留したもので、健常人でも激しい運動後にみることがあります。 B ～ C 0/WF 1-4/WF 5-/WF
上皮円柱 尿細管の傷害により剥離した尿細管上皮細胞が封入された円柱です。 D 0/WF １-/WF
顆粒円柱 顆粒成分（円柱内に封入された細胞が変性したもの）が封入された円柱です。 D 0/WF １-/WF
ろう様円柱 尿細管腔の長期閉塞により顆粒円柱が徐々に崩壊した太い円柱で、慢性腎不全にみることがあります。 D 0/WF １-/WF
脂肪円柱 脂肪顆粒や卵円形脂肪体を含んだ円柱です。尿タンパク量が多い場合にみられます。 D 0/WF １-/WF
赤血球円柱 腎臓（糸球体）で出血があった時にみることの多い赤血球を含有した円柱です。 D 0/WF １-/WF
白血球円柱 白血球を多く含んだ円柱で、糸球体腎炎や腎盂腎炎の活動が考えられます。 D 0/WF １-/WF
空胞変性円柱 円柱内に大小の空胞を認める円柱で、重症の糖尿病性腎症で多く認められます。 D 0/WF １-/WF
塩類・結晶円柱 リン酸塩や尿酸の塩類、シュウ酸カルシウム結晶などを封入した円柱です。 B 0/WF 1-/WF
細菌 細菌がみられ、尿路感染症が疑われます。同時に白血球がなければ問題はありません。 B － 1+ 以上
真菌 カビの一種で特別な治療を行わなくても消失しますが、糖尿病など免疫機能低下がある時は要注意です。 B － 1+ 以上
原虫 性感染症の原因となるトリコモナスなどの原虫がいます。治療が必要となります。 D － 1+ 以上

＊ 尿潜血と尿赤血球の判定が異なる場合は、尿赤血球の判定を優先する。人間ドックの時点では糸球体型赤血球と非糸球体型赤血球の区別は行わなくても良いが、再検
査・精密検査の時点では実施が望ましい。

略語 HPF（high power �eld）、WF（whole �eld）
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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）※2020年4月1日より，編集部は以下に変更となりました．
　　　〒110-0005 東京都台東区上野3丁目22番4号 MOTビル6階
　　　　　　　　 レタープレス株式会社 東京営業所内 日本人間ドック学会誌「人間ドック」編集部
　　　　　　　　 TEL：03-5817-8617　　FAX：03-5817-8618
　　　　　　　　 E-mail：nd_sadoku@letterpress.co.jp

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：令和2年2月28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．
　　　※2020年4月1日より，編集部は以下に変更となりました．
　　　〒110-0005 東京都台東区上野3丁目22番4号 MOTビル6階
　　　　　　　　 レタープレス株式会社 東京営業所内 日本人間ドック学会誌「人間ドック」編集部
　　　　　　　　 TEL：03-5817-8617　FAX：03-5817-8618
　　　　　　　　 E-mail：nd_sadoku@letterpress.co.jp

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．



人間ドック　Vol.34  No.5  2020年90 ( 760 )

　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．

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：令和2年2月28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

□ 英文要約の作成を学会に依頼する場合には，その旨を記載したか

本文（4ページ目以後）

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

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

□ 略語は，本文の初出の時に正式用語を使い，（ ）に略語を示したか

□ HbA1cはNGSP値で表記されているか

文　献

□ 記載方法に誤りはないか

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

□ 文献番号は，本文で引用した順序になっているか

図・表，写真

□ 図・表は計10点以内としたか

□ 図の説明文（表題）は，図の順に別紙に記載したか

□ 表に縦線を使用していないか
 　　注：表には縦線は使用しない

□ 図・表の挿入希望箇所を，本文の欄外に記載したか

□ 写真の裏面に，筆頭著者名，写真番号，天地を記載したか

投稿直前のチェック

□ 投稿原稿は2部あるか

□ CD-ROM 1部を同封したか

□ 責任者に投稿の最終チェックを受けたか

□ 投稿承諾書を同封したか

□ 利益相反がある場合，利益相反（COI）自己申告書を同封したか

全チェック項目に∨印のある事を確認しました．

　　　年　　　月　　　日，　　著者署名

職　　種
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投稿承諾書
日本人間ドック学会　殿

論文題名：

上記論文は，  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    所属の

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

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

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

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

筆頭著者署名 （Ａ　　　　）

共著者署名 （Ａ　　　　） 共著者署名 （Ａ　　　　）

共著者署名 （Ａ　　　　） 共著者署名 （Ａ　　　　）

共著者署名 （Ａ　　　　） 共著者署名 （Ａ　　　　）

共著者署名 （Ａ　　　　） 共著者署名 （Ａ　　　　）

共著者署名 （Ａ　　　　） 共著者署名 （Ａ　　　　）

共著者署名 （Ａ　　　　） 共著者署名 （Ａ　　　　）

年　　月　　日　提出
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日本人間ドック学会  御中

利益相反（COI）自己申告書

論文題名：

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

項　目 該当の状況 有であれば，著者名：企業名などの記載

①報酬額　
1つの企業・団体から年間 100 万円以上

有 ・ 無

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

有 ・ 無

③特許権使用料　
1つにつき年間 100万円以上

有 ・ 無

④講演料　
1つの企業・団体から年間合計 50万円以上

有 ・ 無

⑤原稿料　
1つの企業・団体から年間合計 50万円以上

有 ・ 無

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

有 ・ 無

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

有 ・ 無

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

有 ・ 無

⑨旅費，贈答品などの受領
1つの企業・団体から年間 5万円以上

有 ・ 無

著者名（署名）：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
年　　月　　日　提出
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（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

キ
リ
ト
リ
線
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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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人間ドック第34巻  総目次
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◆Vol.34 No.1（令和元年6月）

〔巻頭言〕
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◆Vol.34 No.3（令和元年9月）

〔巻頭言〕
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猿田　雅之‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 683

し
宍戸　淑子‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 42
篠原　幸人‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 677
島本　武嗣‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 49
江　林京‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 581
庄田　昌隆‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 483

す
須江　慶太‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 35
菅　守隆‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 613
菅　理恵‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 506
鈴木　淳‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 606
鈴木　貞男‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 450
鈴木　千衣子‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 621
鈴木　俊雄‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 64

せ
千田　彰一‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 731

た
髙木　昭房‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 64
高木　知聡‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 627
高階　経幸‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 64
髙橋　定雄‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 64
高橋　直人‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 572
高守　史子‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 693
田口　淳一‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 5
田中　謙二‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 483
田邊　恵‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 702
谷　瑞希‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 458
谷口　信行‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 731

つ
津下　一代‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 675
津戸　直樹‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 627
角掛　篤子‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 27

て
寺田　総一郎‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 64

と
富樫　理子‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 693
戸田　晶子‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 458
斗米　馨‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 572
富岡　あき子‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 35
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な
長尾　敏彦‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 57
中川　吉則‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 718
中島　好子‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 702
中谷　紋子‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 450
成島　道昭‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 737

に
新美　佑有‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 458
西尾　由記子‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 590
西戸　伸之‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 450
西山　里枝‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 489

の
野村　美緒子‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 613

は
長谷部　靖子‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 489
羽田野　今日子‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 489
林　愛‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 693
林　慎‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 475
原　直彦‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 506
原野　洋介‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 467
半藤　保‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 600

ひ
日置　敦巳‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 475
飛田　渉‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 718
平野　美千代‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 581
平林　和子‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 42
平林　一‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 35

ふ
福永　久美‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 613
藤井　郁英‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 621
藤井　豊‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 718
藤井　廉‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 702
藤舘　道代‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 27
藤沼　澄夫‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 627

船津　和夫‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 572
船橋　一真‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 710

ほ
星　憲司‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 718
星　サユリ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 627
細坂　泰子‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 497

ま
馬嶋　健一郎‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 49
松田　勝彦‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 613
松田　好平‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 590
松谷　聖夜‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 506
松永　久美‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 613
松原　明夫‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 450
丸山　昌子‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 600
丸山　陽一‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 35
丸山　義明‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 433
萬井　太規‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 581

み
三島　久典‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 450
水野　杏一‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 572
水谷　かおり‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 42
満崎　克彦‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 613
南　美和子‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 693
南　芳子‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 475
宮川　純子‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 693
三好　正規‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 621

む
村川　彩希‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 613
村木　洋介‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 49
村山　実‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 600

も
森　弘毅‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 718
森　妹子‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 467
森田　一徳‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 483
森山　真帆‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 450
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や
八木　完‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 489
山門　實‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 458
山﨑　知子‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 64
山下　毅‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 572
山田　俊幸‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 731
山鳥　崇子‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 590
山本　浩史‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 458
山本　麻以‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 458

よ
横山　雅子‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 572
吉岡　明美‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 718
吉岡　隆之‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 590
吉開　泰信‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 483
吉川　三菜美‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 702
吉田　克己‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 718
吉田　公久‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 590
吉田　由貴‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 27

わ
若松　弘之‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 731
和佐野　智美‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 506
和田　千尋‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 581
和田　哲夫‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 572
渡邉　早苗‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 489
渡辺　信弘‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 467
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人間ドック第 34巻 著者名索引（英文）

A
Ai Hayashi ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 701
Akemi Yoshioka ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 730
Akihusa Takaki ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 69
Akiko Maruyama ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 605
Akiko Toda ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 466
Akiko Tomioka ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 41
Akio Matsubara ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 457
Akiyo Ozawa ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 730
Anna Abe ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 730
Atsuko Tsunokake ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 34
Atsushi Hioki ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 482
Atsushi Kano ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 34
Atsushi Suzuki ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 612
Ayako Nakatani ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 457
Ayako Takamori ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 701

C
Chieko Suzuki ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 626
Chihiro Wada ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 589
Chisato Takagi ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 631

E
Eri Kakei ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 605

H
Hajime Hirabayashi ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 41
Haruka Abe ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 589
Haruna Oomachi ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 709
Hikaru Ohuchi ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 736
Hiroki Imai ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 48
Hiroki Mani ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 589
Hiroshi Yamamoto ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 466
Hiroyoshi Ogawa ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 605
Hiroyuki Wakamatsu ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 736
Hisakazu Kawai ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 482
Hisako Endo ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 69

Hisanori Mishima ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 457
Hitoshi Umino ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 612

I
Ikuei Fujii ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 626
Isao Kurosawa ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 474
Itsuki Saitoh ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 631
Itsuma Kamoi ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 488

J
Junichi Kaburaki ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 565
Junichi Taguchi ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 5
Junko Kawakami ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 730
Junko Miyakawa ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 701

K
Kan Yagi ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 496
Kaori Mizuya ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 48
Kaoru Tomai ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 580
Karin Saitoh ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 631
Katsuhiko Matsuda ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 620
Katsuhiko Mitsuzaki ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 620
Katsumi Yoshida ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 730
Kazuhiko Inoue ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 431
Kazuko Hirabayashi ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 48
Kazuma Funahashi ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 717
Kazunori Morita ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 488
Kazuo Funatsu ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 580
Kazuyo Tsushita ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 675
Kazuyoshi Ishikawa ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 34
Keiichiro Kondo ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 709
Keita Sue ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 41
Kenichi Izumi ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 63
Kenichi Sato ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 730
Kenichiro Majima‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 56
Kenji Hoshi ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 730
Kenji Tanaka ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 488
Kimihisa Yoshida ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 599
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Kouhei Matsuda ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 599
Kouki Mori ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 730
Kumi Fukunaga ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 620
Kumi Matsunaga ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 620
Kumiko Ishiguro ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 605
Kumiko Saitou ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 612
Kyoko Hatano ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 496
Kyoko Ito ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 449
Kyouiti Mizuno ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 580

L
Linjing Jiang ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 589

M
Maho Moriyama ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 457
Mai Yamamoto ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 466
Maiko Mori ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 474
Makoto Hayashi ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 482
Mariko Kindaichi ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 34
Masako Yokoyama ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 580
Masanori Miyosi ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 626
Masataka Syoda ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 488
Masayoshi Ichiba ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 701
Masayuki Saruta ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 683
Megumi Tanabe ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 709
Michiaki Narushima ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 742
Michihiko Osawa ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 41
Michiyo Fujidate ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 34
Michiyo Hirano ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 589
Minami Yoshikawa ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 709
Minoru Murayama ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 605
Minoru Yamakado ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 466
Mio Koyama ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 631
Mioko Nomura ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 620
Misaki Ogawa ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 449
Miwako Minami ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 701
Mizuki Tani ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 466
Moritaka Suga ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 620
Muneharu Saito ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 41

N
Nakae Uemori ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 612

Naohiko Hara ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 511
Naoki Tsudo ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 631
Naomi Inudou ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 709
Naoto Takahashi ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 580
Nobuhiro Watanabe ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 474
Nobutaka Inoue ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 599
Nobuyuki Nishito ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 457
Nobuyuki Taniguchi ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 736

R
Ren Fujii‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 709
Rie Kitayama ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 482
Rie Nishiyama ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 496
Rie Suga ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 511
Riko Kubota ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 612
Riko Togashi ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 701
Ritsuko Iohara ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 34

S
Sachiko Kitagawa ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 69
Sadao Suzuki ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 457
Sadao Takahashi ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 69
Saki Murakawa ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 620
Sanae Watanabe ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 496
Satomi Sato ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 505
Satoshi Kasahara ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 589
Sayuri Hoshi ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 631
Seiya Matsutani ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 511
Shinya Kikuchi ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 466
Shoichi Senda ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 736
Shuuji Kondou ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 580
Soichiro Terada ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 69
Sorama Aoki ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 730
Sumie Katsuyama ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 41
Sumio Fujinuma ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 631

T
Taiki Komatsu ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 41
Taisuke Ikumatsu ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 709
Takaaki Sato ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 41
Takako Yamadori ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 599
Takanobu Sakemi ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 701
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Takashi Otsuka ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 41
Takashi Oyama ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 701
Takashi Sakamoto ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 620
Takayuki Yoshioka ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 599
Takeshi Shimamoto ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 56
Takeshi Yamashita ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 580
Takuhiro Ugajin ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 631
Tamotsu Hando ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 605
Tatsushi Kitagawa ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 717
Terumasa Kurihara ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 474
Tetsuo Wada ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 580
Tomio Kametani ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 571
Tomo Kagoshima ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 69
Tomohiro Kato ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 449
Tomohiro Kusaba ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 488
Tomoko Yamasaki ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 69
Tomomi Wasano ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 511
Tomoya Ishida ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 589
Tomoyuki Konda ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 474
Toshihiko Nagao ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 63
Toshio Kuroshima ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 457
Toshio Suzuki ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 69
Toshiyuki Yamada ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 736
Tsukuru Umemura ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 701
Tsuneyuki Takashina ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 69
Tsuyoshi Iwasaka ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 63, 701
Tugumi Inoue ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 599

W
Wataru Hida ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 730
Wataru Imaoka ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 457

Y
Yasuhiro Ono ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 63
Yasuji Arase ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 6, 553
Yasuko Hasebe ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 496
Yasuko Hososaka ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 505
Yasunobu Kurokawa ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 496
Yasunobu Yosikai ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 488
Yasunori Okamoto ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 626
Yasuo Kuwabara ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 488
Yasusi Ezaki ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 620
Yoko Iio ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 496

Yoshiaki Maruyama ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 433
Yoshiko Minami ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 482
Yoshiko Nakashima ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 709
Yoshiko Shishido ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 48
Yoshinori Nakagawa ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 730
Yoshitaka Ishiguro ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 605
Yosuke Harano ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 474
Yosuke Muraki ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 56
Youichi Maruyama ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 41
Youko Kageyama ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 580
Yu Niimi‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 466
Yuichi Ichiya ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 488
Yuji Sakamoto ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 620
Yuki Izeri ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 701
Yuki Yoshida ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 34
Yukiko Nishio ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 599
Yukio Okazaki ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 736
Yukito Shinohara ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 677
Yuko Ishizaka ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 466
Yumiko Kaneda ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 605
Yutaka Fujii ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 730
Yuzo Okumura ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 511
Yuzuru Sato ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 730
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人間ドック第 34巻 キーワード索引

アルファベットほか

2,8-ジヒドロキシアデニン結晶 ‥‥‥‥‥‥‥ 506
aging ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 433
AICS ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 467
BMI‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 27, 57
CIN発見率 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 600
MetS ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 590

あ
アデニンホスホリボシルトランスフェラーゼ欠損症 ‥ 506
アミノインデックス‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 467
アミノインデックスⓇがんリスクスクリーニング ‥ 458

「アミノインデックス技術」‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 458

い
胃X線検査 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 450
胃がん検診‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 450
胃底腺型胃癌‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 621

う
運動後急性腎不全‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 483

え
炎症性腸疾患‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 683

か
科学論文‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 6
ガーゼオーマ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 64
簡易視野検査（FDT） ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 42
がん検診‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 458, 467

き
基本的3要素 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 6
基本的検査‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 718

偽陽性‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 450

く
クラウドスクリーニングサービス‥‥‥‥‥‥ 718

け
頚動脈エコー検査‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 710
結果説明と健康相談・保健指導‥‥‥‥‥‥‥ 443
血管機能検査‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 49
血漿中遊離アミノ酸濃度‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 458
血小板‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 693
血清脂質‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 693
健康意識‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 467
健康支援‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 443
健康障害‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 27
健康診査‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 35
健康認識‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 497
健診‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 49, 475

こ
甲状腺機能異常‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 718
行動変容‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 497, 590
骨強度‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 555
骨粗鬆症‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 555
コーヒー‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 572

さ
細胞老化‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 433
サルコペニア‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 702

し
子宮頸がん検診‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 600
四肢骨格筋指数（SMI） ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 702
疾病予防‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 581
脂肪肝‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 572
脂肪肝発症前‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 57
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自由記述意見‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 606
縦断的‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 710
樹枝状血管‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 621
受診間隔‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 600
受診勧奨‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 489
循環器健診‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 731
消化器がん‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 683
小腸疾患‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 683
職域がん検診‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 489
女性‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 475
腎機能‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 483
心血管疾患‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 433
心身機能‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 35
腎性低尿酸血症‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 483
心臓聴診‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 731
心臓弁膜症‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 731

す
膵偶発腫‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 627
膵神経内分泌腫瘍‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 627

せ
生活習慣改善‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 590
生活習慣病‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 572, 581
精検受診率‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 489
性差‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 693
精密検査‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 475
積極的支援‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 497
接遇‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 606

た
体重‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 57, 566
大腸CT検査 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 613
大腸がん‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 613
多変量解析‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 710

ち
逐年検診‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 627

て
低線量CT検診 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 737

と
糖尿病‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 566
糖尿病前症‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 566
動脈硬化‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 49, 710
動脈硬化症‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 555
特定保健指導‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 497, 702

に
尿沈渣‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 506
尿路結石‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 483
任意型検診‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 613
人間ドック‥‥‥‥‥‥‥‥ 42, 64, 613, 718, 737
人間ドック受診後のフォローアップ‥‥‥‥‥ 443
認知症‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 35

ね
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編集後記

令和元年もあっという間に終わり，令和2年，東京
オリンピック開催の年を迎えております．しかしな
がら，目下のところ，新型コロナウイルス肺炎の拡
大が日本全体での重大案件となっており，今後の動
向が非常に懸念されるところです．本稿執筆時点で
の2月下旬には，遂に，渡航歴のない日本人の間での，
経路不明な感染が発生して参りました．今後しばら
くの間，拡大の一途をたどることが予想されており
ます．人間ドック健診も連日不特定の多数が参集す
る場であり，発症前の潜伏期の受診者の来所，施設
内での受診者間の感染，施設職員の感染などの事案
が予想されます．このため，各健診施設としての基
本的対応方針の策定や，マスクや消毒薬の枯渇が杞
憂されるなかでの具体的対策方法の考案，さらに一
層拡大すれば健診実施の見合わせの判断などが求め
られることになると思われます．一日でも早く終息
方向へと変化することを祈らずにはいられません．

さて，本号はその令和2年初の発行となりました．
巻頭言として，津下一代先生には「超高齢社会におけ
る人間ドック」として，高齢者に対する人間ドック健
診についての検討が開始されていること，今後の具
体的検討項目をお示しいただきました．

巻頭言に続きまして，篠原幸人理事長の，第60回
日本人間ドック学会学術大会での理事長講演の内容
が掲載されております．篠原理事長は，これまでも
毎年の学術大会における理事長講演として，これか
らの人間ドック健診の在り方について講演されてこ
られました．今回のご講演でも，「テーラーメイド人
間ドックの可能性」，「有用な新しい非侵襲的検査」，

「がん早期検出」，「AIによる画像診断」，「遺伝学的検
査」など，今後検討すべき課題をご提示いただきまし

た．人間ドック健診に関する学術研究，情報交換の
場である本誌へのご投稿を計画される会員の皆様に
とりましても，これらの項目は，まさに今後の研究
課題をご示唆いただいたものとも思われます．

さらに，東京慈恵会医科大学の消化器・肝臓内科
の猿田雅之教授に，「消化器疾患の現状と今後の展
望」のタイトルで総説をご執筆いただきました．胃食
道逆流症，炎症性腸疾患，大腸腺腫・大腸がん，膵
臓がんなどの急増しつつある疾患，ウイルス性肝炎，
ヘリコバクター・ピロリ，小腸疾患など治療法に進展，
変化のあったものについて，現状，展望，課題など
をまとめていただきました．もとより人間ドック健診
の取り扱う領域は広範，多岐に渡り，このため各健
診施設が全領域それぞれの専門家を常時確保してお
くことは困難かと思われます．実際の健診の場では，
自分の専門領域以外の健診結果についても説明など
を行う必要も多々あることでしょう．非専門領域に
ついてもある程度の知識を持ち，「非専門を専門とす
る」ことを求められることが少なくありません．この
ような状況のなかで，今回の総説のようにup-to-date
の知識を授けていただくことは，各領域の状況を俯
瞰的に網羅し，知識を更新するうえで非常に有用で
あると考えます．

この他，これまでの研究とは視点を変え，ユニー
クな観点からの調査研究に関する原著が6本掲載さ
れております．

本号は各先生方のご執筆，ご投稿のおかげで，充
実した内容のものになったと思います．今後も本学
会誌の発展のために，会員の皆様に活発なご投稿を
お願い申し上げます．

（小林伸行）
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