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I 

　2020年度の研修会開催については，現在，運営方法等を慎重に検討しております．
　詳細等が決まり次第，会員の先生方には学会誌・ホームページ（HP）等にてご案内いたします．
　何卒ご理解のほどよろしくお願いいたします．
 
予定していた下記の2020年度人間ドック健診認定医・専門医研修会は，開催および運営方法等に 
ついては未定です．

人間ドック健診認定医・専門医研修会

※  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．

★研修会参加には，本学会医師正会員であることが条件です．

●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　　程：2020年8月29日（土）
　会　　場：神戸国際会議場　⇒　会場での開催は中止となりました

●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　　程：2020年11月28日（土）
　会　　場：パシフィコ横浜
　※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　　程：2021年3月7日（日）
　会　　場：東京ビッグサイト

※詳細等決まり次第，学会誌およびHP等にてご案内いたします



II

人間ドック健診専門医制度

★人間ドック健診専門医制度　認定試験について

2020年度人間ドック健診専門医認定試験の実施については，現在専門医委員会にて慎重に検討して
おります．実施および受験申請等の詳細については，決定次第，専門医HPにてご案内いたします．
何卒ご理解のほど，よろしくお願い申し上げます．

2020年度人間ドック健診専門医認定試験（検討中）

日　時：2020年10月18日（日）予定
会　場：東京都（品川フロントビル）予定

　※受験申請期間についても未定です．決定次第，専門医HPに掲載いたします．

★研修施設・指導医　2020年度新規認定申請について

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

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

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

申請期間 ：2020年10月1日～11月20日（予定）

※9月末，指導医・研修施設申請書（DL版）を専門医HPに掲載いたします．

事務局より書類等は送付いたしません．
自己申告での申請のみとなりますので，専門医HP等を確認の上，申請ください．
※研修施設・指導医の認定，暫定委嘱等について，詳しくは事務局までお問い合わせください．

★セルフトレーニング問題 2020について

●申請期間：2020年10月1日～11月20日（予定）　　※必着
●採 点 料：2,000円　　　●取得単位：5単位

※学会誌9月号にセルフトレーニング問題25問を掲載します．
　対象者（未修了者）にのみ，9月号学会誌発送時に，解答用紙・採点料振込口座の案内を同封いたします．

※人間ドック健診専門医の認定者・更新者は，更新までに1回修了が更新条件（必須）となっております．

● 現在，専門医ホームページ（HP）に『人間ドック健診専門医制度』について，掲載しております．
　詳しくはこちらをご確認ください．http://www.senmoni.jp/

※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



開催方法の決定について
新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の影響を踏まえ、開催方
法の検討を慎重に行っております。
７月下旬には、開催方法を決定し、学術大会HPへ掲載する予定です。
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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。
　しかしながら、2020 年５月現在、新型コロナウイルスの猛威は留まることなく世界を覆っています。
現在罹患し治療中の皆さまの一日も早い治癒を願うとともに、亡くなられた方々のご冥福を心よりお祈
り申し上げます。当面感染リスクに対し警戒を継続する必要があると考えられます。この為、11 月予定
の学術大会は、感染リスクの極小化のためにあらゆる措置を講じることを念頭に置き、規模を縮小し、
開催方法を工夫し、かつ現場を離れられない会員各位のため、WEB 配信等の併用をせざるを得ない事
態が想定されます。
　出口の見えない状況ですが、この環境の中であるべき学術大会に向けた準備を進めて参ります。今後
ともご理解、ご協力の程何卒よろしくお願い申し上げます。

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



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

4

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
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■ 運営組織

大会顧問… 門脇　　孝（虎の門病院　院長）
大会顧問… 大内　尉義（虎の門病院　顧問）
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　前センター長）
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　センター長）
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）

※…開催方法の変更等により、内容が変更とな
る場合もございます。予めご了承ください。
※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　腹部超音波検診判定マニュアル」

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）
　　　鵜飼　雅信（株式会社リンケージ　顧問）

「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）　　

■ 一般演題について
多数のご応募ありがとうございました。採否および発表形式の通知は 2020年 9月中に学術大会HP

に掲載いたします。
合わせて、応募の際にご登録いただいた E-mail アドレス宛てにご連絡いたします。
　※開催方法の変更等により、発表形式が変更となる場合もございます。予めご了承ください。
　※発表形式等については、詳細が決まりましたらご案内いたします。
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参加受付
■ 事前参加登録期間　　2020年8月上旬〜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

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の感染拡大状況によって、
事前参加登録期間、登録方法が変更になる場合がございます。最新の
情報は、学術大会HPよりご確認ください。



COVID-19 Impact on the 27th IHEPA and the 4th ISND

Your safety and well-being are of the utmost 
importance to us.
At this time, we are still planning for our upcoming 
conferences in Yokohama, Japan, however we are 
closely monitoring information and advisories from 
Japanese government.
We will make a decision until the end of June. 
Therefore, if conditions change, we will post notice 
on our website.
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大会長挨拶

　世界中がコロナ禍に揺れておりますが、皆さん、お変わりなくお過ごしのことと存じます。11
月に予定しております第 61回日本人間ドック学会学術大会および初めての国際健診学会・国際
人間ドック学会合同会議の日程も迫ってまいりました。現段階ではCOVID-19 の終息を願いつ
つ、国際学会組織委員会一同もその準備に追われております。
　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）健診などが行われていますが、一方欧米諸国では個々のがん検診な
ど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
りこの両学会が手に手を携えて、国際的な人間ドック健診の普及・啓発もかねて、合同して一つ
の学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予定通り、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、また血液・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。
　正に人間ドック健診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、是非とも皆様のご参加と日頃の成果のご発表を期待し
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
国際健診学会・国際人間ドック学会合同大会会長

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：熊丸　裕也（AOI 国際病院　副院長 /健康管理センター長）
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）

※…開催方法の変更等により、内容が変更とな
る場合もございます。予めご了承ください。
※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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参加受付
■ 事前参加登録期間　　2020年8月上旬～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。
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※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
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新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の感染拡大状況によって、
事前参加登録期間、登録方法が変更になる場合がございます。最新の
情報は、学術大会HPよりご確認ください。
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巻　頭　言

健康診断実施時における 
新型コロナウイルス感染症対策について

日本人間ドック学会　理事 
武藤繁貴

　新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い，令和2年4月7日に緊急事態宣言が発出され，人間ドック健
診事業においても休止や縮小が余儀なくされている．本稿執筆時点では，全国に出されていた緊急事態
宣言が，39県で解除され，徐々に日常生活や事業活動の制限が緩和されつつある．しかしながら，新型
コロナウイルス感染症の終息の見通しが立ったわけではなく，感染対策は長期にわたり継続してなけれ
ばならないだろう．
　ここで，人間ドック健診事業が長期にわたり休止・縮小した場合の国民への影響を考えてみる．最も
分かりやすい例として，乳がん検診をあげてみたい．乳がん検診対象者には，市町村から受診クーポン
が2年に1回配付されるが，もし，健診事業の休止が長期化し，今年度中に受診できなくなったとすると，
受診は2年後になってしまう．それだけではない．そもそも前年度はクーポン配付の対象者ではないか
ら，受診までに3年の空白期間が生じることになる．対策型乳がん検診では，毎年約1万人にがんが発見
されており 1），そのなかには働き盛りの方や子育て中の方も多く含まれるだろう．乳がん検診はほんの一
例に過ぎず，人間ドック健診の受診ができなくなった際の影響は計り知れない．我々人間ドック健診事
業者は，新型コロナウイルス感染症が完全に終息しない状況下においても，感染予防を徹底的にはかり
ながら，事業を継続する責務を負っていると考えられる．
　このような状況に鑑み，我々日本人間ドック学会は，日本総合健診医学会や全国労働衛生団体連合会
などの業界8団体の連合で，「健康診断実施時における新型コロナウイルス感染症対策について」を取りま
とめ，令和2年5月1日に会員に向けて通知した．これは，健診団体が共通して実施する法定健診を中心
とした対策であるが，人間ドックにも当然のことながら当てはまる内容である．本通知は，人間ドック健
診事業を実施するにあたり，人間ドック健診機関が行うべき感染対策を示したものであり，各健診機関
においては本対策をできるだけ実行していただきたい．なぜなら，本対策は，政府の新型コロナウイル
ス感染症対策推進室（以下　対策推進室）にも確認を受けたものであり，我が国が推進する感染対策に合
致していると考えるからである．
　ここで，本通知のポイントを整理したい．まず，基本姿勢では，新型コロナウイルス感染症対策の基
本である，いわゆる「3密」対策を健診事業においても徹底することを示した．
　健診施設の受診環境確保として，職員，受診者双方にマスク着用，定期的な消毒，定期的な換気，人
と人との距離を保つといった，事業活動全般に共通する対策を実施することを求めた．換気については，
対策推進室から指摘を受けた重要な点であるが，ビル施設等で窓を開けることができない施設もあるた
め，5月14日の改正版で，機械式換気によって十分な換気量が確保できる場合は除外されることを通知
した 2）．
　健診機関職員が感染源とならないための配慮には，厚労省事務連絡「医療施設等における感染拡大防止
のための留意点について」を基に，職員に対して体調管理を徹底することを求めた 3）．また，職員間で感
染が拡大しないよう，職員スペースでの対策についても言及した．政府のクラスター対策班の報告によ
ると，病院における感染拡大の一因として職員スペースでの職員間による感染があげられており，休憩
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室，ロッカー，職員食堂等が感染ルートになった可能性が指摘されている 4）．通常の院内感染対策は，主
に患者あるいは受診者と職員との感染を想定して立てられているが，今回の感染症においては，職員ス
ペースについても感染対策を立てることがきわめて重要である．
　人間ドック健診では，胸部エックス線検査等において肺炎像が発見されることも少なくない．緊急時
の対応の項では，このように肺炎像が確認された場合の対処方針を記載した．
　健康診断項目ごとの留意事項では，主に各検査での接触部位の消毒，清拭を求めている．ここでは，
人間ドックの根幹を成す結果説明や保健指導の対処方針についても言及した．適切な距離をとる，パー
テーションを設置するといった方法が現実的と思われるが，明確な基準があるわけではなく，各施設で
工夫されるとよいだろう．また，遠隔での結果説明や保健指導も考えられるが，実施人数に限りがある
と思われる．
　受診者にお願いすることとして，新型コロナウイルスに限らず，感染症が疑われる方には健診受診を
控え，まずは，かかりつけ医や帰国者・接触者センター等に相談していただくことを強調した．また，感
染症が疑われる方が受診すると，施設では混乱をきたす可能性が高くなる．消毒の徹底，接触職員の隔
離，受診者への連絡などが必要になり，施設だけではなく，他の受診者にも影響をおよぼしかねない．
やや厳しい基準にしているのはこのためでもある．なお，本項の発熱の基準であるが，厚労省の帰国者・
接触者センターへの相談目安に合わせ，5月14日付の改正版で見直しを行った 5）．
　このほか，受診者に対し，マスクが不足しているため持参すること，検温への協力，換気に伴う衣服
の調整などについてのお願いを記載した．なお，これらの対応は，気候や季節などによって変更する必
要が生じることもあるだろう．真夏や真冬，雨が降った日，湿度の高い日など，多様な状況をすべて想
定しきれているわけではない．このため，各施設においては，それぞれの状況に応じ，3密対策を基本と
した対応を求めたい．
　以上，執筆時点での健診機関における感染症対策について解説したが，新たな知見や政府からの通知
等により適宜見直す予定である．
　最後に，本対策の策定にあたり，日本総合健診医学会の福武勝幸理事長，全国労働衛生団体連合会の
只野祐専務理事には多大なるご協力をいただきました．そのほか本対策の策定にご協力いただいたすべ
ての皆様に感謝申し上げます．

文　献
 1） 厚生労働省：平成28年度地域保健・健康増進事業報告の概況．2018，https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/c-hoken/16/

index.html［2020.5.26］
 2） 厚生労働省：商業施設等における「換気の悪い密閉空間」を改善するための換気について．令和2年3月30日，厚生労働省参考

資料．2020，https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000616069.pdf［2020.5.26］
 3） 厚生労働省医政局総務課ほか：医療施設等における感染拡大防止のための留意点について．令和2年2月25日，厚生労働省事
務連絡．2020，https://www.mhlw.go.jp/content/000600288.pdf［2020.5.26］

 4） 厚生労働省クラスター班（国立国際医療研究センター，国立保健医療科学院，国立感染症研究所）：永寿総合病院調査チーム支
援報告．2020年4月15日．2020，http://www.eijuhp.com/user/media/eiju/chousasiennhoukoku.pdf［2020.5.26］

 5） 厚生労働省子ども家庭局総務課少子化総合対策室ほか：「新型コロナウイルス感染症についての相談・受診の目安」の改訂につ
いて．令和2年5月11日，厚生労働省事務連絡．2020，https://www.mhlw.go.jp/content/000629072.pdf［2020.5.26］



7 ( 7 )人間ドック　Vol.35  No.1  2020年

総　説 人間ドック35：7-23，2020

我が国の胃がん対策における人間ドックの役割
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

要　約
　がん予防重点健康教育及びがん検診実施のための指針（厚生労働省健康局長通知：平成28年2月
4日一部改正）により，胃がん検診の方法として，従来の胃X線検査に加え，上部消化管内視鏡検
査（内視鏡）も認められた．人間ドックにおいては，以前から内視鏡を導入している施設も多かった
が，今後内視鏡の果たす役割が増えると思われ，習熟した技術で被験者に優しい内視鏡を行い，良
好な精度を保つ必要がある．一方，胃がん発生にヘリコバクターピロリ（Hp）感染とそれに伴う胃
粘膜の萎縮や炎症が強く関与していることが明らかになっており，内視鏡や胃X線の画像検査では
背景胃粘膜の評価も重要である．また，血清Hp抗体や血清ペプシノゲン値，あるいは，その組み
合わせによる胃がんリスク層別化検査（ABC分類）も有用であろう．そして，Hp感染状態に応じて
発生しうる胃がんの特徴を理解したうえで検査を行うことにより早期発見につなげることができ
る．さらに，保険診療によるHp除菌と協調して胃がん発生リスクを低下させることも積極的に行
うべきであろう．我が国におけるHp感染率は速いスピードで低下しており，今後上部消化管疾患
のスペクトルが変わることが予想され，その対応も望まれる．

キーワード　胃がん，上部消化管内視鏡検査，ヘリコバクターピロリ，ABC分類

はじめに
　胃がんは我が国においては最も知られた悪性疾
患の一つであるが，先人達が早期発見・早期治療
をめざして胃X線検査（胃X線）による胃がん検診
を普及させ，その後，上部消化管内視鏡検査（内
視鏡），内視鏡治療，外科治療の進歩もあり，年
齢調整死亡率は低下してきた．しかしながら，国
立がん研究センターによると，胃がんは2016年の
部位別がんの罹患数では男性で1位，女性で3位，
計2位，2018年の死亡者数は男性2位，女性4位，
計3位とまだ上位を占めており 1），今後も対策の
継続は必要である．
　平成28年2月に厚生労働省は「がん予防重点健
康教育及びがん検診実施のための指針」を一部改
正し，胃がん検診の方法として従来の胃X線検査
（胃X線）に加え，上部消化管内視鏡検査（内視鏡）
も認めた．一方，1983年に発見されたヘリコバ
クターピロリ（Hp）はその後の多数の研究により
胃がん発生との強い関連が明らかにされ，そのな
かでも進展した胃粘膜萎縮は胃がん発生リスクが
高いことが明らかになっている．胃がん対策を考え
るうえで，基礎研究や臨床研究で明らかにされた
ことを予防医学に応用することも大切と思われる．

　本稿では，我が国の胃がんをはじめとする上部
消化管疾患対策における人間ドックの役割につい
て，現在明らかになっている事実に基づき，保険
診療との連携も含め，日々の人間ドック・健診の
現場で参考にしてもらえるように概説する．

胃がんスクリーニング法
1．胃X線
　先人達の熱意で胃がん撲滅を目指して我が国で
開始された間接胃X線による胃がん検診は，昭和
58年に老人保健法に基づく老人保健事業第1次5
か年計画として法制化されて以来，平成10年度
にがん検診，がん関係健康教育にかかる経費等が
一般財源化されるなど制度の変遷はあったものの
長い間集団検診などの対策型検診の中心の位置を
占めてきた．その後，個別検診では直接X線が導
入され，また，現在では，任意型検診である人間
ドックを含めて大部分でデジタル撮影装置が用い
られている．そして，胃X線による胃がん検診
は，久道班 2），祖父江班 3），斎藤班 4）の3つの研究
班報告で，死亡率を減少させる有効性が認めら
れ，対策型検診および任意型検診で実施すること
が推奨されている．
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　ところで，これらの研究班報告で胃X線の有効
性を認めた根拠となった研究はいずれも1990年
以前に検診を受けた人を対象とした症例対照研究
であった．その当時の検診対象者のほとんどが
Hp感染者であったことが推察され，すべての対
象者に画一的に胃X線を行うことは当然だったと
思われる．そもそもHp発見から間もなく，感染
診断は一般的には実施されておらず，Hpと胃が
ん発生との関連についても明らかになっていない
時代であった．また，胃X線による検診は死亡率
減少効果を証明した後に開始されたのではなく，
実践した後に後ろ向き研究で死亡率減少効果が示
された．
　日本消化器がん検診学会「新・胃X線撮影法ガ
イドライン改訂版」5）では，造影剤は180～220W/
V％の高濃度低粘性バリウムを120～150mL，発
泡剤は5.0g前後を使用することが推奨されてい
る．体位変換の基本は背臥位から右側臥位方向へ
の3回転の変換であり，撮影体位ごとに左右への
交互変換あるいは回転変換を加え，撮影する．対
策型検診では，背臥位正面位・背臥位第一斜位・
背臥位第二斜位・腹臥位正面位（下部前壁：頭低
位）・腹臥位第一斜位（上部前壁）・右側臥位（胃上
部）・背臥位第二斜位（ふりわけ）・立位第一斜位（胃
上部）の二重造影8体位が基本とされている．
　人間ドックなどにおける任意型検診では，腹臥
位第二斜位（下部前壁：頭低位）・半臥位第二斜位
（胃上部）の胃部二重造影2枚と立位胃部圧迫法
（体部・胃角部・前庭部・幽門部）とともに食道二
重造影立位第一斜位2枚（食道上部と食道下部）を
追加することが推奨されている．
　胃X線の読影については，日本消化器がん検診
学会からカテゴリー分類 6）が報告されている（表
1）．それによると，カテゴリー1は胃炎・萎縮の
ない胃，カテゴリー2は慢性胃炎を含む良性病変，
カテゴリー3aは存在が確実でほぼ良性だが精検
が必要な所見，カテゴリー3bは存在または質的
診断が困難な所見，カテゴリー4は存在が確実で
悪性を疑う所見，カテゴリー5はほぼ悪性と断定
できる所見と分類し，対策型検診ではカテゴリー
3a以上が管理区分として精検該当とされている．

このカテゴリー分類の特徴の一つとして，Hp未
感染の可能性が高い胃がん低リスク群の囲い込み
としてカテゴリー1を位置づけ，Hp感染に伴う慢
性胃炎のあるグループをカテゴリー2として分け
ていることであるが，いずれも対策型検診の管理
区分としては精検不要となっている．任意型検診
である人間ドックにおいては，胃がんリスクを有
するHp感染を疑われる受診者に対しては，積極
的に内視鏡による胃炎診断，ならびに，Hp除菌
治療に誘導することも望まれる．
2．上部消化管内視鏡検査（内視鏡）
1）内視鏡スクリーニングの精度管理
　内視鏡については，久道班報告 2）では精密検査
として行うものであり，スクリーニングとしての
有効性評価の対象とされず，また，祖父江班報告 3）

では「臨床診断及びその範疇で行われる胃X線検
査後の精密検査としては標準的方法として行われ
ている．しかし，胃がん検診として行うための死
亡率減少効果を判断する証拠が不十分であるた
め，対策型検診として実施することは勧められな
い．任意型検診として実施する場合には，効果が
不明であることを適切に説明する必要がある．」と
されていた．筆者を含めた内視鏡医は，「内視鏡
は胃X線の精査としても位置づけられており，内
視鏡の方が精度が良いのは当然である．一次スク
リーニングにおいて早期発見・早期治療を行えば，
生存率は高くなる」と勝手に判断し，スクリーニ
ング検査としての有効性評価（死亡率減少効果の
証明）を実施していなかった．祖父江班報告後，
Hamashimaらは 7）対策型内視鏡検診による死亡率
減少効果を報告した．また，韓国からはnational 
baseの内視鏡検診における死亡率減少効果が報告

表1　胃X線検診のための読影判定区分（カテゴリー分類）
（文献6より引用）

カテゴリー カテゴリーの説明 管理区分
1 胃炎・萎縮の無い胃

精検不要
2 慢性胃炎を含む良性病変

3a 存在が確実でほぼ良性だが，精検が必要
な所見

精検該当3b 存在または質的診断が困難な所見
4 存在が確実で悪性を疑う所見
5 ほぼ悪性と断定できる所見
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された 8）．これらの結果から，2014年度の斎藤班
報告 4）では内視鏡の有効性も認め，平成28年2月
4日に一部改正された厚生労働省健康局長通知「が
ん予防重点健康教育及びがん検診実施のための指
針」において，胃がん検診の方法として従来の胃
X線に加え内視鏡も加えられた．さらに，厚生労
働省は平成30年3月に職域検診においても地域検
診と同様の指針を示した．
　厚生労働省の指針には対策型内視鏡検診の実施
に際しては日本消化器がん検診学会「対策型検診
のための胃内視鏡検診マニュアル」9）を参考にする
ように記載されている．そのなかでは自治体に対
して内視鏡検診運営委員会（仮称）を設置し，内視
鏡検査医の認定・ダブルチェックを行う医師の認
定・読影委員会の管理・偶発症の把握や対策など
を行うように強く勧めている．また，精度管理を
重視したシステム設計が求められている．
　日常診療においては，すでに胃X線よりも内視
鏡の方がアクセスしやすい検査となっている．任
意型検診である人間ドックでも内視鏡がすでに多
くの施設で導入されており，今後，さらに内視鏡
の果たすべき役割は増えるであろう．しかしなが
ら，今までのところ人間ドック内視鏡においては
必ずしも精度管理が十分でなかったことも否定で
きない．内視鏡は‘やりっぱなし’で終わってはな
らない．日本消化器がん検診学会のマニュアル 9）

では，内視鏡を担当する医師については，日本消
化器内視鏡学会専門医，日本消化器病学会専門
医，日本消化器がん検診学会認定医，あるいは，

それらと相当以上の技量を有することが求められ
ており，人間ドックにおいても習熟した内視鏡医
が担当する必要がある．日本人間ドック学会独自
での検査医の認定は難しいと思われるが，現在，
日本消化器内視鏡学会では従来の専門医に加え，
スクリーニング内視鏡医を教育するシステムの構
築が予定されており，関連他学会と協力して内視
鏡医の技量を担保しなければならない．また，ダ
ブルチェックを含めて施設毎の読影検討会を開催
したり，内視鏡後の精査結果・治療内容を確実に
掌握するように取り組む必要があろう．内視鏡精
度管理を人間ドック健診施設機能評価でのチェッ
ク項目に加えることも考慮すべきであろう．
2）内視鏡スクリーニングの実践
　筆者は長年内視鏡スクリーニングに携わり，‘早
く，楽に，正確に，安全に’検査を行うように努
めてきたが 10），日々心がけていることを表2に示
す 11）．内視鏡は侵襲的検査であり，受診者にとっ
て心理的にも身体的にも優しい内視鏡としなけれ
ば，二度と検査を受けてもらえなくなることもあ
りうることを肝に銘じておく必要があり，また，
偶発症は極力避けなければならない．偽陰性を極
力避けるためには，食道・胃・十二指腸を隈なく
観察し撮影しなければならないが，検査時間が無
用に長くならないように努めなければならない．
　偶発症を避けるためには使用する薬剤はできる
だけ少ない方がよい．蠕動抑制薬としては，従
来，検診では注射薬である抗コリン薬を使用する
ことが多かったが，心悸亢進・口渇・視調節障害

表2　スクリーニング内視鏡実践における基本的心構え（文献11より引用改変）
 1．接遇態度に気をつけ，受診者に声をかけ，緊張感を和らげる．
 2．使用する薬剤はできるだけ少なくする．
 3．適切な時間内で終了する．
 4．胃全体を網羅的に観察し，撮影する（ただし，撮影枚数は過剰にならないように）．
 5．通常光観察が重要である．
 6．狭帯域光観察（NBI，BLI，LCI）も有効活用する．
 7．必要に応じて色素（インジゴカルミン）散布を行う（過剰にならないように）．
 8．NBIやBLIを搭載した機種では，食道観察で併用する．
 9．現時点では，拡大観察はスクリーニングでは必要ないであろう．
10．胃がんを否定できない病変は生検を行う（過剰にならないように）．
11． 胃がんの診断はもとより，Hpについて未感染・現感染・既感染（・不明）を判断し，報告書に記載する．

また，感染者では，その中でリスクが高いかどうかも判定する．

NBI: narrow band imaging，BLI: blue laser imaging，LCI: linked color imaging
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などの有害事象も懸念され，内視鏡通常観察には
抗コリン薬を使用しない施設も多くなっている．
日本消化器内視鏡学会でまとめられた早期胃癌の
内視鏡診断ガイドライン 12）においても「蠕動運動
が激しく観察が難しい症例では，胃蠕動運動抑制
剤の使用を考慮する」となっており，もし，検査
中に蠕動が強く観察に支障がある場合に限り l-メ
ントールを局所散布することで解決できるのでは
ないだろうか．
　一方，嘔吐反射など苦痛が非常に強い場合には
受診者に身体的・心理的負担を与えるのみならず，
十分な観察ができず，中途半端な検査になること
も懸念される．筆者は長年鎮静薬を使用すること
なく，受診者にできるだけ負担をかけないように
スクリーニング内視鏡を行ってきた．しかし，社
会情勢の変遷とともに内視鏡受診者の意識にも変
化がみられ，鎮静薬使用を希望する人が増えてき
ており，日本消化器内視鏡学会の調査報告 13）では
上部消化管内視鏡で鎮静薬をまったく使用しない
施設は24.3％にとどまっていた．そして，早期胃
癌の内視鏡診断ガイドライン 12）のステートメント
では「不安が強い場合や，反射や体動により観察
が難しい症例では，副作用に注意して鎮静剤・鎮
痛剤を使用してもよい」となっている．人間ドッ
クにおける鎮静薬の使用はできるだけ避けたい
が，受診者の要望に応える準備も整えておく必要
があろう．鎮静薬を使用する場合には，人間ドッ
ク健診施設全体で呼吸状態・循環状態の管理や急
変時の迅速かつ的確な対応ができるようにしてお
くことが最低限必要である．内視鏡検診推奨を提
言した斎藤班報告 4）には，内視鏡検診について「重
篤な偶発症に迅速かつ適切に対応できる体制が整
備できないうちは実施すべきでない」と記載され
ており，当然のことであるが，人間ドックにおい
ても安全性の確保は最優先しなければならない．
近年，経鼻内視鏡の進歩はめざましく，画質も良
好となり，多くの人間ドック施設で導入されてい
る．前処置に若干の煩わしさはあるかもしれない
が，鎮静薬を使用することなく，受診者の苦痛を
軽減することができ，人間ドック内視鏡における
さらなる普及が期待される．

　内視鏡観察範囲については，以前は食道・胃・
十二指腸球部とされていたが，現在では咽喉頭か
ら十二指腸下行部まで観察する場合がほとんどで
あり，十二指腸乳頭部腫瘍や非乳頭部腫瘍を発見
することも少なくない．そして，胃全体を網羅的
に観察し，40～50コマ程度の画像で保存する．
20コマでは胃全体を撮影できないが，コマ数が多
ければよいというわけでもない．無駄なく観察
し，撮影しなければならない．
　観察においては通常の白色光観察が基本である
が，色素内視鏡や光デジタル法（狭帯域光観察）な
どの画像強調観察の併用でさらに詳細な所見を認
識でき，質的診断に有用である．使用可能な機器
を有している施設では適宜活用すべきであろう．
　色素内視鏡には，インジゴカルミン散布による
コントラスト法とヨード染色などの染色法があ
る．インジゴカルミン散布により，粘膜模様や病
変境界，周囲の皺襞の状態を観察でき，がんと非
がんの鑑別に有用であろう．ただし，病変を検出
することを目的として全例にインジゴカルミン散
布を行うような過剰な検査は避けるべきであろう．
ヨード染色は食道がんの範囲診断に非常に有用で
あるが，食道粘膜障害をきたし，その回復には
数ヵ月を要する．そして，内視鏡治療を行う場合
には先行するヨード染色により病変範囲を誤って
しまうこともあり，狭帯域光観察の併用を優先す
べきと思われる．
　狭帯域光観察であるNBI（narrow band imaging），
BLI（blue laser imaging）とLCI（linked color imag-
ing）を搭載している内視鏡機器を備えている施設
が増えている．そして，海外の多施設ランダム化
比較試験 14）でNBI観察は白色光観察に比べて，胃
がんの検出率に有意差はなかったが，腸上皮化生
の検出率は有意に高かったと報告されている．本
邦においてもLCIは白色光に比べ，腸上皮化生を
有意に高率に検出できたことが報告されている 15）．
早期胃がんの拾い上げに関してもランダム化比較
試験が行われており，その最終報告が待たれる．
人間ドックなどのスクリーニングにおいてもこれ
ら内視鏡機器の進歩も有効活用すべきである．た
だし，現時点ではスクリーニングにおける拡大観
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察の必要性は低いと思われる．
　胃がんを疑う病変や否定できない病変について
は生検を行い，その費用は健康保険請求できる
が，過剰にならないようにすべきであることはい
うまでもない．なお，抗血小板薬や抗凝固薬を服
薬中の生検については日本消化器内視鏡学会のガ
イドライン 16）に則るべきである．さらに，内視鏡
においては，胃がんの診断はもとより，Hpにつ
いて未感染・現感染・既感染を判断し，また，感
染者では，そのなかでリスクが高いかどうかも判
定すべきである．

胃がん発生の背景胃粘膜
1．慢性胃炎とは
　胃炎は種々の原因で惹起される胃粘膜の炎症の
総称であり，急に発症し大部分が一過性に終わる
ものを急性胃炎，長い経過をたどるものを慢性胃
炎という．以前には上腹部痛やもたれ感，嘔気・
嘔吐などの症状が継続したり，断続的に出現する
「症候性胃炎」を慢性胃炎と称されたこともあった
が，現在では上部消化管症状が慢性的にあるが，
原因となるような悪性腫瘍や消化性潰瘍などの器
質的疾患を指摘できない場合は「機能性ディスペ
プシア」と診断し，保険病名としても収載されて
いる．そして，胃粘膜に好中球浸潤や単核球の炎
症細胞浸潤を中心とする「組織学的胃炎」が存在す
る病態を慢性胃炎ととらえるようになってきてお

り，その主たる原因はHp感染である．そして，
Hp感染による慢性胃炎を土台として，胃がんや
胃潰瘍・十二指腸潰瘍をはじめとする種々の上部
消化管疾患が発生する．したがって，胃炎の状態
を把握することは胃がんスクリーニングにおいて
重要である．
2．Hp感染と胃粘膜状態と注意すべき疾患
　Hpの慢性感染の成立は4～5歳くらいまでの幼
小児期であり，成人での慢性感染はまれと考えら
れている．Hpが感染すると胃粘膜には好中球・
単核球の炎症細胞浸潤を中心とする胃炎が生じ
る．そして，腺窩上皮の菲薄化がみられる胃粘膜
萎縮が出現し進展する．この胃粘膜萎縮の進展ス
ピードには個人差があるが，一般的には男性の方
が女性に比べ速い．胃粘膜の炎症を背景として胃
潰瘍や十二指腸潰瘍，未分化型胃がん，胃MALT
（mucosa associated lymphoid tissue）リンパ腫が
発症する．胃粘膜萎縮が進展し，さらに，腸上皮
化生を伴うと胃がん，特に分化型胃がんや胃腺
腫，胃過形成性ポリープの発生リスクが高くな
る．一方，Hp未感染者の胃粘膜に慢性炎症や萎
縮が生じることはまれであるが，酸分泌が保たれ
ており，胃食道逆流症の発症するリスクが高い．
Hpの慢性感染は幼小児期であり，成人に達した
時にはすでに感染しているルートなのか未感染の
ルートなのか大きく2ルートに分かれている（図
1）17）．

図1　背景胃粘膜状態，ABC分類と注意すべき腫瘍（文献17より引用改変）

Hp感染（幼小児期）

なし あり

胃粘膜萎縮（＋）
胃粘膜炎症改善

胃粘膜萎縮軽度改善

胃粘膜炎症（＋）

胃がん
（分化型＞未分化型）
胃腺腫

胃がん
（未分化型＞分化型）
胃MALTリンパ腫

胃底腺型胃がん
褪色調印環細胞がん
食道胃接合部がん

胃粘膜炎症（－）
胃粘膜萎縮（－）

（除菌）

胃がん
（分化型＞未分化型）
＊地図状発赤との鑑別

B群

A群

E群

C群

（D群）
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3．Hp感染と胃がん発生
　1991年にHp感染と胃がんとの関連が強いこと
が複数の疫学的研究により報告され，1994年に
は世界保健機関（WHO）の下部組織である国際が
ん研究機関（IARC）は「Hpは胃がんの＇definite car-
cinogen’」とコメントした 18）．喫煙が肺がんに対す
る＇definite carcinogen’とされているのと同レベル
の扱いである．また，スナネズミを用いた動物実
験でHp感染により胃がんが発生すること，そし
て，除菌治療により胃がん発生が抑制され，早期の
除菌はその効果を高めることが報告された．
　Uemuraら 19）は厳密にHp感染診断を行った病
院受診患者を対象に10年間のコホート研究を行
い，Hp未感染280例から発生した胃がんは1例も
なかったが，Hp感染1,246例からは36例の胃が
んが発生し，0.5％ /年の頻度であったと報告した．
Matsuoら 20）は胃がん症例3,161例を対象にHp感
染について厳密に検討した結果，未感染者から発
生した胃がんは0.66％にすぎなかったと報告し
た．また，Onoら 21）は内視鏡切除を行った240例
についてHp感染状態を検討し，Hp未感染胃がん
は1例（0.42％）のみであったと報告しており，今
までは我が国の胃がんの多くがHp現感染者や既
感染者から発生していると考えられてきた．
　Hp感染者のなかで胃がんリスクの高いのはど
のような人であろうか．前述のUemuraらの報告 19）

では背景胃粘膜の組織学的検討から腸上皮化生や
胃体部胃炎を伴う高度胃粘膜萎縮では胃がん発見
率が高かったことが示されている．Masuyama
ら 22）は，消化器内科クリニックでの内視鏡検査に
おける胃粘膜萎縮別の胃がん発見頻度の検討を行
い，C- 0で 0 . 04％，C- 1で 0％，C- 2で 0 . 3％，
C-3で0.7％，O-1で1.3％，O-2で3.7％，O-3
で5.3％と萎縮の進展とともに胃がん発見率が高
くなったことを報告している．また，筆者らの人間
ドック内視鏡発見胃がん182例の背景胃粘膜の検
討 23）では，分化型胃がん137例中132例（96.4％）
がopen typeの萎縮を呈していたのみならず，未
分化型胃がんでも45例中33例（73.3％）がopen 
typeの萎縮を呈していた．さらに，11年間にわた
る内視鏡経過観察においても初年度の胃粘膜萎縮

が進展していたグループで胃がん発見率が高かっ
た．これらより，Hp感染胃炎のなかで胃粘膜萎
縮の程度が重要であることは明らかである．な
お，胃粘膜萎縮の進展した状態で発生する未分化
型胃がんもあるが，一般的には胃粘膜萎縮は分化
型胃がんの発生リスクが高いと考えられている．
　萎縮性胃炎以外に胃がんリスクの高いHp感染
胃炎としては，鳥肌胃炎と皺襞腫大型胃炎が知ら
れており，これらにおいては未分化型胃がんのリ
スクが高い．

胃がん罹患リスクの評価
1．胃X線による評価
　胃小区の状態と皺襞の性状と分布を読影し，そ
の組み合わせにより，Hp感染状態をおおよそ判
定できる．
　胃小区については，Hp未感染者では体部では
認識できないほどの滑らかな粘膜であることがほ
とんどである．また，前庭部においても平滑で胃
小区が認識されないことが多いが，微細でほぼ均
一，淡い網目状を呈する胃小区が観察できること
もある．一方，Hp感染者では多角形～顆粒状の
胃小区を呈する 24）．
　皺襞については，中島ら 25）は，Hp未感染者の
特徴として6S（slim：細い，small：背が低い，
slow：立ち上がりがなだらか，smooth：表面・
辺縁が平滑，soft：やわらかい・伸展して細くなる，
straight：まっすぐ・屈曲がない）を挙げている．
逆に，太い・丈が高い・立ち上がりが急峻・平滑
ではない・硬い・蛇行や屈曲があるなどがHp感
染を示唆する所見である．
　伊藤ら 26）は，皺襞の分布・広がりについて胃体
部4分割評価法を提案している．すなわち，仰臥
位二重造影でみえている胃体部を胃角から垂直に
ひいた線までの範囲で十字に4分割し，皺襞が描
出されている区域数を0～4段階に分類するもの
であり，0区域を高度萎縮，1～2区域を中等度萎
縮，3区域を軽度萎縮，4区域を萎縮なしとして
いる．Hp現感染者や既感染者では0～3区域での
皺襞描出となる．一方，Hp未感染者では4区域
で皺襞を確認できることになるが，空気量が多く
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過伸展すると，背臥位二重造影では体部の皺襞が
不明瞭となり，あたかも消失したようにみえる場
合もある．1枚の画像だけではなく，すべての画像
をシリーズとして総合的に評価する必要があろう．
2．内視鏡による評価
1）内視鏡によるHp感染状態の評価
　これまでの国内外での胃炎診断・分類を踏まえ
たうえで，胃がんリスクを反映し，Hp未感染，
現感染，既感染（除菌後含む）を区別できることを
最大の目的として，2014年9月に「胃炎の京都分
類」27）が発刊された．その後，2017年にQ and A，
2018年11月に改訂第2版 28）が出版された．また，
英語版が2017年に，中国語版が2018年に出版さ
れ，韓国語版も近々出版予定である．
　その総括表では，萎縮，びまん性発赤，腺窩上
皮過形成性ポリープ，地図状発赤，黄色腫，ヘマ
チン，稜線状発赤，腸上皮化生，粘膜腫脹，斑状
発赤，陥凹型びらん，皺襞腫大・蛇行，白濁粘液，
胃底腺ポリープ，点状発赤，多発性白色扁平隆
起，RAC（regular arrangement of collecting 
venules）29），鳥肌，隆起型びらんの19の所見を取
り上げ，総合的にHpについて未感染・現感染・
既感染を判断することを示している（表3）．しか
し，人間ドックなどのスクリーニングにおいては
煩雑過ぎるとの指摘もある．キーポイントは，体
下部小弯から胃角に注目し，萎縮がなく，RACが

明瞭に観察できれば，ほぼ未感染と判断できる．
そして，胃底腺ポリープや稜線状発赤が存在すれ
ば，さらにHp未感染の確定診断に近づくことが
できる．C-2以上の萎縮があれば，現感染あるい
は既感染の可能性がきわめて高く，びまん性発赤
の有無により現感染か既感染かを区別できること
が多い（表4）．ただし，びまん性発赤については
客観的な判断が難しいこともあり注意を要する．
除菌に成功した症例では，固有胃腺の回復により
体部小弯の萎縮粘膜がまだらでその合間にRAC
に類似した所見を観察できることが多く，現感
染・既感染の鑑別に役立つ．また，除菌後には地
図状発赤や斑状発赤が出現し，感度はそれほど高
くないが，特異度は高い所見である．
　鳥肌や皺壁腫大はその特徴的内視鏡像から診断
は容易なことが多いが，微細な鳥肌所見について
は前庭部の前後壁を接線方向から観察することで
認識できることがある．そして，狭帯域光観察
（NBI，BLI・LCI）やインジゴカルミン散布による
色素内視鏡で明瞭となる．これらの胃炎について
は胃底腺領域に未分化型胃がんが発生していない
かどうか注意深く観察しなければならず，また，
定期的内視鏡の勧奨も必要である．
　検査報告書には，内視鏡によるHp感染状態の
判断を記載すべきであろう．そして，現感染を疑
う場合にはHp感染診断・除菌治療へと誘導する

表3　胃炎の京都分類（総括表）（文献27より引用改変）
局　在 内視鏡所見 英語表記 H. pylori感染 H. pylori未感染 H. pylori除菌後

胃粘膜全体

萎縮
びまん性発赤
腺窩上皮過形成性ポリープ
地図状発赤
黄色腫
ヘマチン
稜線状発赤
腸上皮化生
粘膜腫脹
斑状発赤
陥凹型びらん

atrophy
diffuse redness
foveolar-hyperplastic polyp
map-like redness
xanthoma
hematin
red streak
intestinal metaplasia
mucosal swelling
patchy redness
depressive erosion

○
○
○
×
○
△
△
○
○
○
○

×
×
×
×
×
○
○
×
×
○
○

○～×
×
○～×
○
○
○
○
○～△
×
○
○

胃体部 皺襞腫大，蛇行
白濁粘液

enlarged fold, tortuous fold
sticky mucus

○
○

×
×

×
×

胃体部～穹窿部
胃底腺ポリープ
点状発赤
多発性白色扁平隆起

fundic gland polyp
spotty redness
multiple white and flat elevated lesions

×
○
△

○
×
○

○
△～×
○

胃体下部小彎
～胃角小彎 RAC regular arrangement of collecting venules × ○ ×～△

胃前庭部 鳥肌
隆起型びらん

nodularity
raised erosion

○
△

×
○

△～×
○

○：観察されることが多い，×：観察されない，△：観察されることがある
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ことが望まれる．また，胃がんリスクの高いこと
が知られている胃粘膜萎縮についてはその拡がり
の程度を検査報告書に記載すべきである．そのな
かでもopen typeの萎縮については，逐年内視鏡
を必ず勧めるべきである．
2）内視鏡による胃がんリスク評価
　「胃炎の京都分類」27,28）では，内視鏡所見による
胃がんリスクのスコア化も提案されている．具体
的には，萎縮（A: atrophy）はC-0とC-1を0点，
C-2とC-3を1点，O-1以上を2点としている．
腸上皮化生（IM: intestinal metaplasia）は認めない
ものを0点，前庭部のみ認めるものを1点，前庭
部と胃体部に認めるものを2点としている．また，
びまん性発赤（DR: diffuse redness）についても，
なし：0点，軽度：1点，高度：2点の3段階に分
けている．皺襞腫大（H: hypertrophy）と鳥肌（N: 
nodular）については，その有無により1点，ある
いは，0点としている．そして，それらの全因子
を表示し，合計スコアを記載する．Hp未感染の
場合には0点，Hp感染による前庭部胃炎優位の
場合は1～3点，胃体部萎縮が進展した場合には
3～8点となるように設定されている．すなわち，
分化型胃がんの背景胃粘膜ではスコアが高いが，
未分化型胃がんの背景胃粘膜ではそれほど高くな

らないことが予想される．
　Sugimotoら 30）は，早期胃がん189例とHp胃炎
932例について，胃がんリスクの内視鏡所見スコ
アの構成要素を後ろ向きに比較検討し，早期胃が
んでは萎縮と腸上皮化生のスコアがHp胃炎に比
べ有意に高かったこと，また，多変量解析では腸
上皮化生と男性のみが有意なリスク因子であった
ことを報告している．筆者らの胃がん症例と胃が
んのない症例の比較検討では，現感染者において
は萎縮と腸上皮化生と合計点数が有意に高く，既
感染者（除菌後）では萎縮と合計点数が有意に高い
結果であった 31）．
　胃がんリスクの内視鏡所見スコアに用いられて
いない所見としては，Sekikawaら 32）は多変量解
析を用いた前向き研究により，open typeの萎縮
とともに黄色腫が独立したリスク因子であったこ
とを報告している．
　今後，胃がんリスクの内視鏡所見スコアが，人
間ドックなどスクリーニングの現場で本当に有用
なのかどうか，早急に大規模な前向き研究で検証
する必要がある．また，生物学的悪性度の高い未
分化型胃がんをターゲットとすると，各構成要素
の点数配分の修正が求められるかもしれない．さ
らに，今後遭遇することが多くなると思われる除

表4　内視鏡的背景胃粘膜チェックシート（改訂版）（文献28より引用改変）
内視鏡施行日：
氏名：　　　　　　　　　　　　　　　性：　　　年齢：　　　　ID：
内視鏡診断：
H. pylori感染診断：未感染・現感染・既感染・その他（　　　　　　）・不明
施行医：

未感染に関連する所見
RAC 0．あり 1．なし
胃底腺ポリープ 0．あり 1．なし
稜線状発赤 0．あり 1．なし
隆起型びらん 0．あり 1．なし

感染に関する所見
萎縮（木村・竹本分類） 0．C0・C1 1．C2以上
腸上皮化生 0．なし 1．あり
皺襞腫大 0．なし 1．あり
鳥肌 0．なし 1．あり
陥凹型びらん 0．なし 1．あり
びまん性発赤 0．なし 1．あり
地図状発赤 0．なし 1．あり
＊びまん性発赤は現感染，地図状発赤は既感染を示唆する所見である．
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菌後胃がんのリスク因子に関する検討も必要であ
ろう．
3．検体検査による胃がんリスク評価
1）Hp診断法
　Hpは微好気性グラム陰性桿菌であり，ウレ
アーゼ活性が非常に強いという特徴がある．微生
物の一般的検査法としての培養法，鏡検法，抗原
検査，抗体検査に加え，ウレアーゼ活性を検出す
る方法として，迅速ウレアーゼ試験（RUT）と尿素
呼気試験（13C-UBT）が日常的に用いられている．
尿素が分解され，アンモニアが発生しpHが変化
することを利用したのがRUTであり，試薬とし
てフェノールフタレインなどが用いられる．
13C-UBTでは，13Cで標識された尿素を内服し，
呼気中の二酸化炭素のなかに 13Cで標識された二
酸化炭素の割合が増えるかどうかを測定する．
　Hp検査法のうち，培養法・鏡検法・RUTは内
視鏡と生検が必要であり，便中抗原，尿中抗体，
血清抗体，UBTは内視鏡は不要である．培養法
は薬剤感受性が判断できるという大きなメリット
はあるが，結果判明までに数日を要し，また，若
干感度が低いというデメリットがある．鏡検法は
通常のヘマトキシリン・エオジン染色のみでは判
断が難しく，ギムザ染色などを追加することが多
く，病理医により判断の乖離を認めることがあ
る．しかし，同時に組織学的胃炎の程度を評価で
きるという大きなメリットがある．RUTは迅速に
判定でき，内視鏡直後に除菌治療を開始すること
ができる．ただし，これらの内視鏡・生検を必要
とする方法はいずれも‘点’診断にすぎず，除菌判
定には適していない．除菌判定にはUBTあるい
は便中抗原により，胃全体の感染状態を‘面’で評
価する必要がある．
2）スクリーニングに用いる血清抗体
　スクリーニングに用いるためには，非侵襲性で
簡便で一度に多数の検査ができ，また，できるだ
け安価であることが望まれ，今のところ血清抗体
が最も適している．我が国における血清Hp抗体
測定には長い間ELISAであるEプレート‘栄研’H.
ピロリ抗体Ⅱが用いられてきたが，最近では自動
生化学測定装置で簡便に測定できるラテックス法

であるLタイプワコーH.ピロリ抗体・J，H.ピロ
リ－ラテックス「生研」，LZテスト‘栄研’H.ピロ
リ抗体も上市されている．これらの検査キット
は，一部にはカットオフ値を再検討することが望
ましいものもあるが，いずれも現感染と未感染の
診断に関しては良好な精度である．ただし，永久
抗体ではなく，除菌治療などによりHpが消失し
た後には抗体価は徐々に低下し，陰性化する症例
も多い．すなわち，除菌後などの既感染者が多く
含まれるにつれ診断精度は低下し，また，除菌後
のワンポイントの抗体価でHp除菌の成否を判定
することはできない．除菌既往がはっきりしてい
る受診者にはHp抗体価測定の対象としては適し
ていないことを説明しなければならない．また，異
なる検査キットで測定した抗体価については比較
することはできないことも知っておくべきである．
3）血清ペプシノゲン
　消化酵素ペプシンの前駆体であるペプシノゲン
（PG）の大部分は胃内に分泌するが，一部は血中
に流出する．免疫学的に胃底腺領域の主細胞から
分泌されるPGⅠと胃底腺のみならず幽門腺や噴
門腺，ブルンネル腺からも分泌されるPGⅡに分
けられる．
　そして，Hp未感染で炎症や萎縮を認めない人
のPGⅠは40～50ng/mL，PGⅡは8～10ng/mL，
Ⅰ/Ⅱ比は5.0以上を呈することが多い．人間ドッ
ク受診者を対象としてHp感染診断に関するPG
値の精度についてReceiver operative curve（ROC）
で検討したところ，Area under the curve（AUC）
はPGⅠでは0.616と低かったが，PGⅡでは0.942，
PGⅠ/Ⅱ比では0.958と十分高かった．そして，
PGⅡではカットオフ値11.4ng/mL，PGⅠ/Ⅱ比
ではカットオフ値4.4で最も精度が高かった 33）．
すなわち，PGⅡとPGⅠ/Ⅱ比をみることでHp
感染の有無を推定することもある程度可能である．
　Hp感染に伴う炎症が生じると萎縮が軽いうち
はPGⅠとPGⅡはともに上昇し，PGⅠ/Ⅱ比は
低下する．そして，萎縮が進展すると胃底腺から
分泌されるPGⅠが低下し，PGⅠ/Ⅱ比はさらに
低下する．PGⅡは非常に高度の萎縮となってやっ
と低下する．以上のように血清PGは胃粘膜の炎
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症と萎縮を反映するため変動が複雑である 34）．
　そのなかで中等度以上の胃粘膜萎縮を拾い上げ
る方法がPG法であり，一般的にはPGⅠ≦70ng/
mLかつⅠ/Ⅱ比≦3.0を陽性とする 35）．なお，そ
のなかで，PGⅠ≦50ng/mLかつⅠ/Ⅱ比≦3.0
を中等度陽性，PGⅠ≦30ng/mLかつⅠ/Ⅱ比≦
2.0を強陽性と亜分類することもある．
　胃粘膜萎縮を評価する方法としては，組織学的
検査や内視鏡で木村・竹本分類による萎縮の拡が
りをみる方法や胃液検査・24時間pHモニタリン
グで酸分泌能を評価する方法があるが，いずれも
侵襲性がある．一方，PG法は簡便な血液検査で
あり，客観性があり，誰が評価しても同じ結果が
得られる．
4）胃がんリスク層別化検査（ABC分類）
　繰り返しになるが，今までのところ我が国にお
ける胃がんの発生にはHp感染が最も大きく関与
しており，そのなかで進展した胃粘膜萎縮は胃が
ん高リスクである．これらの背景胃粘膜状態の評
価は内視鏡専門医にとってそれほど難しいもので
はないが，客観性も求められる．
　簡便な血液検査であるHp抗体とPG法の組み
合わせで胃がんリスクを層別化する方法がABC
分類 36-40）であり，1995年に松江赤十字病院人間
ドックでHp抗体（－）PG法（－）をA群，Hp抗体
（＋）PG法（－）をB群，Hp抗体（＋）PG法（＋）をC
群，Hp抗体（－）PG法（＋）をD群として実践を開
始した．理論的には，A群はおおむねHp未感染
のグループ，B群はHp感染に伴う炎症はあるが
萎縮は軽度のグループ，C群はHp感染に伴う萎
縮の進展したグループ，D群は萎縮の高度進展に
伴いHpが検出できなくなったグループと考えら
れ，それ以外には自己免疫性胃炎（A型胃炎）も含
まれる．感度の良好なHp抗体を用いるとD群は
非常に少数となり，PG法陽性すべてを高度萎縮
のC群とまとめてABC3群分類で運用することが
スクリーニングの現場では実践的と思われる．
Hp慢性感染は幼小児期に成立し，成人後の感染
はまれである．すなわち，成人で行うスクリーニ
ングでA群と判定された人がその後B群やC群
（D群を含む）に移行することは理論的にはまれと

思われる（図1）．
　ABC分類と内視鏡を同じ日に行った人間ドック
受診者8,286名を対象として各群における胃がん
発見率を検討すると，C群で1.87％（39/2,089），
B群で0.21％（7/3,395），A群で0％（0/2,802）で
あり，各群間で有意差を認めた 39）．さらに，ABC
分類を実施した以降の胃がん発見率もC群>B
群>>A群であった．また，Terasawaら 41）はメタ
アナリシスにより，ABCD4群分類では明らかな
有意差を示すことはできなかったが，ABC3群分
類では各群間に胃がん罹患リスクに有意差がみら
れたと報告し，有効性評価に基づく胃がん検診ガ
イドライン2014年度版（斎藤班報告）4）にも掲載さ
れている．
　さらに，ABC分類により胃がんのみならず，そ
の他の上部消化管疾患のリスク評価も可能であ
る．胃腺腫のリスクはC群>>B群>>A群であり，
胃過形成性ポリープのリスクもC群>B群>A群で
ある．消化性潰瘍のリスクはB群>C群>>A群で
あり，特に十二指腸潰瘍において顕著である．一
方，逆流性食道炎はA群>B群>C群である．人間
ドックにおいては，もちろん胃がんは最も重視し
なければならない疾患であるが，逆流性食道炎を
はじめ，その他の上部消化管疾患への対応も望ま
れ，簡便な血液検査による各疾患のリスク評価を
もっと活用してもよいのかもしれない．
　ABC分類の最大の問題点はA群のなかにHp既
感染者や感染持続者が混入し，そのなかから発生
する胃がんが存在することである．Hp除菌に成
功すると，組織学的胃炎の改善に伴い，血清PG
Ⅰ，PGⅡともに低下するが，PGⅡの低下率の方
が大きく，PGⅠ/Ⅱ比は上昇し，萎縮の進展した
症例でも3.0以上になることがほとんどである．
すなわち，萎縮性胃炎があってもPG法陰性に
なってしまう．また，時間の経過とともに血清
Hp抗体価も低下し陰性化することが多く，除菌
後に仮にABC分類を行うと＇A群’となってしまう．
除菌後の既感染者と未感染者では胃がんリスクは
明らかに異なり，Hp除菌後例はE群（eradication
群）としてABC分類判定を行わないことが原則で
ある 42）．
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　さて，ABC分類の構成要素として胃粘膜萎縮
を拾い上げるPG法が用いられているが，血清PG
値は胃粘膜の萎縮のみならず炎症も反映する．そ
して，未分化型胃がんのリスクが高いとされてい
る鳥肌胃炎では血清PG値，特に，PGⅡ値は高く，
高度の胃粘膜炎症を反映する高PGⅡ血症にも注
目すべきであろう．
4． 症例呈示；胃がんリスクの高い高度胃粘膜萎
縮（図2）

　症例は60代の女性．消化器症状はなかったが，
職場の健康診断時に胃がんリスク層別化検査を
受けたところ，血清Hp抗体（LZテスト‘栄研’H.
ピロリ抗体：カットオフ値10U/mL）：38U/mL
と陽性，血清PG値はPGⅠ : 25.5ng/mL，PGⅡ : 
21.3ng/mL，PGⅠ/Ⅱ比：1.2，PG法強陽性で
あり，ABC分類ではC群に分類された．内視鏡
目的で来院され，細径スコープ（EG-L580NW：
富士フイルム，東京）を用いた内視鏡を行った．
前庭部には小弯中心に広範囲に腸上皮化生を認め，
BLI-brightでは灰白色調を呈していた（図2-a）．
また，体部小弯には高度の萎縮粘膜を認めた（図
2-b）．そして，O-3の高度萎縮を呈しており，体
部大弯にはびまん性発赤を認め，Hp現感染と判
断した（図2-c）．胃がん内視鏡リスク評価では
A2IM1H0N0DR2で合計5点となる．Hp感染に伴
う高度胃粘膜萎縮例であり，胃がんリスクは高い
と考えられる．内視鏡時に行ったRUTで現感染
を確認し，除菌治療を行った．

ヘリコバクターピロリ（Hp）除菌治療
1．Hp除菌治療の実際
　2000年に胃潰瘍・十二指腸潰瘍に対してHpの
検査ならびに除菌治療の保険適用が認められ，
2010年に早期胃がん内視鏡治療後胃・胃MALT
リンパ腫・特発性血小板減少性紫斑病（現：免疫
性血小板減少症）が適応疾患に追加され，さらに，
2013年には内視鏡診断という前提条件はあるも
のの胃炎にも保険適用が拡大された．すなわち，
Hp感染胃炎すべてに除菌可能となり，除菌治療
を受けている人が多くなっている．
　一次除菌治療薬としてはプロトンポンプ阻害薬
（PPI）（1日量は通常の倍量）＋アモキシシリン
（AMPC）（1日量1,500mg）＋クラリスロマイシン
（CAM）（1日量400mg，あるいは，800mg），二
次除菌治療薬としてはPPI（1日量は通常の倍量）＋
AMPC（1日量1,500mg）＋メトロニダゾール
（MNZ）（1日量500mg）が認められている．呼吸
器科や小児科でCAMが多く使用されることでそ
の耐性菌が増え，近年一次除菌成功率の低下が問
題となっていたが，カリウムイオン競合型アシッ
ドブロッカー（P-CAB）の登場により約90％が一
次除菌に成功するようになった 43）．
　除菌治療は大部分の人にとっては安全に行うこ
とができるが，有害事象として薬疹，軟便・下痢，
口腔内違和感・味覚異常などが出現することがあ
る．薬疹の頻度は数％以内であるが，その多くは
ペニシリンアレルギーによるものと考えられ，出
現した場合には中止しなければならない．軟便・

図2　胃がんリスクの高い高度胃粘膜萎縮の内視鏡像
図2-a：前庭部小弯にBLI-bright観察で灰白色調を呈する腸上皮化生を広範囲に認める．
図2-b：体部小弯は高度萎縮粘膜である（LCI観察，反転像）．
図2-c：O-3の高度萎縮を呈し，体部大弯にはびまん性発赤も認める（通常白色光観察）．

ca b
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下痢は10数％にみられるが，その大部分は一過
性で軽微である．しかし，時に出血性腸炎をきた
すことがあり，血便や強い腹痛，1日10回以上の
下痢が出現する場合には早期に受診するようにあ
らかじめ説明している．CAMによる味覚異常は
数％にみられるが，内服終了後速やかに改善する
ことがほとんどである．なお，二次除菌治療に用
いるMNZはアルコールとの相互作用があり，二
次除菌治療時には禁酒しなければならない．
　Hp除菌治療に成功すると，好中球・単核球の
炎症細胞浸潤が著明に軽減，すなわち，組織学的
胃炎が改善し，胃粘膜萎縮も軽度改善傾向を示
す．これらの組織学的な改善の結果として，十二
指腸潰瘍・胃潰瘍の再発率が著明に低下する．ま
た，胃MALTリンパ腫の80％程度は消退し，胃
過形成性ポリープは縮小・消失し，免疫性血小板
減少症の50～60％は改善する．
　除菌治療のデメリットとしては，前述した除菌
治療薬の有害事象のほかに，除菌治療後の胃食道
逆流症，体重増加などが挙げられる．
2．Hp除菌治療による胃がん発生リスクの低下
　Uemuraら 44）は，早期胃がん内視鏡治療後の患
者に対するHp除菌治療は二次がん発生予防の可
能性があることを最初に報告した．その後，我が
国で多施設共同無作為化比較試験を行い，早期胃
がん内視鏡治療後患者においては，ハザード比
0.339（95％信頼区間：0.167－0.729）で二次が
ん発生率が低下することを示した 45）．
　そして，2014年 IARCはHp除菌による胃がん
予防策を推奨した 46）．また，「がん予防重点健康
教育及びがん検診実施のための指針（厚生労働省
健康局長通知：平成28年2月4日一部改正）」では，
胃がんに関する正しい知識並びに胃がんと食生
活，喫煙，ヘリコバクターピロリの感染等との関
係の理解等について健康教育を行うように，ま
た，除菌治療等の一次予防と二次予防（検診）を緊
密な連携を確保し実施するように示されている．
そして，2013年にHp診療の保険適用が胃炎にま
で拡大されてからは，胃がん発生予防を期待して
除菌治療を希望する人が非常に多くなっている．
　しかしながら，Fordら 47）はメタアナリシスで，

胃がんや消化性潰瘍にないHp胃炎のみに対する
胃がん発生予防効果は，有意差は認められたもの
のオッズ比は0.66（95％信頼区間：0.46－0.95）
と限定的であったと報告している．また，Kamada
ら 48）は，後ろ向き研究で除菌後の胃がん発見率は
0.2％ /年であったと報告しており，Uemuraら 19）

の感染持続者の0.5％ /年に比べ半減しているも
のの，除菌により医療終了でないことは明らかで
ある．
　もちろん，Hp感染者は健常者ではなく，組織
学的に明らかなHp感染胃炎という器質的疾患を
有しており，胃がん発生リスクの低下を目指し，
除菌治療を積極的に進めることに異論はない．た
だし，Hp未感染者と同レベルにはならないこと
を忘れてはならない．

今後の人間ドックにおける上部消化管疾患
対策
1． Hp感染者への対策：診療とのコラボレーション
（図3）

　胃がんの早期発見のためには，無症状者を対象
とする人間ドック・健診・検診によるスクリーニ
ングが重要である．検査の入り口は胃X線でも内
視鏡でもよいが，精度の高い検査で的確な胃がん
診断を行うとともに，Hp感染など胃がんリスク
を把握する必要がある．胃がんリスクの把握には
簡便な血液検査であるABC分類を有効活用すれ
ば受診者は増えると思われる．
　「がん予防重点健康教育及びがん検診実施のた
めの指針」では，対象年齢を従来の40歳以上から
原則50歳以上と引き上げ，また，検診間隔を原
則隔年とした．対象年齢の引き上げられた最大の
要因は40代の胃がん罹患率の低下によるもので
あるが，年齢だけで設定してよいのであろうか．
40代での胃がん罹患率低下は同年代のHp感染率
低下に伴うものである．換言すれば，Hp感染者
は40代であろうと，あるいは，もう少し若い世
代でも胃がんリスクがある．対策型検診は集団の
死亡率減少を目的としているが，任意型検診であ
る人間ドックでは受診者一人ひとりの死亡率低下
のみならず，病気が発生した場合にはできるだけ
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早期に発見し侵襲性の低い治療で完治させるこ
と，さらに，疾病発生予防も求められる．人間
ドックや健診においては，入社時，あるいは，30
歳時など年齢を定めてHp検査を行うことも望ま
れる．
　そして，Hp感染を疑われる受診者には内視鏡
で胃がんが発生していないこと，ならびに，Hp
胃炎があることを確認したうえで，保険診療で積
極的に除菌治療を行い，胃炎を改善させることで
胃がんリスク軽減を図るべきであろう．ただし，
除菌による胃がんリスク軽減は限定的であり，未
感染者と同じレベルになるわけではなく，除菌後
のサーベイランスが非常に重要である．その重要
性を理解してもらうためにも，除菌治療は一次予
防というよりは1.5次予防と位置付けた方がよい
のかもしれない．このサーベイランスは除菌治療
を行った医療機関で行うのでもよいが，長期間に
わたるものであり，人間ドック・健診・検診の場
に戻るべきであろう（図3）49）．人間ドックと保険
診療をともに行っている医療機関においては，除
菌前後の医療情報を共有でき，受診者にとって大
きなメリットになるであろう．
2． Hp感染率低下，除菌治療普及時代における
人間ドックでの内視鏡観察

1）Hp除菌後胃がん（図1）
　我が国におけるHp感染率は急速に低下してい
る．すなわち，1960年代までに生まれた世代の
感染率は高いが，1970年代以降に生まれた世代，

特に2000年代以降に生まれた世代の感染率は急
速に低下している．また，2013年のHp保険診療
の適用拡大後，除菌治療を受ける人が非常に多く
なっている．その結果，人間ドックや健診の受診
者のなかでHp現感染の占める割合が急激に低下
しており，未感染者や既感染者の占める割合が多
くなっている．
　そのなかで発見される胃がんについてもHp現
感染者が減少し，既感染者（多くは除菌後）の割合
が増えている．除菌によりびまん性発赤が消失
し，そのなかに潜んでいた発赤調の早期胃がんが
認識しやすくなることもあり，除菌1年後の内視
鏡が推奨される．一方，除菌後例においては，除
菌後出現する地図状発赤や斑状発赤との鑑別が困
難な胃がんが発生することも知られており，注意
深い観察が望まれる．
　除菌後胃がんの特徴としては，Kamadaら 48）は
大きさは20mm未満，部位はL～M領域，肉眼型
は0-Ⅱc，組織型は高分化型管状腺がん（tub1）を
中心とする分化型が多かったと報告している．一
方，Takeら 50）は消化性潰瘍に対する除菌後の長
期観察では分化型と未分化型はほぼ同等であった
と報告しており，Hp現感染例と同じく定期的な
注意深い内視鏡観察が必要である（図1）．除菌後
発見胃がんの背景胃粘膜については，Takeら 51）は
消化性潰瘍患者を対象とした検討で，除菌前の胃
粘膜萎縮が高度なグループほど胃がん発生頻度が
高いことを報告している．

図3　人間ドック・胃がん検診からHp除菌治療へ，除菌成功後も定期的画像検査（文献49を引用改変）
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　過去には除菌後胃がんは除菌治療後5年以内に
発見されることが多いとされていたが，除菌後10
年以上経過後に発見される胃がんも少なくない．
春間ら 52）は除菌後10年以上経過して発見された
胃がんの多施設共同調査において，そのほとんど
が除菌前にC-3以上の胃粘膜萎縮があったことを
報告している，除菌前に胃粘膜萎縮が進展してい
る症例，特にopen typeにおいては10年以上経っ
ても胃がん発生に留意してサーベイランスを継続
する必要があろう．
2）Hp未感染胃がん（図1）
　Hp未感染者の増加に伴い，人間ドック・健診・
検診において未感染胃がんに遭遇することもまれ
ではなくなってきている．
　Hp未感染者においては，まず噴門部領域のが
んに注意しなければならない．このなかには噴門
がんのみならず，バレット食道腺がんが含まれ
る．内視鏡観察においては，深吸気での食道側か
らの食道胃接合部の丁寧な観察が望まれ，また，
スコープ反転操作による胃側からの観察も必要で
ある．スコープ先端部の湾曲が不十分になると反
転操作による噴門部の十分な観察ができなくな
り，内視鏡機器の日々のメインテナンスも当然行
わなければならない．
　Hp未感染者に発生する非噴門部の胃がんの代
表的なものの一つとして胃底腺型胃がん 53）があ
る．これは胃底腺領域の主細胞由来であり，内視
鏡所見としてはU領域に粘膜表面の変化は乏し
く，粘膜下腫瘍様を呈することが特徴的であり，
毛細血管の拡張所見がみられることが多い．な
お，一般的には予後は良好なことが多い．
　また，M領域に境界明瞭な褪色調粘膜を特徴と
し，肉眼型は0-Ⅱb，あるいは，0-Ⅱcの形態を
呈し，組織学的には印環細胞がんに遭遇すること
も少なくない．その大部分は粘膜内にとどまる病
変であり，多くは内視鏡的粘膜下層剥離術で治療
されている．今までのところHp未感染者におけ
るM領域の未分化型進行がんの報告はほとんど
なく，この褪色調粘膜を特徴とする病変が浸潤す
ることは少ないのかもしれない．
　さらに，最近，U領域に発生するラズベリー型

胃がんが報告されているが，この病変の意義につ
いては今後議論が必要であろう．
3）注意すべき病変
①自己免疫性胃炎（A型胃炎）
　Hp感染以外が原因の慢性胃炎としては，抗壁
細胞抗体や抗内因子抗体の存在により，壁細胞が
破壊され，無酸症をきたす自己免疫性胃炎（A型
胃炎）が知られている．形態学的には穹窿部～体
部の胃底腺領域に高度萎縮を認めるが，前庭部の
幽門腺領域には萎縮が存在せず，いわゆる‘逆萎
縮’の状態を示す．血液検査では，PGⅠは15ng/
mL以下，Ⅰ/Ⅱ比は1.5以下と非常に低値を示す
ことがほとんどである．また，血清ガストリンは
800pg/mL以上の著明高値を呈することが多い．
　Hp感染率が高い時代にはHp感染胃炎のなかに
隠れていたことも考えられ，感染率の低下に伴
い，今後，人間ドック内視鏡においても遭遇する
ことが増えることが予想される．悪性貧血の原因
となっている場合にはVitB12の補充が必要であ
るが，一般的には胃カルチノイドや胃がんの発生
に注意して，内視鏡によるサーベイランスを行わ
なければならない．
②胃食道逆流症（GERD）
　Hp未感染者に胃粘膜萎縮が出現することはま
れであり，酸分泌は保たれている．また，食事の
欧米化に伴い胃酸分泌も亢進し，肥満者も増え，
胃食道逆流症（GERD）が増えている．そして，人
間ドック内視鏡においても逆流性食道炎の頻度が
高くなっている．GERDの発生機序としては，①
胃内に充分な胃酸が存在すること，②食道に胃酸
が逆流しやすいこと，③逆流した胃酸に食道が過
敏に反応することが挙げられる．したがって，薬
物治療以外の対応としては，胃酸逆流を少なくす
るためには，腹圧がかからないようにし，一過性
下部食道括約筋（LES）弛緩を防止しなければなら
ない．腹圧のかかる体型としては肥満や亀背など
があげられ，肥満防止や骨粗鬆症予防，また，日
常生活においてはなるべく前かがみになることを
避けるなどの注意が必要である．食生活習慣とし
ては，食べ過ぎたり，よく噛まずに早食いしたり
すると胃の伸展刺激により一過性LES弛緩を起こ
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してしまう．また，飲酒や喫煙もGERD症状を悪
化させることが知られている．すなわち，人間
ドックにおける生活習慣に関する指導はGERD予
防に重要な役割を果たすと期待される．我が国で
は，まだバレット腺がんの発生率は低いが，今後
注意していかなければならない疾患である．
③胃以外の悪性腫瘍
　食道がんはその罹患率から単独の対策型検診は
行われていないが，人間ドックでは食道の観察を
実施しているところがほとんどであろう．そし
て，食道扁平上皮がんに対して飲酒，喫煙，高齢
男性がリスク因子であることが知られており，特
に高リスクの受診者に対しては内視鏡，X線いず
れにおいても注意深い検査が望まれる．アルコー
ルは体内ではアセトアルデヒドとなり，アセトア
ルデヒド脱水素酵素2（ALDH2）で酢酸に分解さ
れる．ALDH2低活性者では食道がんの発がん物
質であると考えらえているアセトアルデヒドが蓄
積され，食道がんリスクが高くなる 54）．すなわ
ち，少量のアルコールでも赤ら顔になる‘フラッ
シャー’や，若いころはアルコールに弱かったが
鍛えて強くなった人は食道がんリスクが高い．以
前は高リスク者に対してヨード染色による早期発
見を試みる報告もあったが，食道粘膜傷害や受診
者の苦痛も懸念される．内視鏡機器の進歩はめざ
ましく，狭帯域光観察（NBI，BLI）による注意深い
食道粘膜の観察を重視すべきであろう．食道扁平
上皮がんの高リスク者は咽頭がん・喉頭がんのリ
スクも高く，同部位の狭帯域光観察も必要である．
　また，我が国での頻度は今までのところ高くな
いが，今後増えるかもしれないバレット腺がんに
も注意を要する．前述したように，そのほかの食
道胃接合部がんも含め，食道胃接合部の十分な観
察が望まれる．
　さらに，十二指腸下行部における非乳頭部がん
や腺腫も発見されるようになっており，咽喉頭か
ら，食道，胃，十二指腸球部，そして，十二指腸
下行部まで上部消化管全体の病変に対応しなけれ
ばならない．

おわりに
　人間ドックをはじめとする任意型検診では，個
人の死亡リスクを下げることが目的とされている
が，受診者の立場からはそれ以上に罹患リスクの
低下や健康維持を望んでいる．胃がんなどの疾患
が発生した場合にはより早期に発見されることを
期待しており，上部消化管検査の中心は内視鏡と
なるであろう．強い相手に立ち向かい攻略するた
めには，己を知ることは勿論，相手についても知
らなければならない．胃がん発生についてはHp
感染が最大の大敵であることは臨床研究や基礎研
究で明らかにされている．これらの科学的に検証
された事実を十分理解したうえで，予防医学に応
用していくべきであろう．
　また，がんの早期発見のみではなく，保険診療
との連携，さらには，行政との協調など広い視野
をもつ必要があろう．胃がん撲滅に向け，Hpの
感染予防（一次予防），除菌治療（1.5次予防），内
視鏡を中心とする胃がん検診（二次予防）が緊密に
連携しなければならない．
　近い将来，我が国において胃がんは頻度の低い
疾患になることが予想される．また，新たに注目
すべき疾患が出現すると思われるが，疾病スペク
トルの変遷に伴い，人間ドックの役割も変わって
いくと考えられる．
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増加する外国人受診者への取り組み
善家新太郎　長谷部靖子　山本陽児　渡邉早苗　八木 完

要　約
目的：少子高齢化による労働力不足が深刻化するなかで，外国人労働者の活躍が期待されている．
在留外国人は全国的に増加しており，愛媛県も例外ではない．当センター受診の外国人も増加して
おり，現在の受診状況を把握することにより今後の課題について検討を行った．
方法：2017年度までの3年間に当センターで健康診断を受診した外国人を対象に国籍，性別，年
齢，健診結果などを集計した．また，2018年度に当センターを受診した外国人が所属する事業所
と愛媛県内の技能実習監理団体に健診および病院受診にかかわる問題点についてアンケートや訪問
調査を行った．
結果：外国人健診受診者は年々増加しており，2017年度の受診者は1,781名，健診受診者の1.3％
を占めた．外国人受診者は東・東南アジアが93.8％，製造業従事者が56.8％を占めた．事業所ア
ンケート調査では，今後，63.5％の事業所が外国人の増員を予定しており，問診票や検査方法，健
診結果での各言語対応の要望があった．雇入時健診ではLJP（Limited Japanese Pro�ciency）かつ英
語も話せない受診者も多かった．健診受診時は多言語対応翻訳機や平易な日本語の対応で実施でき
たが，所見があった場合には通訳が必要であった．
結論：今後，ますます増加する外国人に対応するために，問診，健診，健診結果，保健指導も含め
日本人と同等のサービスを提供するためには何が必要か，医療機関とどのような連携をとっていく
か，早急な対策が必要である．

キーワード　外国人健診，在留外国人，LJP（Limited Japanese Proficiency），にわか通訳

背　景
　法務省の在留外国人統計（旧登録外国人統計）に
よると，我が国での在留外国人は，2018年12月
末で273万1,093人であり，2009年から2018年
の10年間で約54万人増加している 1）．その背景
には少子高齢化による労働力不足が深刻化するな
かで，外国人労働者の活躍が期待されていること
が挙げられる．2017年11月に外国人の技能実習
の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律
（技能実習法）が公布され，技能実習3号の拡充措
置が取られるようになった．さらに，2019年4月，
改正出入国管理および難民認定法が施行され，新
たな在留資格である「特定技能」を有する外国人の
受け入れが始まった．特に，特定技能の見込み数
は向こう5年間で34万5千人であり，特定技能2
号には家族の帯同も認められている．そのため，
今後も在留外国人はますます増加すると考えられ
る 2）．

　愛媛県でも在留外国人は年々増加してきてお
り，法務省統計によると2018年，95ヵ国から
12,038人，全国でみると34番目の人数であっ
た 1）．当センターで健診を受診する外国人も年々
増加し，多言語化している．今回，当センターで
の外国人受診状況の把握と，事業所に現状のアン
ケート調査，監理団体を訪問し健診での要望など
調査し，今後の課題について検討を行った．

対象および方法
　2015年度から2017年度までに当センターで健
康診断を受診した外国人を対象に国籍，性別，年
齢，健診結果など集計した．また，2018年度に
当センターで受診した外国人が所属する事業所
133社にアンケートを送付，無記名での返信をお
願いした．また，技能実習監理団体のうち7団体
を訪問し，健診および病院受診にかかわる問題点
について調査した．

医療法人順風会 順風会健診センター 連絡先：〒 790-0822 愛媛県松山市高砂町 2丁目 3番 1号
 Tel：089-927-1272
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　本検討では，倫理的配慮として，個人が特定で
きない形で匿名化を行い実施した．さらに関連法
令，規則等を遵守していることを確認し，院内お
よびホームページにてオプトアウトにて対応を
行った．また，事業所名や団体名は特定できない
形で集計することを説明し，各事業所，監理団体
から承諾を得た．

結　果
　当センターにおける外国人受診者の推移を図1
に示す．2015年度1,172名であった受診者は2017
年度1,781名（当センター受診者の1.3％）に増加
し，特にベトナムの増加割合が高かった．2017
年度の受診者背景を表1に示す．男性494名（平
均年齢28.1歳：18－70歳），女性1,287名（平均
年齢29.5歳：18－71歳）と女性が多く，全体平
均年齢は29.1歳であった．東アジア，東南アジ
アで外国人受診者の93.8％を占め，特にベトナ
ム，中国の割合が高かった．把握できるだけで
15ヵ国からの受診があった．日本標準産業分類で
は，製造業が最も多く，56.8％を占めた（図2）．
分類不能産業の多くは入国後講習の技能実習生で
あった．
　雇入時健診について図3に示す．健診受診者の
うち，雇入時健診の割合は約1/3から1/4を占め
た．雇入時健診のうち，中国は減少しているが，
ベトナムが増加していた．雇入時健診は男性150名

（平均年齢24.4歳：18－47歳），女性266名（平均
年齢27.9歳：18－45歳），全体の平均年齢26.7
歳であった．こちらも女性が多く，東アジア，東
南アジアが多くを占め，把握できるだけで5ヵ国
からの受診があった．雇入時健診結果判定につい
て表2に示す．判定は人間ドック学会の判定区分
（2017年4月1日改訂）に準じて行い，今回の総合
判定には視力・聴力検査は含んでいない．総合判
定において，要医療は男性で29名（19.3％）であ
り，脂質代謝異常，肝機能異常の割合が高く，脂
質代謝異常の多くは低LDL-C，低HDL-Cであっ
た．女性では51名（29.2％）が要医療であり，脂質
代謝異常と貧血の割合が高く，男性と同様に脂質
代謝異常の多くが低LDL-C，低HDL-Cであった．
また，視力検査（人間ドック学会基準：要経過観
察0.7－1.0，要医療0.6以下）では，男性36名
（24.0％），女性97名（36.5％）が要医療であった．
また，喫煙者数は男性48名（32.0％），女性2名
（0.8％）であった．
　事業所アンケート結果について表3に示す．
2018年度に外国籍受診者が受診した事業所・団
体133社にアンケートを送付し，85事業所より回
答を得た（回収率63.9％）．日本標準産業分類で
は製造業が最も多く73事業所（85.9％）であった．
国籍別人数はベトナムが最多で936名，次いで中
国が392名であった．また国籍別事業所数では，
ベトナムが56事業所，次いで中国が35事業所，

図1　当センターにおける外国人健診受診者の年次推移
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表1　2017年度外国人健診受診者統計
健診全体

地域 国籍
受診者数

男性 女性 合計 地域別

東アジア
中国 92 577 669（ 37.6％）

671（ 37.7％）
韓国 0 2 2（  0 .1％）

東南アジア

ベトナム 238 570 808（ 45.4％）

1000（ 56.1％）

フィリピン 57 29 86（  4 .8％）
インドネシア 37 5 42（  2 .4％）
カンボジア 0 40 40（  2 .2％）
ミャンマー 13 10 23（  1.3％）
タイ 0 1 1（  0 .1％）

中東 イラン 1 0 1（  0 .1％） 1（  0 .1％）
北米 アメリカ 0 2 2（  0 .1％） 2（  0 .1％）

南米
ブラジル 3 0 3（  0 .2％）

5（  0 .3％）アルゼンチン 1 0 1（  0 .1％）
ペルー 0 1 1（  0 .1％）

欧州 イギリス 1 0 1（  0 .1％） 1（  0 .1％）
アフリカ ケニア 0 1 1（  0 .1％） 1（  0 .1％）
不明 51 49 100（  5.6％） 100（  5.6％）

総計 494 1287 1781（100.0％） 1781（100.0％）

雇入時

地域 国籍
受診者数

男性 女性 合計 地域別
東アジア 中国 17 110 127（ 30.5％） 127（ 30.5％）

東南アジア

ベトナム 110 124 234（ 56.3％）

278（ 66.8％）
フィリピン 6 4 10（  2 .4％）
カンボジア 0 12 12（  2 .9％）
ミャンマー 13 9 22（  5.3％）

不明 4 7 11（  2 .6％） 11（  2 .6％）
総計 150 266 416（100.0％） 416（100.0％）

図2　外国人健診受診者の業種（日本標準産業分類）



27 ( 27 )人間ドック　Vol.35  No.1  2020年

表2　雇入時健診結果
男性 n=150

検査項目 異常なし 軽度異常 要経過観察
生活改善 要医療 治療中

視力 82（54.7％） 32（21.3％） 36（24.0％）
聴力 136（90.7％） 14（ 9 .3％）
身体計測（BMI） 117（78.0％） 19（12.7％） 14（ 9 .3％） 0（ 0 .0％） 0（0.0％）
血圧 101（67.3％） 32（21.3％） 14（ 9 .3％） 3（ 2 .0％） 0（0.0％）
糖代謝 143（95.3％） 3（ 2 .0％） 3（ 2 .0％） 1（ 0 .7％） 0（0.0％）
脂質代謝 60（40.0％） 27（18.0％） 50（33.3％） 13（ 8 .7％） 0（0.0％）
肝機能 96（64.0％） 25（16.7％） 16（10.7％） 13（ 8 .7％） 0（0.0％）
貧血 121（80.7％） 28（18.7％） 0（ 0 .0％） 1（ 0 .7％） 0（0.0％）
尿蛋白 122（81.3％） 21（14.0％） 7（ 4 .7％） 0（ 0 .0％） 0（0.0％）
心電図 128（85.3％） 17（11.3％） 5（ 3.3％） 0（ 0 .0％） 0（0.0％）
胸部X線 148（98.7％） 1（ 0 .7％） 1（ 0 .7％） 0（ 0 .0％） 0（0.0％）
内科診察 147（98.0％） 0（ 0 .0％） 2（ 1.3％） 1（ 0 .7％） 0（0.0％）
総合判定 19（12.7％） 33（22.0％） 69（46.0％） 29（19.3％）

女性 n=266

検査項目 異常なし 軽度異常 要経過観察
生活改善 要医療 治療中

視力 113（42.5％） 56（21.1％） 97（36.5％）
聴力 247（92.9％） 19（ 7 .1％）
身体計測（BMI） 192（72.2％） 35（13.2％） 38（14.3％） 1（ 0 .4％） 0（0.0％）
血圧 240（90.2％） 18（ 6 .8％） 7（ 2 .6％） 1（ 0 .4％） 0（0.0％）
糖代謝 256（96.2％） 7（ 2 .6％） 1（ 0 .4％） 2（ 0 .8％） 0（0.0％）
脂質代謝 156（58.6％） 44（16.5％） 48（18.0％） 18（ 6 .8％） 0（0.0％）
肝機能 243（91.4％） 13（ 4 .9％） 3（ 1.1％） 7（ 2 .6％） 0（0.0％）
貧血 210（78.9％） 14（ 5.3％） 24（ 9 .0％） 17（ 6 .4％） 1（0.4％）
尿蛋白 230（86.5％） 29（10.9％） 5（ 1.9％） 2（ 0 .8％） 0（0.0％）
心電図 235（88.3％） 17（ 6 .4％） 11（ 4 .1％） 2（ 0 .8％） 1（0.4％）
胸部X線 264（99.2％） 1（ 0 .4％） 1（ 0 .4％） 0（ 0 .0％） 0（0.0％）
内科診察 262（98.5％） 0（ 0 .0％） 3（ 1.1％） 1（ 0 .4％） 0（0.0％）
総合判定 74（27.8％） 54（20.3％） 87（32.7％） 51（19.2％）

判定区分は人間ドック学会判定区分（2017年4月1日改定）に準ずる
総合判定は最も重い判定（視力・聴力検査・治療中は除く）

図3　雇入時健診割合，雇入時健診国別受診者割合
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フィリピンが11事業所と続いた．外国人受け入
れは，54事業所（63.5％）が1ヵ国からであったが，
30事業所（35.3％）では2ヵ国以上からの雇用が
あった．技能実習生の雇用は82事業所であり，
今後外国人雇用増員予定との返答は54事業所
（63.5％）であった．通訳については，「常駐して
いる」10事業所（11.8％），「必要時に手配している」
53事業所（62.4％）であった．「配置していない」
事業所では，職場の同僚や上司が通訳をできる，
組合や監理団体に対応を依頼するなどの理由が挙
がった．健診結果は，「配布のみ」49事業所（57.6％），
「担当者から説明」32事業所（37.6％）であった．
「専門医師や組合・監理団体から説明を行っている」
「翻訳してから返却している」などの回答もあっ

た．さらに，要医療者への対応は，「病院に付き
添っている」40事業所（47.1％），「受診を促して
いる」24事業所（28.2％），「本人に一任」20事業所
（23.5％）であった．病院受診は事業所から組合・
監理団体に付き添いを依頼するケースもあった．
また，要医療該当者がいない事業所も多く，該当
者が出れば付き添うとの回答もあった．健康診断
受診については37事業所（43.5％）が不便さを感
じており，要望で特に多かったのは，「問診票や
検査の専門用語の説明」「希少言語対応」であった．

考　察
　少子高齢化による労働力不足が深刻化するなか
で，外国人が日本で働く機会が増えており，今や

表3　事業所アンケート
アンケート項目 事業所数 割合 アンケート項目 事業所数 割合

　企業業種（日本標準産業分類）* 　通訳の配置*
　　Ａ．農業，林業 4 （4.7％） 　　常駐している 10 （11.8％）
　　Ｄ．建設業 5 （5.9％） 　　必要時に手配している 53 （62.4％）
　　Ｅ．製造業 73 （85.9％） 　　配置していない 17 （20.0％）
　　Ｉ．卸売業，小売業 2 （2.4％） 　　その他 6 （7.1％）
　　Ｐ．医療，福祉 1 （1.2％） 　健診結果の配布*
　　　　その他 1 （1.2％） 　　配布のみ 49 （57.6％）
　雇用外国人国籍 * 人数（名） 　　担当者から説明 32 （37.6％）
　　中国 392 35 （41.2％） 　　その他 7 （8.2％）
　　ベトナム 936 56 （65.9％） 　　未記入 4 （4.7％）
　　フィリピン 107 11 （12.9％） 　要医療外国人への対応*
　　ミャンマー 53 4 （4.7％） 　　病院に付き添っている 40 （47.1％）
　　インドネシア 35 5 （5.9％） 　　受診勧奨している 24 （28.2％）
　　カンボジア 34 5 （5.9％） 　　本人に一任 20 （23.5％）
　　タイ 4 1 （1.2％） 　　その他 8 （9.4％）
　　ブラジル 1 1 （1.2％） 　　未記入 2 （2.4％）
　　未記入 1 （1.2％） 　健康診断受診時に不便に感じること
　雇用国籍数 　　あり 37 （43.5％）
　　3ヵ国 4 （4.7％） 　　特になし 48 （56.5％）
　　2ヵ国 26 （30.6％） 　　　　　　　　　　　　　　　　　事業所数　n=85

　　　　　　　　　　　　　　　　　*重複あり　　1ヵ国 54 （63.5％）
　　未記入 1 （1.2％）
　雇用外国人在留資格*
　　技能実習生 82 （96.5％）
　　永住者 11 （12.9％）
　　技術・人文知識・国際業務 1 （1.2％）
　　その他 4 （4.7％）
　外国人雇用増員予定
　　あり 54 （63.5％）
　　なし 10 （11.8％）
　　未定 20 （23.5％）
　　未記入 1 （1.2％）
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在留外国人は日本人口の約2％を占め，今後も増
加が予測されている 1）．外国人雇用に際しては，
日本人と変わらず労働安全衛生法が適用されるた
め，雇入時の健康診断，定期健診の受診が義務付
けされている 3）．当センターの健康診断でも年々
外国人受診者が増加し多言語化してきている．特
に雇入時健診では，日本語能力が十分でない状態
（LJP: Limited Japanese Proficiency）かつ，英語も
話せない受診者が多い．健康診断は事業所単位で
の予約であり，日本語を話せない受診者がいるか
らという理由で断ることはない．混乱なく健康診
断を実施するためには，LJP受診者の対応が重要
である．
　そこで我々は以前より多かった中国語と近年増
加しているベトナム語に対応するため，2012年
から中国語，2017年からベトナム語の問診票を
作成し使用している（図4）．健康診断の予約の段
階で問診票は日本語，英語，中国語，ベトナム語
から選択できる．健診当日の通訳は，事業所での
手配を原則としており，どうしても手配できない
場合は必ず事業所健診担当者が引率するよう依頼
している．事前依頼があれば英語，中国語に対し

ては当センター職員で対応し，希少言語や問診，
所見の説明などでは多言語翻訳機を使用してい
る．胸部X線検査では，英語，中国語，ベトナム
語での音声指示が可能であり，問題は起こってい
ない．時間を要するのが問診，視力，聴力検査で
ある．特に視力では要医療判定の割合が高く，眼
鏡持参忘れだけでなく，検査の方法に慣れない・
分からないことも一つの要因として考えられた．
事業所や監理団体からのアンケート調査からも要
望が上がっており，今後，視力と聴力検査に関し
ては検査前にみてもらう動画を作成予定である．
診察では身振り手振りと平易な日本語で比較的ス
ムーズに実施できるが，所見があったときには通
訳が必要になる．健診では医療通訳者ではない，
いわゆる「にわか通訳者」が引率することがほとん
どである．全国医療通訳者協会（NAMI）の報告に
もあるが，できる限りの誤訳リスクを低減させる
ために，医療従事者は専門用語をかみ砕く，ゆっ
くり話す，画像や図を併用するなどコミュニケー
ションのための作業が必要である 4）．厚生労働省の
医療通訳育成カリキュラム基準やNational Council 
on Interpreting in Health Care（NCIHC）では，医

図4　中国語・ベトナム語問診票

中国語 ベトナム語
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療通訳の倫理に「言葉を追加する，省略する，言
い換えるなどをせず，話し手の意図を理解し，忠
実に通訳すること」「職務上知り得た情報等の秘密
を保守し，プライバシーに配慮すること」「公平を
保つこと」など記載されているが 5,6），「にわか通
訳」であっても同様の倫理について検討が必要で
ある．通訳がいない場合には，なるべく簡単な日
本語で説明をするが，それでも理解できていない
と感じた場合には事業所健診担当者に所見を伝
え，病院受診の必要性や対応などについて説明を
行っている．事業所健診担当者であれば個人情報
の取り扱いについて理解していることが多いが，
やむを得ない場合を除き，同僚が通訳に入ること
は倫理的にも避けるべきと考えている．
　健診結果は原則日本語で送付し，事前に依頼が
あれば英語，中国語の結果表を作成している．健
診結果で緊急値や所見が認められた場合には，健
診結果送付前であっても事業所健診担当者に連絡
し，担当者から受診勧奨を依頼している．特に胸
部X線検査で結核を疑う所見が認められた場合に
は事業所健診担当者と病院の病診連携室に連絡を
取り，受診が速やかに行われるよう対応している．
近年，外国生まれ結核患者届け出数の増加が指摘
されており，健康診断でのスクリーニングは重要
である 7）．さらに，海外から持ち込まれる感染症
以外にも，サラセミアなど人種や地域により罹患
率に差がある疾患もあり，受診者の背景因子にも
注意が必要である．しかしながら，アンケート調
査でも不便な点として挙がっていたように，日本
語でも難しい医療専門用語を説明することは事業
所側でも負担が大きいようである．
　受け入れる医療体制も整備が遅れている．厚労
省が2016年に行った「医療機関における外国人旅
行者および在留外国人受け入れ体制等の実態調
査」では79.7％の医療機関で外国人患者の受け入
れがあり，そのうちLJP患者を受け入れたのは
65.3％であった．そのなかで，84.5％の医療機関
が言語や意思疎通の問題に対して負担を感じてい
ると回答している 8）．国内医療機関の外国人診療
については，受け入れる医療機関も，受診する外
国人も十分な備えができているとはいえず，受診

のハードルが高いのが現実である 9）．当センター
でも，早急な受診が必要であったが，通訳の都合
がつかないため1ヵ月近く病院受診ができない症
例も経験した．幸い外来加療で技能実習を継続す
ることができたが，言語により医療を受ける機会
が阻害されてはならない．米国では，英語能力が
十分でない状態（LEP: Limited English Proficiency）
であっても医療の機会を差別されるべきではない
との考えから，2000年に大統領令13166 Improv-
ing Access to Services for Persons with Limited 
English Proficiencyが発令され，National Standards 
for Culturally and Linguistically Appropriate Ser-
vices（The National CLAS Standards）が示された 10）．
一方，日本では，新規に実施する事業として，希
少言語も含めて対応可能な遠隔通訳サービスの提
供，医療コーディネーター等養成研修，翻訳 ICT
に対応したタブレット端末の配置などが挙げられ
ているが 11），すぐに利用できるものは少ない．ま
た，外国人患者受入れ医療機関認証制度（JMIP: 
Japan Medical Service Accreditation for Interna-
tional Patients）認証医療機関も大都市圏に集中し
ており 12），利用は難しい状況である．
　医療機関受診へのハードルが高いからこそ，事
業所と病院をつなぐ健診機関や産業医の在り方
が，外国人診療において重要な位置付けになると
考えられる．現状では，健診結果を事業所健診担
当者や監理団体が翻訳して説明し，その後病院受
診を行っている．健診機関ができることは，速や
かな病院受診を促すために，母国語に対応した健
診結果の作成や外国人受け入れ可能な病院との連
携と考える．また，特定技能を持つ外国人の日本
語能力は「日常会話程度（N4）」といわれているが，
帯同者に限って言語能力は求められていない．
2019年12月現在，特定技能の協力覚書締結国は，
フィリピン，カンボジア，ミャンマー，ベトナム，
インドネシア，モンゴル，ネパール，スリランカ，
バングラデシュのアジアの9ヵ国であり，言語も
多様である．労働者単身であれば，健康支援は主
に事業所から受けることになるが，帯同家族は日
本人と同様に日本の行政サービスを受けることが
多くなり，健診機関は被扶養者健診，住民健診や
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特定健診でのかかわりが多くなると予測される 13）．
　今後のことを見据え，問診，健診受診，健診結
果，保健指導も含め日本人と同等のサービスを提
供するためには何が必要か，そして外国人医療難
民を出さないために医療機関とどのような連携を
とっていくか，外国人の動向をみながら早急に対
応を講じる必要がある．

結　語
　当センターの外国人受診者は年々増加してお
り，外国人受診者がいない健診日はないといって
も過言ではない．我々は今までに，一部の言語に
対して問診票や結果表の作成，健診当日の多言語
翻訳機の導入など行ってきた．今後，ますます増
加する外国人に対し，日本人と同等のサービスを
提供するためには何が必要か，医療機関とどのよ
うな連携をとっていくか，現状の確認を行うとと
もに，さらなる対策が必要である．

　なお，本論文は，第60回日本人間ドック学会
学術大会（2019年，岡山）において発表した内容
を加筆，修正した．
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E�orts to Address the Growing Number of Foreigners Receiving  
Medical Examinations in Japan

Shintaro Zenke, Yasuko Hasebe, Yoji Yamamoto, Sanae Watanabe, Kan Yagi

Junpu Health Care Center

Abstract
Objective: Foreign workers in Japan are expected to play a greater role as the severity of the 
labor shortage worsens due to the decreasing birthrate and aging population. �e number 
of foreign residents is rising nationwide, and Ehime Prefecture is no exception. As the num-
ber of foreigners examined at our center has also been increasing, we sought to consider 
future challenges by gaining a thorough understanding of the status of such examinations.
Method: We collected data including nationality, sex, age, and examination results for 
foreigners who received a medical examination at our center between 2015 and 2017. We 
further administered a questionnaire or made a survey visit to the workplaces of foreigners 
examined at our center in 2018 and Ehime Prefecture’s Technical Intern Training Supervi-
sory Group concerning problem areas regarding medical examinations and hospital con-
sultations.
Results: �e number of medical examinations for foreigners increased each year with 1,781 
examinees in 2017, which accounted for 1.3% of all medical examinees. Foreign examinees 
were primarily from East or Southeast Asia (93.8%); 56.8% were employed in manufactur-
ing. �e survey of workplaces found that 63.5% planned to increase the number of foreign 
employees in the future and requested multilingual resources for medical history forms, 
test instructions, and examination results in various languages. Many examinees had Limit-
ed Japanese Pro�ciency and were unable to speak English at their examination upon being 
hired. Examinations were successfully completed using a multilingual translation device or 
simple Japanese, but interpreting was necessary if there were any important �ndings.
Conclusion: Immediate strategies necessary to provide services on par with those provid-
ed to Japanese individuals for medical interviews, examinations, examination results, and 
health-related instruction as well as how to coordinate between medical facilities will be 
essential in handling the continuously increasing number of foreigners in Japan.

Keywords: medical examinations for foreigners, foreign residents, Limited Japanese 
Pro�ciency (LJP), ad hoc interpreting
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はじめに
　近年，我が国では急速な高齢化や偏った食習慣，
身体活動量の低下などに伴う生活習慣の乱れ等か
ら，疾病全体に占める虚血性心疾患，脳血管疾患，
糖尿病などの生活習慣病の割合が増加している．
平成28年度の国民健康・栄養調査では，男性の
肥満の割合は31.3％を占めており，生活習慣病
との関連も指摘されている 1）．
　一方，肥満に関連する生活習慣病の罹患を抑え
る対策も検討され，2008年4月から，「高齢者の
医療の確保に関する法律」に基づき，特定健康診
査・特定保健指導の制度が開始された 2）．この制
度は内臓脂肪の蓄積に着目し，特定健診の結果か
らリスクに応じて「動機付け支援」「積極的支援」の
保健指導を行い，生活習慣を改善し内臓脂肪の減
少，生活習慣病の罹患や重症化を予防することを
目的としている．

特定保健指導開始者増加への取り組み
―スタッフ間で初回面接導入時の説明内容を統一して―

畑中智花　木戸博美　川嶋真理子　東川美幸　大塚芽来美　濵田美津子 
尾上恵美子　阿座上聖史　宮崎雅也　武冨勝郎　野俣浩一郎

要　約
目的：特定保健指導の初回面接開始の増加に向けて取り組んでいくために未実施者に着目すると，
「自己管理をしたい」，「忙しい」という理由が全体の3割を占めていることが分かった．今回特定保
健指導開始者増加を図るため，初回面接時の取り組みを行い，その効果を明らかにした．
方法：対象は，取り組み前の平成28年7月～平成29年3月（以下H28年度と略）の特定保健指導対
象者479名，および取り組み後の平成29年6月～平成29年12月（以下H29年度と略）の特定保健指
導対象者460名．初回面接時のスタッフ間での説明方法の統一を図った．また特定保健指導開始を
断る対象者へフローチャートに沿った追加説明を行い，その取り組み前のH28年度と取り組み後の
H29年度の特定保健指導開始者数，開始率および未実施者の理由を比較した．
結果：特定保健指導開始率は，H28年度は18.0％（86名）で，H29年度25.4％（117名）と増加がみ
られた．最初は特定保健指導の開始を断っていたが，その後フローチャートを用いて説明を行い開
始になった者は2名であった．
結論：今回の取り組みにより，積極的に特定保健指導の導入を行うようスタッフの意識が変化した
り，受診者のモチベーションが上がったことで，特定保健指導の開始率増加につながる可能性が示
唆された．

キーワード　特定保健指導，初回面接

　我が国の2017年の特定保健指導の実施率は
19.5％であり，2008年の施行から10年経過し，
着実に向上しているが，目標である45％以上と
は依然かい離があり，さらなる実施率の向上に向
けた取り組みが必要である 3）．今回特定保健指導
の開始者増加のために，初回面接に焦点を当てた
取り組みを行い，その効果を明らかにした．

対　象
　対象は，平成28年7月～平成29年3月（以下
H28年度と略）までに当施設において特定保健指
導対象者となった479名（動機付け支援：162名，
積極的支援：317名，平均年齢51.0歳）と特定保
健指導の導入の際の説明を行った平成29年6月～
平成29年12月（以下H29年度と略）までの特定保
健指導対象者460名（動機付け支援：140名，積
極的支援：320名，平均年齢50.5歳）について，特
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定保健指導開始に至った数と開始率および未実施
者の理由について検討した．

方　法
　説明方法について，取り組み前は初回面接導入
までの対象者へは，特定保健指導についての説明
を行い，開始の希望を確認し，開始するか否かは，
本人の希望制としていた．希望した場合は初回面
接を行い，希望しない場合は後日の初回面接を勧
めるパンフレットを渡すのみとしていた．また具
体的な説明方法についてはスタッフ間で統一して
いなかった．取り組み後は，開始に結びつけてい
くために，スタッフの説明内容と方法の統一とパ
ンフレット（図1）を用いて，肥満は血糖値上昇や
高血圧につながり，それを予防するためには食生
活の改善と運動習慣が効果的であることなど特定
保健指導の流れを分かりやすく伝え，積極的な働
きかけを行った．
　また，初回面接導入の際に「自己管理したい」，
「忙しい」を理由に特定保健指導開始を断る対象者
に対して，多忙な方へは，体重測定と無理のない

範囲でできる取り組みを行うようにするなど，受
診者の要望になるべく沿ったフローチャート（図
2）を用いて，追加説明を行うとした．
　なお，統計学的有意差検定は，統計ソフト「Excel
統計」を使用し，χ 2検定にてp値を算出し，p＜
0.01で有意差ありと判定した．倫理的配慮につい
ては，個人情報保護を尊重し，サンプルデータを
統計に用いる際には利用目的及び個人情報が特定
されないことを問診票に提示し，データは受診者
を特定する氏名等を消去して検討した．

結　果
　特定保健指導開始率は，H28年度は18.0％（86
名）で，H29年度25.4％（117名）と有意な増加が
みられた（表1）．また，当施設で初回の特定保健
指導対象者に限るとH28年度は474名で開始者
81名（17.1％），H29年度初回対象者は267名，
開始者90名（33.7％）で有意な差がみられた（表
2）．またH28年度，H29年度に2年連続して特
定保健指導に該当した者は193名でその開始者は
27名，開始率は14.0％であった．

図1　特定保健指導導入のためのパンフレット

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

特定保健指導の対象となった方へ 

本日は当健診センターをご利用いただきありがとうございます。今回の健康診査の結果、 

あなたは、特定保健指導対象者となっています。 

特定保健指導とは、生活習慣病を予防することを目的としています。 
これからも元気でいきいきとした生活を送るためにぜひ、ご利用ください。 

特定保健指導とは？ 

・メタボリックシンドローム（内臓脂肪症候群）があり、そのままの状態が続くことで、生活習慣病になりやすいと判断された方を対象にしています。 
・生活習慣を見直し、６か月間の目標や実際の行動について、保健師、栄養士と計画を立てます。 

 

特定保健指導の内容は？ 

 
区分 積極的支援 動機付け支援 

対象者 メタボのリスクが重なりだした方 メタボのリスクが出現しはじめた方 

回数 初回面接、６か月以上複数回の継続支援、最終評価 初回面接、６か月以上経過後の評価の 2 回（必要時増

やすことも可能） 

内容 ・生活習慣改善の為、自分で目標や計画を立てて、 

実践できるよう専門家から支援を行います。 

・支援を受ける手順として、初回は必ず面接やグルー

プ支援で実施することが定められていますが、継続支

援と最終評価については、面接、電話、メールから選

べます。 

・生活習慣改善の為、自分で目標や計画を立てて、 

実践できるよう専門家から支援を行います。 

・支援を受ける手順として、初回は必ず面接やグルー

プ支援で実施することが定められていますが、６か月

以上経過後の評価については、面接、電話、メールか

ら選べます。 

  

目指せ 
85cm 

図１
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　特定保健指導未実施者は，H28年度は393名で，
「自己管理をしたい」106名（27.0％），「忙しい」30
名（7.6％）．H29年度は343名で，「自己管理をし
たい」85名（24.7％），「忙しい」53名（15.5％）であ
り，H28年度とH29年度において，未実施者の
理由については，有意な差はみられなかった（p＝
0.58）．また，最初は特定保健指導の開始を断っ
ていたが，その後フローチャートを用いて説明を
行った結果，開始になった者は2名であった．

考　察
　本研究では，特定保健指導の開始者を増加させ
ていくために，初回面接導入時のスタッフ間の説
明内容を統一することにより，取り組み前後の開

始率の変化と未実施者の理由に変化がみられるか
について検討を行った．
　今回の取り組みを行ったことで，スタッフが積
極的に初回面接導入を行うように意識が変わり，
一方で受診者のモチベーションも上がり，開始率
の増加につながったと考えた．スタッフの意識向
上については，説明内容の統一を図り共通認識が
できたことにより，同じ方向性で説明を行えるよ
うになったことにあるが，受診者のモチベーショ
ンについては客観的に評価するために今後アン
ケート調査等検討していきたい．また，当施設で
初めて特定保健指導対象者となった者のH28年
度とH29年度の開始率を比較しても明らかに増
加がみられており，今回の取り組みによって開始
の増加につながったと思われる．さらにH29年
度に当施設で初めて該当した者と2年連続して該
当となった者の開始率について検討したが，リ
ピート効果による開始率の増加はみられなかっ
た．林ら 4）は，初回面接時に減量へ取り組むこと
が自分にとって大切であると価値付けることが，
支援方法よりも体重減少に影響すると述べてい
る．初回面接の積極的な導入により，特定保健指
導が受診者自身にとっても，必要のあるものであ
ると認識してもらえるよう働きかけていくことが
必要である．今回は体重減少までの検討はできな

表2　当施設で初めて特定保健指導対象者となった者の
開始率

初回対象者 開始者 開始率
H28年度 474 81 17.1%
H29年度 267 90 33.7%

χ 2検定にてp＜0.01

表1　特定保健指導実施者数の推移
人数（男／女） 実施 未実施

H28年度 479(415/64) 86 393
H29年度 460(403/57) 117 343

χ 2検定にてp＜0.01

図2　「自己管理したい」「忙しい」と断る対象者に対しての説明用フローチャート

 

忙しい場合 自己管理したい場合 

無理のない範囲で何が出来るか、 

取り組みを一緒に考える。 

現在どのような事を行っているか

を教えてもらう。 

半年後に体重等を 

教えてもらうだけで

も良いと伝える。 
 

こまめに電話やメールを

行うことを伝える。 
半年後に体重等を 

教えてもらうだけで 

良いと伝える。 

こまめに電話やメール

を行うことを伝える。 
 

（動機付け支援） （積極的支援）

2 次検査が必要な場合 

特定保健指導の中で生活習慣の改善への取り組みを行っていくことで、 

検査データの改善にもつながっていくことを伝える。 

（積極的支援）（動機付け支援）
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かったが，特定保健指導の必要性の説明だけでな
く，今後は本人の体重の変化などのデータをみな
がら，その効果についてもさらに経過を注視して
いきたい．
　特定保健指導開始を断る対象者に対しては，今
回の取り組みで2名開始者はあったものの，開始
に結びつけることがいかに厳しいかということが
分かった．また一定の割合で「自己管理したい」，
「忙しい」という理由で開始しない受診者もいるこ
とが改めて分かった．高木ら 5）は，特定保健指導
の初回面接を受ける前の対象者に，どのような要
因が生活習慣改善行動を抑制するかについて，「自
覚症状が無い」などの「希薄な動機」，「指導された
くない」などの「支援への抵抗感」，「職場環境」や
「時間がない」などの「実行力不足」，「制約を受け
る」などの「ストレス」，「判定基準値を信用できな
い」などの「制度に対する不信感」の5つのカテゴ
リーを挙げている．これらの要因により，「自己
管理したい」「忙しい」という理由で開始を断る結
果になっていることも考えられる．その対策とし
て赤堀ら 6）は，未利用者減少の解決には，個々の
要素にそれぞれ働きかけるのではなく，未利用者
の健康観を考慮した支援を行うことの重要性が示
唆されると述べている．対象者本人が，今の健康
状態を十分に理解できるように働きかけが必要で
ある．吉岡ら 7）は医療面接の重要性を指摘してお
り，当院においても医師の当日結果説明のなかに，
特定保健指導対象者に対しては特定保健指導によ
り期待される効果に関する説明を加えていくこと
によって今後一層の改善を図っていきたい．また，
特定保健指導という言葉に拒否反応を示す方や保
健指導自体に抵抗感や不信感を持っている可能性
があることも考慮し，信頼関係を構築できるよう
に具体的にどのようなことを行っていくのか，ま
たどのような効果が期待できるかを知らせるフ
ローチャートは特定保健指導導入のハードルを下
げる可能性があると思われた．今回，フローチャー
トにより初回面接が導入になった方がいたが，介
入の前後で未実施の理由については有意な差が見

られなかったことから，今後のさらなる検証が必
要である．
　今後の課題としては，受診者の思いを受け止め，
本人を主体とした継続しやすい目標，計画設定を
行っていきたい．そのためには受診者の個別性を
大切にし，スタッフ間での情報共有や検討会を行
うことでのスキルアップを図る必要があると考え
る．

結　語
　スタッフが初回面接導入時の内容を統一し，フ
ローチャートを用いて，積極的に導入を行うよう
取り組みを行ったことで，特定保健指導の開始率
増加につながる可能性が示唆された．

利益相反
　本論文に関連し，開示すべきCOI関係にある企
業はない．
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E�orts to Improve the Consultation Rate with Respect to Speci�c Health Guidance: 
This Trial is to Unify the Content of Explanations at the Time of the First  

Interview among Sta� Members

Tomoka Hatanaka, Hiromi Kido, Mariko Kawashima, Miyuki Higashikawa, Megumi Otsuka, Mitsuko Hamada,  
Emiko Onoue, Kiyoshi Azakami, Masaya Miyazaki, Katsuro Taketomi, Koichiro Nomata

Miyazaki Health Evaluation and Promotion Center

Abstract
Objective: We focused on people who did not implement the Speci�c Health Guidance in 
order to improve the consultation rate, and it turned out that about 30% of the candidates 
refused to answer for reasons of “self-management” and “busyness”. We tried to work on 
the �rst interview and clarify the e�ects.
Methods: During the period of July 2016 to March 2017, 479 candidates for speci�c health 
guidance were placed in a control group (2016 group), and 460 persons in an intervention 
group (2017 group). Uni�cation of explanation methods among sta� at the �rst interview 
was performed and additional explanations along with a �owchart were given to subjects 
who refused to adhere to speci�c health guidance since June 2017. We examined the num-
ber of implementers, consultation rate, and the reasons for refusing to adhere to Speci�c 
Health Guidance.
Results: �e consultation rate of Speci�c Health Guidance was 17.9% (86 persons) in the 
control group and increased by 25.5% (117 persons) in the intervention group. �ere were 
two examinees who accepted the consultation a�er an explanation using the subsequent 
�owchart was provided.
Conclusions: �is intervention activated the awareness of sta� to introduce Speci�c Health 
Guidance, and motivated examinees. �ese interventions may have contributed to an in-
crease in the rate of initiation of Speci�c Health Guidance.

Keywords: Speci�c Health Guidance, �rst interview
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緒　言
　現在国内では，人間ドックなどの任意型検診の
みならず一部の対策型検診においても，低線量肺
がんCT検診が施行されている．CT検診の実施に
際してはリスク－ベネフィットの観点から，可能
な限り撮影線量を低く設定することが必要である
が，“低線量”の定義（BMI20～22の標準的体格に
おけるCTDIvolが2.5mGy以下 1））を満たして肺
がんCT検診を実施している施設は，全国平均で
34.8％との結果 2）が出ており，いまだ低線量化が
浸透しきれていない．その理由の一つとして，低
線量条件では骨格の影響によるフォトン数の欠如
を起因としたヤスリ状のアーチファクトであるス
トリークアーチファクト（streak artifact: SA）が主
に肺上葉部で発生し，画質が劣化することが挙げ
られる．その改善策として，これまでにも投影デー

Hybrid IRによる低線量胸部 CT画像の 
ストリークアーチファクト低減効果
―極値統計 Gumbel法による定量評価―

田内慎一　林 久仁彦　大芦研輔　道家 充

要　約
目的：低線量胸部CT画像の肺野内ストリークアーチファクト（streak artifact：以下SAと記載）に対
してGumbel法を用いた定量評価を試み，Hybrid IR（Iterative Reconstruction）によるSA低減効果
の特性について明らかにする．
方法：16DAS CT装置Alexion（キヤノンメディカルシステムズ，栃木）を使用し，胸部人体ファン
トムの肺上葉部を撮影（管電流：10～50mA）した．評価対象画像再構成法は，オリジナル画像：
ORG，SA低減従来法：Boost3D，Hybrid IR: AIDR 3D（プリセット強度：4種）の計6種とし，各
評価画像を取得した．そして各画像でSAを含む肺野内にROI（region of interest）を設定し，得られ
たGumbel plotの相関係数から，肺野内SAの定量評価にGumbel法が適用可能か検証した．また各
画像の位置パラメータからHybrid IRによるSA低減効果を検証した．
結果：全評価画像のGumbel plotの相関係数 rは0.963≦ r≦0.997となり，r≒1であることから
Gumbel 性が認められた．またHybrid IRは従来法と比べ位置パラメータが低く，その値も管電流
に依存せず各プリセット強度でほぼ一定であった．
結論：低線量胸部CT画像の肺野内SAの定量評価にGumbel法を適用することが可能であった．ま
たHybrid IRは従来法と比べSAをより多く低減でき，低線量であるほどさらに効果的であることが
示された．

キーワード　低線量胸部 CT，Hybrid IR，ストリークアーチファクト，Gumbel法

タベースでのSA低減画像再構成法はあったが効
果は限定的であった 3）．近年，さらに効果的にSA
を低減できるHybrid IR（Iterative Reconstruction）
と呼ばれる新たな画像再構成法がCT装置に導入
され，肺がんCT検診の現場で活用されつつある
（図1）．これまでHybrid IRによるSA低減効果に
関しては，視覚的評価だけではなく物理的定量評
価 3,4）が行われていたが，これら評価では解析対
象にSAだけでなくGauss分布に従う量子ノイズ
も含まれてくるため，SAの低減効果に関する定
量性に欠けていた．
　一方，近年SAや金属アーチファクトに対し極
値統計学であるGumbel法を用いた定量評価が行
われている 4,5）．このGumbel法では，今井らの研
究 6,7）によって背景の量子ノイズに影響を受けず，
SAのみを特異的に抽出して定量評価が可能であ
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ることが示されている．これまでにも低線量胸部
CT画像におけるGumbel法を用いたSAの定量評
価 4,6）は行われていたが，評価対象を肺野外のSA
に限定しており，肺野内のSAをGumbel法で評
価されていなかった．しかし低線量肺がんCT検
診の目的は，あくまで肺野内における6mm以上
の結節を発見すること 8）であるため，肺野内に発
生したSAをGumbel法により定量評価すること
は，意義のある研究になると考える．
　そこで本研究では，低線量胸部CT画像におけ
る肺野内のSAに対しGumbel法を用いた定量評
価を試み，Hybrid IRによるSA低減効果の特性に
ついて検証した．

対象・方法
　CT画像の定量評価では，装置付属の円柱水ファ
ントムや専用の画質評価用ファントムを用いるこ
とが標準的であるが，本研究ではより実際の低線
量胸部CT画像の条件に近付けるため，評価ファ
ントムとして胸部人体ファントム（Chest Phantom 
N1 ：京都科学，京都）の肺上葉部（肺野上縁より
20 mm足側）を使用した．なおファントム肺上葉
部は，空洞のみで気管支構造は含まれていない（図
2）．CT装置は，当施設の16DAS CT装置Alexion
（キヤノンメディカルシステムズ，栃木）を使用し
た．撮影条件は，管電圧：120kVp，管球回転速度：
0.75s/r，ヘリカルピッチ：23，再構成スライス厚：
5mm，display field of view（DFOV）：280mm，

図1　Hybrid IRによるSA低減効果の一例（CTDIvol: 1.6mGy）
（a）オリジナル画像，（b）Hybrid IR: AIDR 3D standard

(a) (b)

(a) (b)

図2　胸部人体ファントム
（a）外観，（b）内部構造
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再構成関数：FC51を一定とし，管電流を10，20，
30，40，50mAの5種（CTDIvol：0.5～2.6mGy）
としてファントム肺上葉部の撮影を行った．また
評価対象画像再構成法は，標準的な再構成画像で
特殊なSA低減処理を施していないオリジナル画
像：ORG，投影データベースの従来型SA低減処
理を施した画像再構成法：Boost 3D，逐次近似を
応用したSA低減処理を施したHybrid IR: AIDR 
3D（プリセット強度4種：weak＜mild＜standard＜
strong）以上6種とした．
　そして全評価画像に対して，前述の今井らの研
究 6,7）を肺野領域に応用して解析を行った．まず画
像解析ソフトImageJ（National Institutes of Health: 
NIH, USA）を用いてSAを含むファントム肺上葉
部に図3のような50×50pixelsの関心領域（region 
of interest: ROI）を設定し，ROI内における全
pixelのCT値を取得した．そしてSAの発生方向
と垂直であるy軸方向にROI内50pixel長のCT 
値プロファイルを50パターン取得し，各プロファ
イルにおける隣接pixel間のCT値差のなかから最
大のCT値差を各プロファイルにおける最大CT
値変動量として抽出した．このようにして各評価
画像で50の最大CT値変動量をSAの特徴量とし
て取得し，正規のGumbel 分布の定義式 6）に適応
させ解析を行った．
　その正規のGumbel分布の定義式は（1）式で与

えられ，

  F x x( ) exp exp= − − −















β
γ   . . . . . . . .（1）

F(x)：最大変動量xに対する累積確率
β：位置パラメータ（最大変動量xの最頻値）
γ：尺度パラメータ（最大変動量xのばらつき）
F(x)は，（1.1）式のミーンランク法 6）で求められる．

  F x i
ni( ) =

+1
  . . . . . . . . . . . . .（1.1）

F(xi)：i番目に大きい確率変数xiに対する累積確率
n：サンプル数（本研究ではn＝50）
（1）式を微分することでGumbel確率密度関数の
式（2）が得られ，

  f x x x( ) exp exp= − −





− − −















1
γ

β
γ

β
γ

 . . .（2）

（1）式の両辺に対し，二重に自然対数をとること
で，（3）式に変形できる．

  − − = −ln( ln ( ))F x x1
γ

β
γ

  . . . . . . . . . .（3）

　（3）式の最大変動量xが − −ln( ln ( ))F x と線形関
係（正規のGumbel分布に漸近）であれば，最大変
動量xにGumbel性があり，Gumbel法が適用可能
と判定できる．
　よって本研究で得られた最大CT値変動量を上

図3　設定ROIとCT値プロファイルからの最大CT値変動量の抽出

CT値プロファイル

・・・

50パターン

1 11 21 31 41 50

最大CT値変動量

CT値プロファイル設定ROI（50×50pixels）
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記式xにあてはめ，（3）式の累積確率F(x)から最
大CT値変動量の分布状況を表すGumbel plot（x
軸：最大CT値変動量，y軸： − −ln( ln ( ))F x ）を
取得し，その線形回帰分析からPearsonの相関係
数を算出することで各評価画像のGumbel plotの
線形性を評価し，低線量胸部CT画像の肺野内SA
に対しGumbel法が適用可能か検証した．
　また（3）式と各評価画像のGumbel plotの線形
回帰直線式 y ax b= + を対応させると

  β γ= − = −b b
a

  . . . . . . . . . . . . . . . .（4）

 γ = 1
a

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .（5）

となり，Gumbel plotの代表値であるβ：位置パ
ラメータ，γ：尺度パラメータが得られる．特に
先行研究 4-6）ではSAを定量評価する際，β：位置
パラメータを評価指標として用いており，全評価
画像のGumbel plot，Gumbel確率密度関数（x軸：
最大CT値変動量，y軸：Gumbel確率密度）とと
もに，β：位置パラメータを算出することでSAの
定量評価を行い，Hybrid IRであるAIDR 3Dによ
るSA低減効果の特性について検証した．

結　果
　全評価画像におけるPearsonの相関係数を表1
に，Gumbel plotを図4に示す．Pearsonの相関係
数 rは全評価画像（30画像）で0.963≦r≦0.997
の範囲にあり，r≒1であることから最大CT 値変
動量xと − −ln( ln ( ))F x の間に非常に強い正の線
形関係が認められた．よって低線量胸部CT画像
の肺野内SA のCT値にはGumbel 性があり，SA
の定量評価に対してGumbel法を適用することは
可能と示された．またGumbel plotでは，plot分

布が右方（高変動量側）に位置するほどSAが多い
ことを示す 7,9）が，本研究におけるORGとBoost 
3Dでは，管電流が低いほど分布が右方に位置し
ておりSAが多く発生していた．また同一管電流
のORGと比べBoost 3Dでは，plot分布が左方に
位置しておりSAが減少しているが，その差は 10 
mAで最も大きく管電流の増加により差は縮まる
傾向にあった．一方，AIDR 3Dでは，いずれの
管電流においてもORG，Boost 3Dと比べplot分
布が左方に位置しておりSAが減少していた．ま
たAIDR 3Dプリセット強度の増強とともにさら
にplot分布は左方に移動しSAが減少するが，管
電流を変化させても，各プリセット強度における
plot分布に大きな変動はなかった．しかし図4の
ようなGumbel plotだけでは，どのくらいの強さ
のSAがどの程度発生しているか分析しにくく，
その度合いについては図5の確率密度関数の曲線
で示される．こちらにおいては，曲線分布のピー
ク位置が右方（高変動量側）にあるほど強いSAが
多いことを示す 7）が，本研究においては，いずれ
の管電流においてもORGからBoost 3Dの使用，
そしてAIDR 3Dプリセット強度の増強とともに
曲線分布のピークが左方に移動し，強いSAが減
少していた．またORGとBoost 3Dでは，管電流
の増加によりピーク位置が左方に移動し強いSA
が減少していたが，AIDR 3Dでは管電流に依存
せず，各プリセット強度で曲線分布のピーク位置
はほぼ一定であった．
　これらの結果をさらに定量的に検討するため
に，（4）式よりSAの定量評価指標である位置パラ
メータを算出し，その結果と管電流の関係を図6
に示す．先行研究 4,5,7,9）より位置パラメータが大
きいほどSAが多いことが示されるが，いずれの
管電流においても，ORGからBoost 3Dの使用そ
してAIDR 3D プリセット強度の増強とともに位
置パラメータは減少しSAが減少していった．ま
たORGとBoost 3Dは管電流の増加とともに位置
パラメータが減少し両者の差は縮まっていった
が，AIDR 3Dでは管電流が変化しても，各プリ
セット強度における位置パラメータの値に大きな
変動はなかった．

表1　全評価画像におけるPearsonの相関係数

評価対象画像再構成法
管電流（mA）

10 20 30 40 50
ORG 0.986 0.985 0.985 0.974 0.989

Boost3D 0.984 0.992 0.981 0.986 0.997
AIDR 3D weak 0.984 0.986 0.986 0.996 0.988
AIDR 3D mild 0.985 0.989 0.987 0.988 0.963

AIDR 3D standard 0.982 0.981 0.985 0.968 0.986
AIDR 3D strong 0.985 0.988 0.985 0.996 0.988
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最大CT値変動量 (HU)最大CT値変動量 (HU)

最大CT値変動量 (HU)

最大CT値変動量 (HU) 最大CT値変動量 (HU)

(a) (b)

(c) (d)

(e)

図4　全評価画像におけるGumbel plot
（a）10mA，（b）20mA，（c）30mA，（d）40mA，（e）50mA
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図5　全評価画像における確率密度関数の曲線
（a）10mA，（b）20mA，（c）30mA，（d）40mA，（e）50mA
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考　察
　本研究では，Gumbel plot，Gumbel確率密度
関数の曲線とともに，SAの定量評価指標として
位置パラメータを用いたが，その位置パラメータ
と視覚的な線状ざらつきの関係を確認するため
に，位置パラメータの値と実際の評価画像の一例
を併記したものが図7である．図7のように視覚
的な線状ざらつきは，位置パラメータによって的
確に定量化されており，低線量胸部CT画像の肺
野内SAの定量評価に位置パラメータを用いたこ
とは適切であったと考える．
　そして図6から，ORG，Boost 3Dと比べた
AIDR 3Dの長所がみられた．ORG，Boost 3Dで
は，管電流の減少とともに位置パラメータが増加
したが，AIDR 3Dでは，管電流が減少しより低
線量になっても各プリセット強度で位置パラメー
タがほぼ一定であった．この要因についてAIDR 
3Dは管電流が低く線量が少ないほど，ノイズ低
減効果が強く作用するが 3），同様にSAのみに対し
ても線量が少ないほどSA低減効果が強く作用し
たことが理由として挙げられる．この作用は

AIDR 3Dの低線量領域における効果的なSA低減
効果を示しており，低線量肺がんCT検診におけ
る被曝線量低減に寄与していると考える．
　一方Hybrid IR であるAIDR 3D使用によるデ
メリットとして，解像特性の低下 10）が報告されて
いる．今後はSA低減効果だけでなく総合的な画
質評価を実施し，撮影条件やAIDR 3Dプリセッ
ト強度の再検討により，さらなる線量低減の可能
性を探っていくべきと考える．また一部のメー
カーからリリースされているFull IR法やDeep 
Learningを用いた新たな画像再構成法では，さら
なる画質向上や被ばく線量低減が可能と評価 11,12）

されており，今後はこれらも評価対象に含めた研
究が必要と考えられる．
　本研究のLimitationとしては，Hybrid IRのな
かでもキヤノンメディカルシステムズ製AIDR 
3Dのみでの評価であり，他社製Hybrid IRでの
検討がなされていない点，ファントムスタディで
あり，実際の低線量胸部CT画像における肺野内
結節の検出能で評価できていない点などが挙げら
れる．また最大CT値変動量の抽出の際，SAの発

図6　各画像再構成法における管電流と位置パラメータの関係
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生方向とCT値プロファイルが真の垂直方向に
なっていない可能性が考えられるが，先行研究 9）

より垂直からのズレがあったとしても測定値に与
える影響は少なく，本研究結果に与える影響は許
容できるものと考える．

結　語
　低線量胸部CT画像の肺野内SAのCT値には
Gumbel性があり，SAの定量評価に対してGumbel
法を適用することは可能と示された．またHybrid 
IRであるAIDR 3Dは従来のSA低減法よりも効
果的にSAを低減できることから，低線量肺がん
CT検診におけるHybrid IRの有用性が示された．

利益相反
　本研究における利益相反はありません．
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The Streak Artifact Reduction E�ect by Using the Hybrid IR in Low Dose Chest CT: 
Quantitative Evaluation by Gumbel Method of Extreme Value Analysis

Shin-ichi Tauchi, Kunihiko Hayashi, Kensuke Oashi, Mitsuru Dohke

Division of Radiology, Keijinkai Maruyama Clinic

Abstract
Objective: To clarify the characteristics of hybrid IR-based streak artifact (SA)-reduction 
e�ects by conducting quantitative evaluations using the Gumbel method on lung �eld SAs 
in low-dose chest CT images.
Methods: �e superior lobes of anthropomorphic phantoms in the chest were imaged (tube 
current: 10–50mA) using a 16DAS CT Alexion device (Canon Medical Systems). Each 
evaluated image was obtained using the following six reconstruction methods: original 
image, ORG; conventional SA-reduction method, Boost3D; hybrid IR: AIDR 3D (preset 
strengths: four types). ROIs were set within the lung �eld (SAs included) of each image, 
and the correlation coe�cients from the obtained Gumbel plots were used to determine 
the suitability of the Gumbel method for quantitative analysis of the lung �eld SAs. Hybrid 
IR-based SA reduction e�ects were also analyzed from the positional parameters in each 
image.
Results: �e correlation coe�cients r of the Gumbel plots for all the evaluated images were 
in the range 0.963 ≦ r ≦ 0.997, and the Gumbel properties were con�rmed due to r ≒ 1. 
�e positional parameters for hybrid IR were lower than those with the conventional meth-
od, and furthermore, those values were also independent of the tube current and were con-
stant for each preset strength.
Conclusion: �e Gumbel method can be applied for the quantitative evaluations of lung 
�eld SAs in low-dose chest CT images. Hybrid IR was also able to further reduce the SAs, 
as compared to the conventional method, and was shown to be more e�ective with lower 
doses.

Keywords: low-dose chest CT, Hybrid IR, streak artifact, Gumbel method
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はじめに
　心房細動（atrial fibrillation: AF）は，高齢者に
多くみられる不整脈疾患である．血栓性脳塞栓症
の原因疾患であり，広範囲に脳がダメージをうけ
ることが多く重症化しやすいため予防が重要とさ
れる．
　近年，AFの治療はカテーテルアブレーション
治療の進歩や，ワルファリンに代わる新規経口抗凝
固薬（novel oral anticoagulants: NOAC）登場後の
エビデンスが集積され，治療ガイドラインでは脳
梗塞の発症リスクをCHADS2スコアで評価し，1
点以上ではNOACまたはワルファリンによる抗
血栓療法が推奨されている 1）．
　AFは，加齢とともに有病者が増加するため，
高齢化の進行と相まって増加傾向にあるとされる
ことから，当機構における健康診断データから
AF有病率および治療状況を把握するとともに，
過去5年の有病率の推移について検討した．

健診からみた心房細動有病率と治療の状況
齋藤良範　柴田香緒里　安達美穂　後藤明美　阿部明子　庄司久美 
正野宏樹　荒木隆夫　齋藤幹郎　横山紘一　後藤敏和　菊地 惇

要　約
目的：心房細動（atrial �brillation: AF）は，血栓性脳塞栓症の原因疾患であり予防には抗凝固療法が
有用である．高齢者ほど有病率は増加するとされることから，健康診断受診者における有病率およ
び治療の現状を把握し経年推移を検討した．
方法：2017年度の受診者175,462（男性86,923，女性88,539）名の12誘導心電図（心電図）所見か
ら，性・年代別のAF有病率および問診票より治療率を算出した．また，2013年から2017年度ま
で5年間のAF有病率の推移を検討した．
結果：AF有病率は1.13（男性1.81，女性0.47）％で，加齢に伴い増加し各年代とも男性が高率であっ
た．治療率は，60歳未満55.7％，60歳代68.8％，70歳代66.6％，80歳以上63.9％で，60歳未
満で低かった．CHADS2スコアが1以上となる75歳以上では65.0％であった．AF有病率の経年推
移は，2013年度1.03％，2014年度1.04％，2015年度1.10％，2016年度1.12％，2017年度1.13％
と増加傾向が認められたが，男女別の年齢調整後の有病率には差を認めず受診者の高齢化が原因と
考えられた．
結論：AF有病率は1.13％で，男性に多く高齢になるほど増加した．60歳未満では未治療者が多く
75歳以上でも35％は未治療であり，加療の必要性を啓発していく必要がある．

キーワード　心房細動，心電図，健康診断

対象と方法
　対象は，2017年度当機構の健康診断で12誘導
心電図（心電図）を行った175,462（男性86,923，
女性88,539）名で，平均年齢は54.5±16.5（男性
53.8±16.7，女性55.1±16.4）歳．健診種別は，
人間ドック・定期健康診断・特定健康診査の3種
が含まれている．受診者の年齢構成は60歳代が
最も多く，次に40歳未満の受診者が多い集団で
ある（表1）．
　AF有病者は心電図所見から特定し，性・年代
別に比較検討した．AF治療については問診票で
申告があるものを治療中として集計したが，薬剤
の内容については記載欄がなかったため薬剤の範
疇については評価できなかった．また，2013～
2017年度にかけて5年間のAF有病率について推
移を検討した．
　統計学的検討は，比率の比較にはカイ2乗検定
を使用し，年齢の比較にはMann-WhitneyU検定
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を使用しp＜0.05を有意差ありとした．統計解析
ソフトは，EZR ver1.36（自治医科大学附属病院・
附属さいたま医療センター）を用いた．
　なお，本研究はヘルシンキ宣言を遵守し，当機
構の倫理委員会にて承認が得られている．また，
サンプルデータを統計に用いる際には当機構の個
人情報保護規定を遵守し，利用目的等を施設内に
掲示しデータは受診者を特定する氏名等を消去し
て検討した．

結　果
　2017年度のAF有病者数は1,985（男性1,572，
女性413）名で，平均年齢は72.0±9.1（男性71.3
±9.1，女性74.9±8.2）歳であった．AF有病率は
1.13（男性1.81，女性0.47）％で，男性の有病率
は女性と比較し有意（p＜0.001）に高率であった．
年代別のAF有病率は，40歳未満0.01％，40歳代
0.07％，50歳代0.49％，60歳代1.42％，70歳代
3.00％，80歳以上5.03％と加齢に伴い有意（p＜
0.001）に増加した．40歳以上では，女性と比較

し男性が有意（p＜0.001）に高率で加齢とともに
顕著となった（表1）．
　AF有病者の治療状況は，治療中が1,303名で
治療率は65.6％であった．60歳未満は55.7％，
60歳代は68.8％，70歳代は66.6％，80歳以上は
63.9％で，CHADS2スコアが1以上となる75歳
以上の治療率は65.0％にとどまっていた（表2）．
　受診者の平均年齢は年々漸増し，2013年度
53.6±16.0歳，2017年度54.5±16.5歳で5年間
に0.9歳有意（p＜0.001）に高くなっていた．
　AF有病率の年次推移は，2013年度1.03％，
2014年度1.04％，2015年度1.10％，2016年度

表2　問診による治療の状況（2017年度）
年代 AF有病者数 治療中 同左率

60歳未満 183 102 55.7％
60～69歳 583 401 68.8％
70～79歳 779 519 66.6％
80歳以上 440 281 63.9％
合計 1985 1303 65.6％

75歳以上
（CHADS2＝1） 837 544 65.0％

表1　年代別受診者数およびAF有病者（2017年度）
年代 40歳未満 40～49歳 50～59歳 60～69歳 70～79歳 80歳以上 合計

受診者数 男性 19711 15534 15858 19279 12251 4290 86923
女性 17354 15055 16207 21733 13727 4463 88539
計 37065 30589 32065 41012 25978 8753 175462

AF有病者数 男性 4 20 146 485 598 319 1572
女性 0 2 11 98 181 121 413
計 4 22 157 583 779 440 1985

AF有病率 男性 0.02％ 0.13％ 0.92％ 2.52％ 4.88％ 7.44％ 1.81％
女性 0％ 0.01％ 0.07％ 0.45％ 1.32％ 2.71％ 0.47％
p値 0.128 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001
計 0.01％ 0.07％ 0.49％ 1.42％ 3.00％ 5.03％ 1.13％

                     p＜0.001

表3　受診者数およびAF有病者の経年推移
2013年度 2014年度 2015年度 2016年度 2017年度

受診者数 167394 169987 173309 173914 175462
平均年齢 53.6 ±16.0 53.8 ± 16.2 54.1± 16.3 54.3. ± 16.5 54.5 ± 16.5

AF有病者数 1729 1762 1899 1940 1985
AF有病率（％） 1.03 1.04 1.10 1.12 1.13

p＝0.006

AF平均年齢 70.4 ± 9.4 70.7 ± 9.5 71.4 ± 9.4 71.8 ± 9.4 72.0 ± 9.1

p＜0.001
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1.12％，2017年度1.13％と増加しており，5年
間で0.10ポイント有意（p＝0.006）に上昇してい
た．AF有病者の平均年齢は，2013年度70.4±9.4
歳，2017年度72.0±9.1歳で，この5年間で1.6
歳有意（p＜0.001）に高くなっていた（表3）．
2013年度と2017年度の受診者について，各年代
別に有病率を比較するといずれの年代も有意な差
は認められなかった（図1）．さらに，2013年度か
ら2017年度にかけて男女別に年齢調整後の有病

率を比較すると，有意な増加は認められなかった
（図2）．
　受診者全体に対する75歳以上の占有率は，
2013年度9.5（男性9.2，女性9.7）％に対し2017
年度では11.0（男性10.5，女性11.4）％で男女と
も有意（p＜0.001）な増加が認められた．AF有病
者に対する75歳以上の占有率は，2013年度35.8
（男性31.3，女性51.4）％に対し2017年度では

42.2（男性38.9，女性54.7）％で，女性には有意

図1　年代別AF有病率の比較（2013年度・2017年度）

歳未満 ～ 歳 ～ 歳 ～ 歳

年

年
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図2　AF有病率の経年変化（年齢調整）
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な差は認められないが男性では有意（p＜0.001）
な増加が認められた（図3）．

考　察
　今回の検討の対象者は，職域の定期健康診断も
含んでおり40歳未満が全体の21.1％（37,065名）
を占めている（図1）．40歳未満にもAF有病者が
存在しAF有病率は0.01（男性0.02，女性0）％で
あった．40歳以上のAF有病率は，1.43（男性2.33，
女性0.58）％であった．
　AF有病率については，無作為に抽出された日
本各地の300地区に居住し健康診断で心電図検査
を受けた30歳以上の男女5,198名を対象とした
コホート調査である2000年の第5次循環器疾患
基礎調査（NIPPON DATA）2）のデータがある．こ
れによれば30歳以上合計で0.9％，30歳代0.0（男
性0.0，女性0.0）％，40歳代0.1（男性0.0，女性
0.2）％，50歳代0.6（男性0.4，女性0.7）％，60
歳代0.9（男性1.4，女性0.5）％，70歳以上2.7（男
性3.5，女性2.1）％と報告している．
　職域の定期健康診断受診者を除外した41,436
名を対象とした倉敷市健診データ（2006年）3）で
は，40歳以上合計で1.6（男性2.4，女性1.2）％，
40～59歳代0.3（男性0.5，女性0.2）％，60～70
歳代1.5（男性2.3，女性1.0）％，80歳以上2.8（男
性3.5，女性2.5）％と報告している．これら2つ

の報告の対象は，今回の検討と同様に健康診断受
診者であり，40歳未満を含むAF有病率は，当機
構が1.13％，NIPPON DATAが0.9％と近似し
ている．また，40歳以上のAF有病率は，当機構
が1.43％，倉敷市健診データが1.6％と近似して
いる．それぞれ各年齢層において男性の有病率は
女性と比較し高率であり，男女とも加齢とともに
有病率が上昇する結果であった．
　伏見心房細動患者登録研究（Fushimi AF Regis-
try）4-6）は，医療機関に通院するAF患者を登録し，
患者背景および治療の実態調査や予後追跡を行う
もので，2014年までの登録患者数が3,985名で，
人口で除して算出したAF有病率は1.4（男性1.7，
女性1.1）％，70歳代6.0（男性7.1，女性3.4）％，
80歳代7.6（男性10.5，女性6.4）％であり，健康診
断受診者を対象とした研究と比較し，高齢者で高
率となっている．この差は，Fushimi AF Registry
が医療機関を受診している症例を主な対象とし，
発作性が46％，持続性が7.3％，永続性が46.7％
の割合となっているのに対し，健康診断受診者に
ついては一過性AFが含まれない可能性があるこ
とが主な要因と考えられる．
　当機構では，山形県健康診査実施要領 7）の判定
基準に準拠した判定を行っているが，2015年度
にAFの判定を「要精密検査」から「要医療」に変更
しており，加療の必要性を指示する位置付けと

図3　受診者およびAF有病者に対する75歳以上（後期高齢者）の占有率

男性 女性 合計 
受診者(2013年度) 9.2% 9.7% 9.5%
受診者(2017年度) 10.5% 11.4% 11.0%

AF有病者(2013年度) 31.3% 51.4% 35.8%

AF有病者(2017年度) 38.9% 54.7% 42.2%
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なった．当機構では，心電図でAFを認め問診で
未治療の申告があった場合は「要医療」の指示に加
えて，必ず医療機関を受診するよう文書により勧
奨している．「要医療」に変更される前の治療率は
63.8％で変更後は65.7％と有意差（p＝0.051）は
認められないものの増加する傾向にあった．2017
年度のAF有病者の治療率は，60歳未満では6割
に満たず，60歳以上でも7割に満たない治療率で
あった．脳梗塞発症のリスクを評価するCHADS2

スコアでは，年齢が75歳以上ではスコアが1点以
上となり，NOACまたはワルファリンによる抗凝
固療法が推奨される 1）．AF患者に対する抗凝固療
法に関する本邦でのこれまでの報告で，2009年
に7,937名を対象とした J-RHYTHM Registryで，
CHADS2スコアが2以上では90％以上にワル
ファリンが投与されていたが，CHADS2スコアが
0でも75％に投与されていた 8）．また2012年の
Fushimi AF Registryでは，CHADS2スコアが2の
ワルファリンを中心とする抗凝固薬の投与は
60％未満にとどまり，逆にCHADS2スコアが0で
も20％以上に抗凝固薬が投与され，抗凝固薬が
適切に使用されないことが報告されている．今回
の検討では，問診で把握した75歳以上の治療率
は65.0％であり，治療薬の内容については検討
できていないが，抗凝固薬の投与率は得られた治
療率よりもさらに低いことが類推され，NOACが
普遍的に使用可能となった今日でも，抗血栓療法
が十分になされていない現状が示唆される．
　多くの人は，普段の生活を支障なく過ごすこと
ができることや，治療による血栓形成の予防の重
要性が認知されていないことなどから，医療機関
受診を勧奨されても未受診のまま放置されている
ことが推察される．
　健康診断における心電図の実施対象は，労働安
全衛生法に基づく定期健康診断では35歳および
40歳以上であるがAF有病率が比較的低い若年・
中年が含まれる．特定健康診査は比較的高齢者が
多い対象群であるが，当初は基本項目に心電図が
含まれておらず，詳細な項目として医師が必要と
判断した場合に実施するとされた．しかし当機構
では，2015年度以降は特定健康診査を受診する

後期高齢者も心電図を実施しており75歳以上の
受診者は年々増加している．
　経年的な有病率は年々増加し，2013年度と
2017年度では全体では有意な差を認めた．しか
し2013年度と2017年度の年代別の有病率は各年
代で有病率に差を認めなかった．さらに男女別の
年齢調整後の発症率は，5年間で有意な差を認め
なかった．Framingham studyの成績では，65歳
から84歳の有病率は，1960年代の終わりに比べ
て1980年代の終わりには男性では約3倍に有意
に増加していたが，女性では有意な増加を認めな
かった．男性での有病率の増加の要因は明らかで
はないが，心筋梗塞の予後の改善が関係している
可能性を示唆している 9）．Copenhagen City Heart 
Studyでは，1976年から1994年までの50歳から
89歳までのAF有病率を検討しているが，年齢調
整後の発症率は男性では1976年～1978年の
1.4％から1991年～1994年は3.3％に有意に増
加したが，女性では1.5％から1.1％に減少し有
意な変化ではなかった．男性における有意な増加
は，合併症，体重，身長を調整した後も同様に認
められ，男女の違いの原因は明らかでないとして
いる 10）．これら2つの研究は，約20年にわたる経
年変化を検討したもので，この間の医学の進歩や
社会情勢の変化が男性における有病率の増加にか
かわっている可能性がある．
　今回の検討は近年の5年間における有病率の検
討であり，年齢調整後は有病率の有意な増加はな
いが，有病者の75歳以上の占有率が男性では有
意に増加しており，全体でのAF有病率の増加は
後期高齢者の増加に伴う高齢化が要因と推測され
た．
　この検討では，年1回の健康診査受診者を対象
としていることから，発作性のAFは含まれない
可能性があることや健康診断を受診しないAF有
病者がおり，実際よりも低率となっている可能性
がある．治療状況については，自己申告による問
診票から集計しているため，状況を正しく申告で
きない受診者が含まれる可能性がある．また，治
療薬の内容を検討しておらず，この研究の治療率
は抗凝固薬の投与率ではないという制限がある．
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結　語
　健診からみたAF有病率は1.13％で，男性に多
く高齢になるほど増加した．60歳未満では未治療
者が44.3％と多く，CHADS2スコアが1以上とな
る75歳以上でも35.0％は未治療であった．AFを
有する健診診断受診者に対し，治療の必要性を啓
蒙していく必要がある．

　本論文の要旨は第60回日本人間ドック学会学
術大会（2019年 岡山市）に発表した．
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Prevalence of Atrial Fibrillation and Status of Treatment during Medical Check-up

Yoshinori Saito, Kaori Shibata, Miho Adachi, Akemi Goto, Akiko Abe, Kumi Shouji,  
Hiroki Masano, Takao Araki, Mikio Saito, Koichi Yokoyama, Toshikazu Goto, Atsushi Kikuchi

Yamagata Medical Examination Center, Public Interest Foundation of Yamagata Health  
Promotion System 

Abstract
Objective: Atrial �brillation (AF) is a causative disease of thrombotic cerebral embolism, 
and anti-coagulant therapy is used for its prevention.  Since the prevalence rate is expected 
to increase with age, we examined the prevalence rate of AF and current state of treatment 
in medical check-ups and examined the changes over time. 
Methods: Based on the �ndings of 12-lead electrocardiograms (ECG) of 175,462 patients 
(86,923 males, 88,539 females) in 2017, the treatment rates were calculated from the prev-
alence of sex and age and by using a questionnaire.  We also examined the change in AF 
prevalence for 5 years from 2013 to 2017. 
Results: The prevalence of AF was 1.13% (1.81 in males, 0.47 in women) and increased 
with age. Furthermore, a higher percentage was observed in males at each age. �e treat-
ment rates were 55.7% for those below 60 years of age, 68.8% for those in their 60s, 66.6% 
for those in their 70s, and 63.9% for those aged 80 years and above. In patients aged 75 
years or older with a CHADS2 score of 1 or more, the treatment ratio was 65.0%.  �e trend 
of the AF prevalence over time was 1.03% in 2013, 1.04% in 2014, 1.10% in 2015, 1.12% in 
2016, and 1.13% in 2017.  �ere was no di�erence observed in morbidity, probably due to 
the aging of the examinees.
Conclusions: �e prevalence of AF was 1.13%, and was found to be higher in males and 
in older age groups.  �ere are many untreated patients below 60 years of age, and approx-
imately 35% cases above the age of 75 years remain untreated. �erefore, it is necessary to 
educate patients regarding the need for medical treatment.

Keywords: atrial �brillation, ECG, medical check-up
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前立腺がんMRI検診の有用性評価
能城 毅 1）　稲生信一 1）　山本晃大 1）　鈴木智史 2）　北村英之 3）

要　約
目的：人間ドック男性受診者に対し，血中PSA値に加えoptionでの前立腺MRI検査を施行し，前
立腺がんMRI検診の有用性につき検討した．
方法：2018年6月1日から2019年2月28日に人間ドック男性受診者のうち前立腺MRIを選択した
22名を対象とし，年齢，PSA値，MRI結果，また，精査を要した症例に関しては精査結果も解析
対象とした．MRIは1.5テスラの単純撮影で行い，T1強調像，T2強調像，拡散強調画像（b値1,000
および2,000）とADC mapを基本とし，放射線科医による読影が行われた．直腸診は行っていない．
結果：人間ドック男性受診者206名のうち22名（10.7％）がoption前立腺MRIを選択した．MRI選
択受診者平均年齢は67.0 ± 11.8歳，平均PSAは1.14 ± 1.02ng/mLであった．22名中12名が前立
腺肥大と診断され，平均PSAは，1.10 ± 0.90ng/mLであった．PSAが4.0ng/mL以上の受診者は認
められなかったが，PSA 3.54ng/mLとカットオフ値4.0ng/mL未満にもかかわらず前立腺右葉に拡
散強調画像にて異常高信号を認め，精密検査の結果，中間リスク群前立腺がんであった70歳代受
診者が1名存在した．
結論：PSAに加え前立腺MRIを併用することによりPSAカットオフ値未満の臨床的に治療意義の
ある前立腺がんの検出力が向上する可能性がある．

キーワード　前立腺がん，MRI，PSA，カットオフ値

緒　言
　前立腺がんは2014年に男性がん罹患率の第4
位，また，部位別がん死亡率では2017年に第7
位となっている．男性では70歳以上において肺
がんとともにその死亡の割合が上昇し 1,2），すで
に超高齢社会を迎えている本邦において大きな問
題になると考えられる．しかし，2014年から
2017年の前立腺がんによる死亡数は横ばいであ
り，いまだ議論があるものの，本邦では前立腺が
んに対するprostate-specific antigen（PSA）検査の
普及が進み，前立腺がんが早期の段階で診断可能に
なったことがその原因の一つと考えられている 3）．
　PSA検査においては，カットオフ値が設定され，
全年代で4.0ng/mL，あるいは50～64歳3.0ng/
mL，65～69歳3.5ng/mL，70歳以上4.0ng/mL
とされている 4）．しかし，実際の臨床では，カッ
トオフ値未満の前立腺がんも少なからず経験さ
れ，それが臨床的に治療意義のある前立腺がんで
ある場合もある 5,6）．健診あるいは人間ドックにお

いては侵襲性のある検査は避ける必要があり，カッ
トオフ値未満の場合は経過観察あるいはカットオ
フ値に近い場合は受診者と相談のうえ精密検査と
ケースバイケースであるのが現状と考えられる．
　近年，magnetic resonance imaging（MRI）の高
度の発達により，前立腺がんの検出に関してもそ
の成果が示され，読影精度，読影者間差異の改善
のため読影システムの構築も行われている 7）．MRI
は閉所恐怖症や金属植え込み受診者などには禁忌
ではあるが，比較的低侵襲での検査が可能である．
そこで今回，人間ドック男性受診者に対し，option
での前立腺単純MRIを施行，PSA値，精密検査
の結果などを含め，前立腺MRI検査の付加価値，
有用性の検討を行ったので報告する．

対　象
　2018年6月1日から2019年2月28日の間の人
間ドック男性受診者のうちoption前立腺MRIを
選択した22名のPSA値，前立腺MRI結果および
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その後の精査を要した場合はその結果も対象とし
た．

方　法
　PSA値は通常の採血データを利用し，4ng/mL
以上を精査対象とした．当院では比較的高齢の受
診者が多いため，PSAカットオフ値は4ng/mLに
統一している．MRIは単純撮影のみで，T1強調像，
T2強調像，拡散強調画像を表1に提示したパラ
メーターで撮像し，拡散強調画像と同時に得られ
るADC mapも含め放射線科医による読影を行っ
た．直腸診，直腸超音波など他の検査は行われて
いない．また，個人情報保護を尊重し，サンプル
データを統計に用いる際には「個人情報について」
として利用目的等を施設内に掲示し，データは受
診者を特定する氏名等を消去して検討した．

結　果
　2018年6月1日から2019年2月28日の間の人
間ドック男性受診者は206名であり，そのうち
option前立腺MRIを選択したのは23名であった．
このうち1名が閉所恐怖症によりMRI検査を遂行
できず，残り22名（10.7％）に前立腺がんMRI検
査が施行された．
　22名の平均年齢は67歳（S.D.11.8），平均PSA

は1.14ng/mL（S.D.1.02）であった（表2，表3）．
　MRIにて正常と判断された症例は9例，前立腺
肥大は12例であり，それぞれのPSAは0.93±0.90, 
1.10±0.90ng/mLであった．また，PSAがカット
オフ値の4.0ng/mL以上の受診者は認められなかっ
た．表4では，Prostate Imaging–Reporting and 
Data System（PI-RADS）version 2に準拠したカテ
ゴリーも示した 6）．PI-RADSにおいては正確には
今回施行していない造影MRIも併用しなくては
ならないが，造影MRIの所見が影響を与える拡
散強調画像スコア3症例を認めなかったため，T2
強調像，拡散強調画像，ADC mapのみで評価し
てある．
　70代受診者（PSA 3.54ng/mL）のMRI検査にお
いて前立腺右葉移行域に拡散で高信号を認め，b
値2000拡散強調画像で明瞭な高信号を示したた
めPSAがカットオフ値未満であるものの前立腺が
んを否定できず，受診者の同意を得て精査として
生検を施行した．図1にこの症例のMRI画像を示
す．右葉の移行域にT2強調像で低信号，拡散強
調画像で高信号が認められる．

表2　option前立腺MRI受診者数と平均年齢
受診者 人数 年齢（average ± S.D. y.o.）
全体 22 67 ±11.8（median 68）

表3　MRI検査結果とPSA平均値（ng/mL）
受診者 人数 PSA（average ± S.D.）
正常  9 0.93 ± 0.90ng/mL

前立腺肥大 12 1.10 ± 0.90ng/mL
MRI異常  1 3.54ng/mL
全体 22 1.14 ±1.02ng/mL

表4　option前立腺MRI受診者の年代，PSA値，MRI検査
結果

受診者年代 PSA（ng/mL） MRI所見 PI-RADS category
80代 0.12 異常なし 2
70代 0.32 異常なし 2
50代 0.38 異常なし 1
60代 0.38 異常なし 2
70代 0.5 前立腺肥大 2
50代 0.53 前立腺肥大 2
50代 0.55 前立腺肥大 2
60代 0.61 異常なし 1
70代 0.61 前立腺肥大 2
70代 0.62 前立腺肥大 2
60代 0.74 前立腺肥大 2
50代 0.82 異常なし 1
70代 0.93 前立腺肥大 2
80代 0.97 前立腺肥大 2
70代 1.03 前立腺肥大 2
50代 1.04 異常なし 2
70代 1.37 前立腺肥大 2
50代 1.56 前立腺肥大 2
50代 1.7 異常なし 1
60代 2.97 異常なし 2
70代 3.54 前立腺右葉腫瘍疑い 4
80代 3.76 前立腺肥大 2

表1　MRI撮像シークエンス
撮像方法 撮像方向 TR/TE スライス厚

T1強調画像 横断像 400/10 5mm
T2強調画像 横断像＋冠状断像 2800/90 5mm

T2強調脂肪抑制画像 横断像 3400/90 5mm

拡散強調画像 横断像
（b値1000，2000） 4200/70 5mm
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　生検はルーチンの16部位に加えMRI結果を参
照し，右葉移行域近傍で4部位を追加，合計20部
位で施行した（図2）．
　右葉では拡散高信号部位と一致して6部位から
がんが検出された．また，左葉辺縁域からも4部
位からがんが検出された．つまり10/20部位でが
んが検出され病理はadenocarcinoma Gleason score 
3＋3であった．Gleason score 6, PSA 3.54ng/mL
と低リスク群に分類されるためいわゆる監視療法
も考慮はされたが，生検でのがん陽性数および受
診者の希望もあり，その後ロボット支援下前立腺
全摘除術が行われた．病理では前立腺がんが生検
結果と同様の部位に認められ，Gleason score 4＋3
であった．前立腺外進展，リンパ管侵襲，血管侵襲，
神経周囲浸潤，精嚢浸潤のいずれも認められず，
TNM分類において原発巣はT2c（前立腺両葉への
進展）とされた．なお，他の画像検査において，

リンパ節転移，遠隔転移も認められていないため，
pT2cN0M0と結論され，現在外来で経過観察中
である．

考　察
　対策型検診においてPSA検診は比較的安価で
簡易な方法であり，European Randomized Study 
of Screening for Prostate Cancer（ERSPC）におい
て13年間の followから27％の前立腺がんによる
死亡リスクの低下が認められた 8）．本邦ではPSA
のカットオフ値の上限は全年齢においては4.0ng/
mLとされている．カットオフ値は，治療を要す
るがんを効率よく検出し，過剰診断を可能な限り
避けるように設定されるものであるので，カット
オフ値以上でもがんが検出されない，また，カッ
トオフ値未満でもがんが検出される場合がありう
る．Prostate Cancer Prevention Trial（PCPT）にお

図1　前立腺MRI異常所見（70歳代　PSA 3.54ng/mL）

強調像 拡散強調像 拡散強調像
値 値

図2　前立腺生検部位（数字部）と病理結果（〇のついた数字部にがん検出．11，12，15，16の左葉辺縁
域のがん指摘はこのMRIでは指摘困難）

強調像 生検部位 拡散強調像 拡散強調像
値 値

① ② 3    4

⑤ ⑰ 18⑥ 7 8

9 ⑲ 20  10       ⑪ ⑫

13  14         ⑮ ⑯
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いては，PSAが4.0ng/mL以下の症例においても，
15.2％に前立腺がんが検出されている 5）．PSAが
4.0ng/mL以上では精密検査に移行するため問題
とはならないと考えられるが，カットオフ値未満
の臨床的に治療意義のある前立腺がん症例をどう
拾い上げていくかが今後の課題と考えられる．
　近年の画像診断技術の発展は目覚ましいものが
あり，MRIもその例外ではなく前立腺がんの検出
や治療方針決定のstagingにおいてもその有用性
が報告されている 7）．最近では前立腺がん検出に
おける高b値拡散強調画像の有用性の報告もみら
れるようになった 9,10）．そこで，今回，人間ドック
においてPSAにMRIを併用し，その付加価値につ
いて評価した．今回の対象群ではPSA値が4.0ng/
mL以上の症例は認められなかったが，MRIで異
常所見を示した1症例を精査したところ，生検で
Gleason score 3＋3の低リスク群のがんが検出さ
れ，その後の全摘除後の病理評価ではGleason 
score＝4＋3の結果的には治療を要する臨床的に
治療意義のある中間リスク群前立腺がん 11）であっ
たため，MRI検査がその有用性を発揮したと考え
られる 12）．なお，今回のMRI画像評価では，前
立腺右葉移行部の拡散強調画像高信号の指摘は可
能であったが，左葉辺縁域のがん部の指摘は困難
であった．MRI画像を見直すと，左葉辺縁域は
T2強調像で淡い低信号だが，拡散強調画像での
信号左右差は不明瞭である．当院では1.5テスラ
のMRIを使用しており，高磁場の3テスラMRI
を利用すれば指摘可能になった可能性はある 12）．
　可能な限り検査の侵襲性を低下させる必要のあ
る人間ドックという立場から，本研究では単純
MRIのみでの評価を行っているため，診断精度低
下が危惧される．しかし，いまだエビデンスのレ
ベルには至らないものの，造影を省いても診断に
大きな影響は与えないという報告が散見されるよ
うになり，単純のみでの評価も期待できる状況で，
前立腺MRIドック導入の後ろ盾になる可能性が
ある 13,14）．
　また，画像検査にはMRI以外にもCTやPETな
どが存在するが，前立腺に関してCTは濃度分解
能不足で診断には適さない 15）．フルオロデオキシ

グルコースというグルコース類似物質を標識とし
て悪性腫瘍のグルコース代謝能亢進をとらえる
FDG-PETは各悪性腫瘍での有用性が報告されて
いるが，グルコース代謝能が低めの前立腺がんに
おいては不利であり，MRI検査での診断感度
78％，特異度79％に対し 12），FDG-PETでは感度
51.9％，特異度75.7％と感度の面で大きく劣る
上に被曝，費用の問題も存在する 16）．最近では前
立腺がんに対するPET用の新たな診断薬も開発さ
れてきてはいるが 17,18），日本での保険適応はなく，
費用・被曝の問題は依然残り，現状の前立腺がん
評価においては空間・濃度分解能が高く，無被曝，
PETより安価な高磁場MRIが第一選択になると
考えられる．
　前立腺がん検診全例にMRIを行うことは，MRI
が非侵襲的とはいえ，費用・時間の問題，また非
前立腺がん受診者が多数であり，多くの無意味な
検査を生じることから現実的ではない．ただし，
今回の前立腺がん症例のPSAは3.54ng/mLであ
りカットオフ値の4.0ng/mL未満とはいえカット
オフ値に近い値である．前述のPCPTにおいて，
PSA 2.1～3.0ng/mL，3.1～4.0ng/mLにおける
がん発見率は，それぞれ23.9％，26.9％であり，
さらに，PSA3.1～4.0ng/mLでは発見がんのうち
治療を要するGleason scoreが7以上の割合が
25％であったことから 5），PSAが3.1以上4.0ng/
mL未満の受診者については前立腺MRI検査を併
用することが，PSAカットオフ値未満の臨床的に
治療意義のある前立腺がん拾い上げ向上における
一つの方法と考えられる．

結　語
　前立腺がん検診において，PSAに加えMRIを
併用することによりPSAカットオフ値未満の臨床
的に治療意義のある前立腺がんの検出力が向上す
る可能性がある．

利益相反
　本研究についての利益相反はない．
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Evaluation of the Usefulness of MRI Screening for Prostate Cancer

Takeshi Nojo1), Shinichi Inoh1), Kodai Yamamoto1), Satoshi Suzuki2), Hideyuki Kitamura3)

1) Department of Radiology, New Tokyo Hospital
2) Department of Medical Examination, New Tokyo Hospital
3) Department of Internal Medicine, New Tokyo Hospital

Abstract
Objective: In this study, PSA and MRI screening for prostate cancer were performed si-
multaneously for the check-up of male participants. �e usefulness of MRI screening for 
prostate cancer was evaluated.
Methods: Twenty-two men seen between June 1, 2018 and February 28, 2019 were in-
cluded. Data about age, PSA value, and MRI diagnosis were collected. In the cases where 
detailed examination was required, the additional information was also collected. Plain 1.5 
Tesla MRI with T1-weighted, T2-weighted, di�usion-weighted (b value 1,000 and 2,000) 
scans and ADC map images were acquired and interpreted by radiologists. A digital rectal 
examination was not performed.
Results: Twenty-two of the 206 participants (10.7%) chose optional MRI screening for 
prostate cancer. �e average age and PSA value of these participants were 67.0 ± 11.8 years 
old, and 1.14 ± 1.02 ng/mL, respectively. Twelve participants were diagnosed with benign 
prostatic hyperplasia using MRI, with an average PSA value of 1.10 ± 0.90 ng/mL. All the 
participants’ PSA values were under the cut-o� value of 4.0 ng/mL. However, one partici-
pant in his 70s, with a PSA of 3.54 ng/mL, showed abnormal di�usion of high intensity on 
the right side of the prostate on MRI. A detailed examination revealed that he had interme-
diate risk prostate cancer.
Conclusion: PSA combined with MRI screening for prostate cancer is e�ective in detecting 
clinically signi�cant prostate cancer under the PSA cut-o� value.

Keywords: prostate cancer, MRI, PSA, cut-o� value
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はじめに
　近年，日本人の死因は悪性新生物が最も多く，
悪性新生物での死亡率は年々増加している 1）．
2017年の悪性新生物で死亡数が多い部位の2位
が大腸がんであり，2014年の悪性新生物で罹患
数が多い部位の1位が大腸がんであった 2）．大腸
がんは生活習慣と関連があり，40代から増加し始
め，高齢になるほど罹患率が高くなる．そのた
め，40歳以上は年に1回，大腸がん検診の受診が
推奨されている．大腸がん検診の内容は，問診と
便潜血検査であり，便潜血検査による検診は，が
ん死亡率を減らす科学的根拠 3）があり，安全，簡
単，安価な検査である．しかし，2016年に実施
された「国民生活基礎調査」4）によると，大腸がん
検診の受診率は，男性が44.5％，女性が38.5％
であった．また，日本消化器がん検診学会の調査
によると，男性の精検受診率54.9％，女性の精検
受診率65.6％ 5）と，がん検診精検受診率の目標で
ある90％までは到達していない 6）．大腸がんは早

痔の自覚がある便潜血陽性者への大腸内視鏡検査の 
積極的受診勧奨に向けて

大江理紗　大橋敦子　遠藤恵子　佐田伸夫　安達倫文 
光宗皇彦　市場俊雄　井上和彦　春間 賢　清水信義

要　約
目的：便潜血陽性者への受診勧奨時，痔を理由に精密検査を前向きに検討頂けない受診者が多いと
感じ，痔の現病歴・既往歴・自覚がある受診者の精密検査結果を追跡し，積極的な精密検査促進に
ついて検討した．
方法：2016年4月～2018年12月に当センターで便潜血検査（2日法）を受けた110,813名を対象と
した．現病歴・既往歴に痔核がある・受診勧奨時に痔の自覚があると申し出があったグループAと，
現病歴・既往歴に痔核がない・受診勧奨時に痔の自覚があると申し出がなかったグループBの2グ
ループに分け，精密検査受診率，有所見率および，異常所見の内容について，比較検討した．
結果：グループAの精密検査受診率は39.2％（237/604），グループBの精密検査受診率は46.5％
（2,361/5,082）であり，グループAで有意に（p＜0.001）低かった．しかし，精密検査結果はどち
らのグループも，約40％に大腸ポリープ，約2％に大腸がんが認められ，有意差はなかった．
結論：大腸がんの予防・早期発見・早期治療のために，痔の自覚がある受診者に対しても積極的に
精密検査を受診して頂けるよう促進していくことが重要と考えられる．

キーワード　便潜血陽性，大腸内視鏡検査，痔，受診勧奨

期で発見すると，内視鏡や外科治療による切除で
治癒することが多く，ほかの部位のがんと比べて
予後がよく，5年生存率も高い 7,8）．しかし，大腸
がん死亡数が多い理由の一つとして，大腸がん検
診や，精密検査の受診率が低いということが考え
られる．
　当センターは，関連施設（淳風会ロングライフ
ホスピタル）に大腸内視鏡検査を行う内視鏡セン
ターがあり，積極的に精密検査を受診勧奨しやす
い環境である．2017年4月より，人間ドックで便
潜血陽性だった受診者に，人間ドック終了時に精
密検査の必要性と，大腸内視鏡検査の実際を説明
し，希望があった場合に淳風会ロングライフホス
ピタル内視鏡センターの予約を行っている．しか
し，受診勧奨時に痔を理由に精密検査を希望され
ない受診者が少なくなく，痔の自覚がある便潜血
陽性者への大腸内視鏡検査の積極的受診勧奨につ
いて検討し，今後の受診勧奨に活用したいと考
え，本検討を行った．
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対　象
　2016年4月～2018年12月に当センターで便潜
血検査（2日法）を受けた110,813名のうち，便潜
血陽性だった5,686名を抽出し，現病歴・既往歴
に痔核がある・受診勧奨時に痔の自覚があると申
し出があったグループ（以下，グループA）と，現
病歴・既往歴に痔核がない・受診勧奨時に痔の自
覚があると申し出がなかったグループ（以下，グ
ループB）の2グループに分けた．グループAは
604名（男性407名，女性197名，22.0～83.1歳，
平均50.6歳），グループBは5,082名（男性3,215
名，女性1,867名，20.1～86.0歳，平均51.5歳）
であった．年齢とBMI（body-mass index）は両グ
ループ間に有意差はなかったが，グループAでは
グループBに比べて男性の占める割合が有意に高
かった（表1）．

方　法
　2グループに分け，精密検査受診率，大腸内視
鏡検査における有所見率および，異常所見の内容
について，比較検討した．なお，統計学的解析は
χ 2検定と対応のない t検定で行った．用いた統計
解析ソフトはSPSS 11.0J for Windowsである．

　本検討は，一般財団法人淳風会　淳風会健康管
理センター臨床研究審査委員会の承認（20190004）
を得て，実施した．

結　果
　便潜血陽性者5,686名のうち，対象期間に精密
検査受診者は2,598名（45.7％），未受診者は3,088
名（54.3％）であった（図1）．
　グループAとグループBの受診状況を比較する
と，グループAの精密検査受診率39.2％（237/ 
604）は，グループBの精密検査受診率46.5％
（2,361/5,082）より有意に（p＜0.001）低かった
（図2）．
　精密検査として行った大腸内視鏡の異常所見
の有無をグループに分けて比較した（図3）．グ
ループAは175名（73.8％），グループBは1,794
名（76.0％）に異常所見を認め，両グループ間に有
意差はなかった．
　異常所見の内容を，大腸ポリープ，痔核，大腸憩
室，大腸がん，その他大腸疾患に分けて示す（図
4）．大腸ポリープと診断されたのは，グループA
で101名（42.6％），グループBで1,105名（46.8％）
であり，有意差はなかった．痔核と診断されたの

図1　便潜血陽性者の精密検査受診状況（年度別）

45.7%(2,598名)

41.0%(703名)

50.1%(1,085名)
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49.9%(1,080名)

55.2%(997名)
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精密検査受診済み 精密検査未受診

表1　対象者の概要
グループA（n＝604） グループB（N＝5082）

性別（男／女） 407/197 3215/1867 p＜0.05
年齢（歳）  50.6 ± 10.7  51.5 ± 10.5 n.s.
BMI（kg/m2） 23.6 ± 4.3 23.4 ± 3.8 n.s.

BMI: body-mass index
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は，グループAで93名（39.2％），グループBで
698名（29.6％）であり，グループAで有意に（p＜
0.05）高率であった．大腸憩室と診断されたのは，

グループAで22名（9.3％），グループBで389名
（16.5％）であり，グループBで有意に（p＜0.05）高
率であった．大腸がんと診断されたのは，グルー

図2　便潜血陽性者の精密検査受診状況1（グループ別）
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図4　大腸内視鏡検査結果－疾患別検討－（重複あり）
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図3　精密検査の大腸内視鏡検査で異常所見を認めた割合
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プAで5名（2.1％），グループBで58名（2.5％）で
あり，有意差はなかった．その他大腸疾患と診断
されたのは，グループAで23名（9.7％），グルー
プBで273名（11.6％）であり，有意差はなかった．

考　察
　大腸がん撲滅に向けた人間ドックの役割は，早
期に病気を発見し，治療に結びつけることであ
る．便潜血検査は大腸がんの死亡率減少効果を示
す十分な証拠があることから，対策型検診および
任意型検診における大腸がん検診として，強く推
奨されており 9），広く用いられている．便潜血検
査は食事や薬剤に制限がなく，受診者の負担がほ
とんどないが，精密検査となる大腸内視鏡検査は
前処置に時間を要し，また，内視鏡検査自体によ
る苦痛があるのではないかと思っている受診者が
少なくなく，受診率が低くなっていると思われ
る．また，精密検査を勧奨している現場において
は，「痔のためだから」との言い訳で精密検査に同
意されないことが少なくない．実際に，便潜血偽
陽性，すなわち，便潜血陽性にもかかわらず大腸
内視鏡検査で大腸腺腫や大腸がんを認めない要因
に関する検討では，抗血小板薬の使用，大腸炎・
潰瘍とともに，痔の存在が独立した因子であった
と報告されている 10）．しかしながら，便潜血陽性
の精密検査として行った大腸内視鏡検査におい
て，痔の有無別の大腸がん・大腸腺腫など大腸疾
患の発見率の比較検討については，PubMedを含
めて検索できた限りでは見出すことはできず，こ
の後ろ向き検討を行った．
　今回の検討では，当初懸念していた通り，痔の
自覚のあるグループAのほうが，グループBに比
べて受診率が低いという結果であった．これは，
「痔だから問題ない」「痔を改善すればいい」などと
思っている受診者が多いためと考えられる．しか
し，どちらのグループでも，精密検査として行っ
た大腸内視鏡検査でほぼ同じ割合で異常所見が見
つかっていた．また，その異常所見の内容でも，
大腸がんと大腸ポリープともに両グループ間に有
意差はなかった．痔疾患については，当然である
が，自覚のあるグループAで有所見率が高かっ

た．以上の結果より，「痔のためだから」という免
罪符はなく，痔の現病歴・既往歴，痔の自覚の有
無にかかわらず精密検査は受診すべきであること
が確認された．
　大腸憩室については，グループBに多くみられ
たが，その理由は不明である．大腸憩室となる原
因は，食物繊維の摂取低下や便秘などによる内圧
亢進が関与しているとされており，多発すること
が多く，炎症，出血，穿孔，狭小化などの原因と
なる 11）．大腸がんの原因である生活習慣の関連
が，大腸憩室発生の原因でもあるため，憩室があ
る受診者へも精密検査の受診は必要と考えられる．
　さて，がん検診の精密検査受診率については
90％以上であることが目標とされているが 6），痔
の現病歴・既往歴，痔核の有無にかかわらず，約
半数以上が大腸がん検診で要精密検査となってい
るにもかかわらず，未受診である．今回精密検査
を受けた計2,598名の63名（2.4％）に大腸がん，
1,206名（46.4％）に大腸ポリープが発見されてい
る．言い換えれば，大腸がん一次検査を受けたに
もかかわらず，二次検査を受けなかったために，
それらとほぼ同数の大腸がんや大腸ポリープが発
見されず，見逃されていたことになる．検診後の
要精密検査対象者の未受診理由を現場で直接聞い
てみると，「自覚症状がない」「忙しくて時間がな
い」「がんと診断されるのが怖い」という受診者が
多い．大腸がんは早期ではほとんど自覚症状がな
いため，検診が重要であり，要精密検査となった
場合の二次検査も重要である．また，大腸がん以
外の病気が発見される可能性もあるため，自覚症
状がない場合でも精密検査は必要である．精密検
査の必要性や，大腸内視鏡検査の説明，大腸がん
の場合でも，早期で発見されると治癒可能である
がんであることなど，正しい情報を対象者に伝え，
多くの精密検査対象者が受診できるように，専門
職が受診勧奨を行っていくことが大切であると考
えられる．
　現在行っている便潜血検査陽性者の受診勧奨で
は，痔の自覚があっても精密検査が必要である具
体的な根拠を伝えることができていなかった．今
後は今回の検討結果を受診勧奨時の資料として活
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用することで，精密検査の必要性を理解してもら
い，精密検査受診につなげられるように受診勧奨
を行っていきたい．
　今回の検討は単施設におけるものであり，対象
者数がそれほど多くない．今後，多施設共同研究
も含め，対象者数を増やし検証を行うことが必要
であると考えられる．また，後ろ向き研究とな
り，痔の自覚の有無も対象者すべてに必ずしも聞
き取りができているわけではないため，十分な情
報が得られていないことも否定できない．また，
大腸内視鏡検査は人によっては苦痛を伴う検査で
あり，その経験により精密検査受診率や有所見率
に影響を与える可能性も考えられるが，今回の検
証では過去の検査歴までは検討できていない．さ
らに，今回は痔の現病歴・既往歴，痔の自覚があ
る対象者に焦点を当てて検証を行ったが，痔の現
病歴・既往歴，痔の自覚がない対象者も受診率は
高くはなかった．便潜血検査陽性となった受診者
全体の精密検査受診率を上げるためにはさらなる
工夫も必要と考えられる．

まとめ
　今回の検討結果より，便潜血検査で陽性となっ
た場合は，痔の自覚の有無に関係なく，積極的に
大腸内視鏡検査を受診することが，大腸がんの予
防，早期発見，早期治療につながるということが
明らかとなった．大腸がん検診は他のがんより精
密検査の受診率が低いことが課題であるため，専
門職による受診勧奨において，精密検査の必要性
を具体的に伝え，受診率の改善に導いていくこと
が今後の課題である．

利益相反
　開示すべき利益相反関係にある企業・団体はな
い．
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Encouraging an Aggressive Colonoscopy Consultation Recommendation  
for Individuals with Subjective Hemorrhoids Symptoms  

Who Test Positive for Fecal Occult Blood

Risa Oe, Atsuko Ohashi, Keiko Endo, Nobuo Sada, Michifumi Adachi,  
Tadahiko Mitsumune, Toshio Ichiba, Kazuhiko Inoue, Ken Haruma, Nobuyoshi Shimizu

Junpukai Health Maintenance Center

Abstract
Objective: Health screening participants who test positive for fecal occult blood are typ-
ically referred for further medical follow-up. Many of these individuals are reluctant to 
undergo a thorough examination and state that hemorrhoids are the reason for their hesi-
tancy. �erefore, we examined the results of extensive testing of patients with a previous or 
current history of hemorrhoids, or who were having subjective symptoms of hemorrhoids 
at the time of the study. We considered aggressive promotion of extensive testing for such 
patients.
Methods: �e study was conducted among 110,813 individuals who were examined us-
ing a fecal occult blood test (two-day method) at our medical center between April 2016 
and December 2018. �e participants were allocated into two groups: Group A (individ-
uals with a previous or current history of hemorrhoids, who mentioned having subjective 
symptoms of hemorrhoids when they were referred for further examination), and Group B 
(individuals without any previous or current history of hemorrhoids, who mentioned hav-
ing subjective symptoms of hemorrhoids when they were referred for an in-depth examina-
tion). �e two groups were compared on the basis of the rate of consultation for extensive 
testing, the rate of positive �ndings, and the results of abnormal �ndings.
Results: �e rate of consultation for extensive testing was 39.2% (237/604) in Group A and 
46.5% (2,361/5,082) in Group B, which indicates that the rate was significantly lower in 
Group A than in Group B (p<0.001). However, the results of extensive testing showed that 
in both groups, approximately 40% of the participants had colon polyps and approximately 
2% had colorectal cancers. �ere were no signi�cant di�erences between the groups.
Conclusion: For the prevention, early detection, and early treatment of colorectal cancers, 
it is crucial that health screening participants with subjective symptoms of hemorrhoids be 
aggressively encouraged to undergo extensive testing.

Keywords: fecal occult blood test-positive, colonoscopy, hemorrhoids, recommendation 
for consultation
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はじめに
　実施率・実施把握率とは，要精密検査・要治療
と判断された健診者において，実際に精密検査な
いし治療が実施された割合を実施率とし，実施率
を健診施設が把握した率を実施把握率と定義して
いる．
　健診施設において，実施率・実施把握率を高め
ることは常に重要課題である．各施設とも，受診
勧奨の回数を増やしたり，勧奨の時期を調整した
り，あるいは電話による勧奨を行うなど，さまざ
まな工夫を加えて受診勧奨を行っている．しかし，
さまざまな背景を持つ健診者に受診を促し，さら
にその結果を完全に把握することは，きわめて難
しいことである．当施設の人間ドック利用者は年
間約2万人で，利用者の多くは企業や，健保，個
人などその背景はさまざまである．また，そのな
かには，当施設からの直接の勧奨を必要としない

勧奨案内返信についての意識調査
―実施率と実施把握率向上に向けて―

松本智美　照井 文　旗持芙美　野崎浩二　林 建男

要　約
目的：当施設では要精密検査や要治療判定者に対し，勧奨案内（以下勧奨）を2回送付している．さ
らなる勧奨返信率を期待すべく，今回未受診者・勧奨未返信者から得られたアンケート結果より今
後の課題を明らかにした．
方法：2019年1月の人間ドック利用者で前年度勧奨未返信者288名に，検査開始前に問診，検査終
了後に未受診理由と未返信理由について質問紙法によるアンケート（複数回答可）を実施した．回答
をもとに，行動変容ステージモデルに合わせて分析を行った．
結果：勧奨未返信者のうち，105名は実際受診していた．未受診理由は「忘れていた・時間がない・
毎年言われる・受診先に何を説明すればよいか分からない」などの回答があった．受診したが勧奨
未返信の理由は「返信することに気が付かなかった・面倒さを感じた・忘れていた・次回健診時に
伝えればよい」などの回答があった．
結論：行動変容ステージモデルをもとに，各段階における未受診・勧奨未返信理由を分析し，アン
ケートの回答を無関心期・関心期・意図（準備）期に分けた．未受診者には，各段階に合わせた内容
で受診につなぐための後押し（ナッジ）を行うことが大切であることが分かった．また勧奨未返信者
は無関心期が多かったことから，勧奨することの意義を理解してもらい，広く伝えることで実施把
握率の向上につながると考える．今後 ITなどを取り入れ，より簡単に返信できる工夫を行い，実施
把握率向上に努めたい．

キーワード　受診勧奨，実施率，行動経済学，行動変容ステージモデル

団体も含まれる．そのため受診勧奨できない健診
者は全体の約1割を占めるが，それについては対
象から除いて解析を行った．
　当施設の受診勧奨の方法は，要精密検査や要治
療判定のある者に対して，勧奨案内（以下勧奨）を
計2回送付し，返信されたものを確認する方法で
ある．健診者からの返信方法としては，勧奨に同
封された封筒を使用して結果を郵送，あるいは電
子メールによる返信を可能としている．勧奨の1
回目は対象者の結果報告書に同封し，勧奨の2回
目については勧奨未返信者に対して2ヵ月後に勧
奨用紙を再送付する方法をとっている．勧奨1回
目（図1）の内容には，要治療・要精密検査項目を
示し，健診者が記載しやすいように記入例を示し
ている．また，別添にて当施設の関連医療機関に
ついての案内も行っている．勧奨2回目の内容に
は，再通知であることを強調する文章を追加し，
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用紙をカラーにすることで印象付けるようにして
いる．
　今回，我々は，実施率・実施把握率の向上に向
けては，当施設からの勧奨方法の検討にとどまら
ず，未受診者・勧奨未返信者の意識の把握につい
ても重要であると考え，その理解を深める手段と
して，医療行動経済学の手法が有用ではないかと
仮説を立てた．そのことを検証するために，未受
診者・勧奨未返信者を対象としたアンケート調査
を行い検討した．
　近年，がん検診やワクチン接種のような健康予
防行動を対象とした領域においても，各自治体に
よる医療行動経済学の研究や利用が進められ，成
果をあげている．我々は，未受診者・勧奨未返信
者を対象として，次年度の受診時におけるアン
ケートを実施し，その結果に行動経済学に基づく
検討を加えることにより，さらなる実施率・実施
把握率の向上に向けての今後の課題を明らかにす
ることができたので報告する．

対象および方法
　2019年1月に当施設の人間ドックの利用者は
1,481名，そのなかで勧奨が不要な団体の健診者
160名を除いた1,321名（男性798名／女性523
名）に対して検討を行った．このうち，前年度に
当施設にて要精密検査・要治療と判断された健診
者は417名で，そのなかで前年度内に勧奨の返信
があった者は111名であった．306名の勧奨未返
信者に対して問診で直接確認したところ，実際に
は受診していた者は111名で，残りの195名が未
受診であった．
　勧奨未返信者306名のうち288名（男性190名／
女性98名，平均年齢49歳）に質問紙法によるアン
ケート（複数回答可）を実施した．アンケートへの
回答者は220名で，有効回答率は76.4％であっ
た．
　アンケートの内容には未受診理由と未返信理由
についての質問項目を設け，受診できなかった場
合の理由については，［時間がない／受ける必要
を感じない／忘れていた／緊急性を感じない／
迷っていた／その他］の6項目を，また，受診はし

図1　1回目の勧奨案内

要治療項目

要精密検査項目

関連施設のご案内

メールでの返信も可能

記入例を入れ、記載

しやすいように工夫
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たが勧奨未返信であった場合の理由については，
［時間がない／返信する必要性を感じない／忘れ
ていた／返信方法が分からない／その他］の5項
目を設けた．
　当施設は個人情報保護の観点から，健康診断時
に個人情報の取り扱いについての説明を提示し，
職員教育や学会・研究会への発表等への利用目的
に対する承諾を得ている．また，統計等を行う際
には健診者を特定しうる情報を消去して検討し
た．

結　果
　2019年1月の人間ドック利用者1,321名の年齢
別分布は，39歳以下160名（男性116名／女性44
名），40歳代602名（男性346名／女性256名），
50歳代415名（男性234名／女性181名），60歳代
129名（男性92名／女性37名），70歳以上15名（男
性10名／女性5名）で，40～50歳代は全体の77％
であった（図2）．これを，前年度（2017年4月～
2018年3月）における当施設の利用歴および結果
で分類すると，前年度に当施設での利用歴のない
者は582名（44％），結果が要再検査判定までの者
は322名（24％），要精密検査・要治療判定の者は
417名（32％）であった．
　要精密検査・要治療となった利用者417名のう
ち，前年度内に受診し勧奨の返信のあった“受診
済み・返信済み”は111名，勧奨の返信のない“未
返信者”は306名であった．未返信者306名に
2019年1月人間ドック利用時に受診の有無を問診
で直接確認したところ，“受診済み・未返信者”は

111名で，“未受診者”は195名だった（図3A）．要
精密検査・要治療の項目が多かった年代は40歳
代178名（43％）で，次いで50歳代151名（36％）で
あった．
　アンケート実施者288名を調べると，“受診済
み・未返信者”は105名で，年代は39歳以下3名，
40歳代41名，50歳代52名，60歳代9名，70歳 以
上0名だった．“未受診者”は183名で，年代は39
歳以下16名，40歳代94名，50歳代51名，60歳代
18名，70歳以上4名だった．50歳代は受診者の
方が多かったが，その他の年代は全体的に未受診
者の方が多かった（図3B）．
　男性の未受診の多い検査項目は，生活習慣病で
は脂質検査27名，糖尿病検査7名．がん検診では
便潜血反応検査16名，腹部超音波8名の順であっ
た．全項目では半数以上が未受診であった．女性
の未受診の多い検査項目は，生活習慣病では脂質
検査4名，血圧・糖尿病検査はともに1名．がん
検診では腹部超音波8名，便潜血検査6名の順に
多く，全体的に未受診の項目は多いものの，実施
率の高い項目もあった（表1A, 1B）．

図2　 2019年1月の人間ドック利用者1,321名の年齢別分布
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　未受診理由（複数回答可）は時間がない（71），緊
急性を感じない（59），受ける必要を感じない（35）
の順に多く，忘れていた（27），迷っていた（18）と
続いた．その他の理由（17）のなかには「毎年言わ
れる」「受診しようと思いつつ次年度になった」「受
診先に何を説明すればよいか分からない」などの
回答があった（図4A）．受診したが勧奨未返信の
理由（複数回答可）は忘れていた（40），返信する必
要性を感じない（18），時間がない（9）の順に多く，
返信方法が分からない（1）と続いた．その他の理
由（16）のなかには「次回健診時に伝えればよいと
思った」「面倒さを感じた」などの回答があった（図
4B）．
　次に，これらのアンケート結果から得られる受
診行動のパターンを，行動変容ステージモデルを
用いて解析を行った．行動変容ステージモデルに
当てはめると，受診できた者は“行動期”，受診し
治療・経過観察を続けている者は“維持期”に相当
すると考えられる．一方，未受診の場合は，受診
することにまったく興味がなく受診の意志がない
“無関心期”，または受診の必要は理解しているが
受診行動には至らない“関心期”，あるいは受診し

表1A　受診・未受診の項目（男性）＊
　　　　　　 生活習慣病等

血圧 糖尿病 脂質異常症
受診 2 7  6
未受診 4 7 27

 
　　　　　　 がん検診

胸部
X線

胃部
X線

上部消化管
内視鏡検査 便潜血 腹部US

受診 0 1 5  5 0
未受診 2 2 7 16 8

＊表中の数は人数を表示

表1B　受診・未受診の項目（女性）＊
　　　　　　 生活習慣病等

血圧 糖尿病 脂質異常症
受診 0 2 7
未受診 1 1 4

 
　　　　　　 がん検診

胸部
X線

胃部
X線

上部消化管
内視鏡検査 便潜血 腹部US 婦人科 乳腺

受診 0 1 1 6 0 3 3
未受診 0 0 0 6 8 3 5
＊表中の数は人数を表示

図4B　受診したが勧奨未返信の理由
図中の数字は人数を表示．
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ようと思っているが方法が分からない“意図（準
備）期”に分類できると考えられる．今回のアン
ケートは未受診者・勧奨未返信者を対象としてい
るため，上記のうち，行動変容ができていない“無
関心期”，“関心期”，“意図（準備）期”の3つのグ
ループに分類した 1）．
　未受診者の理由については，「忘れていた」が“無
関心期”，「時間がない」「緊急性を感じない」「受け
る必要を感じない」「毎年言われる」「受診しようと
思いつつ次年度になった」が“関心期”，「迷ってい
た」「受診先に何を説明すればよいか分からない」
が“意図（準備）期”にそれぞれ相当すると考えられ
た．
　勧奨未返信者の理由については，「忘れていた」
が“無関心期”，「時間がない」「返信する必要性を
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感じない」「面倒さを感じた」が“関心期”，「返信方
法が分からない」「次回健診時に伝えればよいと
思った」が“意図（準備）期”にそれぞれ相当すると
考えられた．
　今回のアンケートは，それぞれの健診者のなか
の深在的な意識をできるだけ自由に表現してもら
うため，あえて回答は複数回答可とし，上記の方
法で集計を行った．さらに，その他として書き込
みのあったフリーコメントからも行動変容ステー
ジモデルに当てはめて集計を行った．その結果，
未受診者においては無関心期（27），関心期（175），
意図（準備）期（21）が相当し，勧奨未返信者には無
関心期（42），関心期（32），意図（準備）期（4）が相
当する結果となった（図5A, 5B）．
　これらの結果から，未受診者には関心期ないし
意図（準備）期，未返信者には無関心期が多いとい
う傾向があると考えられた．そこでこれらの群に
おける統計解析を行ったところ，統計学的にも有
意差を認めた（p＜0.001, Fisher’s exact test）．男
女別に分けた解析においても，男性（p＜0.001）
女性（p＜0.05）ともに統計学的に有意差を認めた．

考　察
1．未受診者（183名）からみえてきたタイプ
　未受診者の理由を行動変容ステージモデルに分
類すると，主に「忘れていた」に象徴される“無関
心期”，および「時間がない」「緊急性を感じない」
「受ける必要を感じない」「毎年言われる」「受診し
ようと思いつつ次年度になった」といった忙しさ
に象徴される“関心期”，および「迷っていた」「受
診先に何を説明すればよいか分からない」といっ
た迷いに象徴される“意図（準備）期”のパターンが
浮き彫りとなった．
　“無関心期”は，受診することへの興味が乏しい
ないしその意志がないことから「忘れていた」とい
う理由が該当すると考えられる．個人で予約した
健診者以外の多くは，会社・健保から年1回は健
診を行うよう義務付けられており，健診を受ける
ことでその目的を果たしたと満足しているのでは
ないかと推測される．
　“関心期”は，受診の必要性は理解しているもの
の，受診行動には至らないことから，「時間がない」
「毎年言われる」などの理由が該当する．健診者の
多くは働き盛り・子育て盛りの40～50歳代で，
忙しく，時間確保が難しいため自分の健康問題は
二の次になりがちである．将来疾患に罹るおそれ
があるとしても，現状の忙しさに勝るものはなく
先延ばしにしてしまう．このような傾向を持つ現
在バイアスが未受診者に存在し 2），受診する意志
はあっても，現在バイアスによって行動に移せな
い状況にあると推測される．また，健診での早期
発見の段階では，自覚症状を伴わない疾患が多
く，受診意志が湧かず，受診の機会を遅らせるこ
とが考えられる．これらのことから受診行動は日
常生活における優先順位のなかでおのずと低くな
り，後日予定を立てて時間確保することは難し
い．
　“意図（準備）期”は，受診したいが方法が分から
ず未受診であることから，「迷っていた」「受診先
に何を説明すればよいのか分からない」「どこで受
ければよいのか分からない」という理由が挙げら
れる．受診する気持ちはあるが具体的な方法が分
からず，迷いが先行した結果，実際の受診行動に

図5A　未受診者の行動
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図5B　勧奨未返信者の行動
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つながらないと推測される．
　今回，“無関心期”よりも“関心期”が多いことか
ら，未受診者のなかにも，受診しようと思ってい
る人の方が潜在的に多いことが分かった．未受診
者を取り巻くさまざまな理由，その受診の妨げと
なっている理由を明らかにし，それぞれに合わせ
たかかわり方（受診の目的や方法といった具体的
な内容を含めての情報提供）が重要であると考え
られる．
　ほとんど健診に関心を持たない“無関心期”の行
動変容を促すためには，「健診についてどのよう
に思っているか，健診結果を確認できているか，
結果に興味を持っているか，結果について受診す
るべきであるということを理解しているか」をま
ず確認することも重要である．そのうえで適切な
情報を提供し，必要であれば関心を高めてもらう
ための介入も行う 3）．具体的には，検査内容と病
気を結びつけるような説明を行い，健診や自身の
健康問題に興味を持てるよう働きかけていくこと
が必要と考えられる．
　“関心期”には，「達成できない背景があるか，
受診するために十分動機付けられているか」など
を確認したうえで，具体的な情報提供を行い，ス
ムーズな受診が可能となるような支援を行ってい
くことが有効であると考えられる．
　“意図（準備）期”には「情報を正しく得ることが
できているか，受診への方法が情報提供されてい
るか」などを確認し 4），関連施設などの紹介や高次
医療機関との連携を含めた円滑な受診体制の強化
と，それらの情報提供が重要であると考えられる．
　それぞれに合わせたかかわり方（具体的な内容
の情報提供）すなわちナッジができれば，よりよ
いフレーミング効果で受診行動への第一歩につな
がるのではないかと考える 5）．

2．未返信者（105名）からみえてきたタイプ
　勧奨未返信者の理由についても，行動変容ス
テージモデルの分類によって，「忘れていた」に象
徴される“無関心期”，「時間がない」「返信する必
要性を感じない」「面倒さを感じた」といった“関心
期”，さらに「返信方法が分からない」「次回健診時

に伝えればよいと思った」といった“意図（準備）
期”のパターンが浮き彫りとなった．
　未返信者における“無関心期”は，「返信するこ
とに気が付かなかった」というような，勧奨案内
用紙がまったく目にとまっていない状態と考えら
れる．健診を受けたことでその目的を達している＝
デフォルト（初期設定）と考えているのではないか
と推察される．
　未返信者における“関心期”は，返信することに
面倒さを感じている状態と考えられる．現在我々
が勧奨案内のなかで提供している返信方法は郵送
とメールだけであるため，多忙な健診者のライフ
スタイルのなかで，日常生活習慣のルーティンに
は含まれにくくなっているとも考えられ，ITを
ベースとした新たな返信方法を含めて，さらに検
討の余地があると考えられた．
　未返信者における“意図（準備）期”では，「返信
方法が分からない」「次回健診時に伝えればよいと
思った」などの理由がみられている．健診機関に
対して勧奨を返信しないことは，健診者自身には
何の不利益もないと考えられている可能性もあ
り，実施把握率の向上は実施率の向上よりもさら
に難しいといえる．実施把握の難しさによって未
受診者をそのまま放置してしまうことのないよう
に，受診後早期の勧奨の返信を促し，受診・未受
診を十分に把握し，必要な支援をシームレスに行
えるような環境づくりがきわめて重要である．
　行動経済学では，受診勧奨・再勧奨（コール・
リコール）を行う手法自体は有効性が実証されて
いる 6）．したがって当施設で行っている2回勧奨
を行うこと自体は有用性があると思われるが，今
回の結果のなかで勧奨に返信するという行為自体
を知らないといった無関心期が実際に多いことも
判明した．まずは，勧奨返信そのものについて，
その必要性について十分に理解してもらい，また，
要精密検査・要治療の項目があれば医療機関を受
診し，なおかつ受診後の返信をする，この一連の
流れを受診者にとっての“デフォルト”に変えられ
るような取り組みが必要と思われた．
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結　語
　行動変容ステージモデルをもとに，健診者の回
答を無関心期・関心期・意図（準備）期に分けた．
各段階における未受診理由を行動経済学的な見地
から分析し，その段階に合わせた内容で受診につ
なぐための後押し（ナッジ）を行うことの重要性が
みえてきた．勧奨後の受診の意義を健診者に理解
してもらい，より多くの健診者に広く伝わること
で，実施率，ひいては実施把握率の向上につなげ
ていきたいと考える．今回のアンケート調査の結
果をもとに，実際の保健指導においても行動変容
ステージモデルを利用した段階別介入を行ってい
くことで，次の研究およびさらなる向上を目指し
ていきたい．
　勧奨の表現方法についても，対象となる受診者
によって受け止め方が変わるため，内容次第では
効果が発揮できないことが予想される．各段階に
合わせた勧奨内容の工夫や見直しを行い，フレー
ミング効果を利用した効果的な表現を高めていき
たい．再勧奨（リコール）の際にも，特に重要な内
容が自然に目にとまり，十分に理解されるような
工夫についても今後の課題としたい．
　また，現代社会に浸透している ITを十分に取
り入れ，時代のニーズに合った返信方法，より簡
単にさまざまな世代が返信できる方法を構築して
いきたい．実施率および実施把握率の向上に努め
るなかで，真に必要な受診を促し，またその返信
をするという一連の流れによって，受診者にとっ

ての本当の健康増進に寄与できるような取り組み
を今後も行っていきたい．

　本論文の要旨は，第60回日本人間ドック学会
学術大会（2019年，岡山）において報告した．

利益相反
　本研究において，日本人間ドック学会の開示基
準に基づき開示すべき利益相反はない．
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Attitude Survey on Recommendation Guidance Responses: 
Improving Its Implementation Ascertainment Rates

Tomomi Matsumoto, Aya Terui, Fumi Hatamochi, Koji Nozaki, Tatsuo Hayashi

Alpha Medic Clinic

Abstract
Objective: Our facility delivers recommendation guidance twice to patients needing 
detailed examinations or treatment decisions. Future issues were clarified through ques-
tionnaire results obtained from non-consultation/non-response patients with the aim of 
increasing the recommendation response rate.
Methods: A questionnaire survey (accepting multiple answers) regarding pre-examination 
inquiries and post-examination reasons for non-consultation or non-response was con-
ducted on 288 patients who had undergone a complete medical check-up in January 2019, 
and from whom we had not received a recommendation response during the previous �s-
cal year. Analyses were conducted based on survey responses according to the stage model 
of behavioral change.
Results: Of the patients from whom we did not receive recommendation responses, 105 
were actually consulted. Survey responses for reasons for non-consultation included “I had 
forgotten,” “not enough time,” “I was told every year,” and “I didn’t know how to explain to 
the consulting physician.” Survey responses for reasons for non-response included “I was 
not aware that a reply was needed,” “too much hassle,” “I had forgotten,” and “I can explain 
it during the next health check-up.”
Conclusions: �e reasons for non-consultation and non-response during each stage were 
analyzed based on the stage model of behavioral change, and the survey responses were 
classified into three stages: indifference, awareness, and intent (preparation). We found 
that it is important to nudge non-consultation patients toward consultation using appro-
priate content for each stage of behavioral change. Furthermore, since many non-response 
patients were at the indifference stage, we believe that making patients understand the 
significance of recommendations and widely disseminating this information will lead to 
improved implementation ascertainment rates. In the future, we hope to devise simpler 
response methods, such as by incorporating IT, in order to improve this implementation 
ascertainment rate.

Keywords:　consultation recommendation, implementation rate, behavioral economics, 
behavioral change stage models
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人間ドック35：74-89，2020委員会報告

はじめに
　我が国における死因第一位は“がん”であり，罹
患・死亡ともに増加している．がん対策の要点は，
一次予防，早期発見・早期治療，予後の改善であ
り，国策としてもさまざまながん対策が実施され
ている．人間ドックにおいても，長い間，早期発
見・早期治療を目的とした“任意型がん健診”が行
われてきたが，各施設が独自に検査項目を設定し
ており，検診精度に関しても施設間格差が大きい
のが現状である．そこで，人間ドックにおけるが
ん検診の実態を把握し，効率的かつ効果的ながん
検診の方法を検討するとともに，がん検診として
の評価を行うために，2010年度からがん登録を
開始した．年度毎の集計作業を2013年度まで4
年間行ってきたが諸般の事情から集計作業が遅延
したため，今回改めて，2017年度分から集計作業
を行うこととした．2017年度の成績を報告する．

対象・方法
　2019年7月に人間ドック学会機能評価認定施設
378施設に調査を依頼し，241施設（63.7％）から
回答が得られた．調査対象は，2017年度（2017
年4月～2018年3月）の人間ドック受診者から発
見されたがん（悪性疾患）症例である．方法は，以
下のとおりである（既報参照 1-4））．

人間ドックにおけるがん登録
―2017年度の成績―

学術委員会　がん登録委員会
委員長　三原修一 1）

副委員長　石坂裕子 2）　田中幸子 3）

委員　井上和彦 4）　杉森裕樹 5）　祖父江友孝 6）

学術委員長　岩男 泰 7）

担当理事　伊藤千賀子 8）

1） 調査用紙はA票およびB票からなる．A票は発
見されたがんの個票で，詳細な基本情報（部位，
進行度，発見経緯など）を把握するものである．
B票はがん検診の精度を把握するもので，検査
方法別に，受診者数，要精査者数，精検受診者
数，がん症例数を収集した．

2） 登録項目の標準化を図るために，疾病分類は国
際疾病分類，腫瘍学（NCC: National Cancer Insti-
tute 監修，ICD-O）を用い，病期分類はUICC
（International Union Against Cancer），TNM
悪性腫瘍の分類 5）を用いた．

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

4） 推定がん発見率は精検受診率を100％と仮定し
て算出した．

がん登録の経緯
　これまでのがん登録状況を表1に示す．がん登

1）みはらライフケアクリニック 5）大東文化大学スポーツ・健康科学部看護学科
2）三井記念病院総合健診センター 6）大阪大学大学院医学系研究科 社会医学講座環境医学
3）公益財団法人・大阪がん循環器病予防センター 7）慶応義塾大学病院予防医療センター
4）一般財団法人淳風会・淳風会健康管理センター 8）医療法人グランドタワーメディカルコート

表1　人間ドックにおけるがん登録（2010－2017年度）
調査用紙（A票・B票）提出の現状

2010 2011 2012 2013 2017
がん登録施設数 166 175 178 172 241
Ｂ票提出施設数 136 156 173 162 238
がん症例数（A票） 3,340 3,466 4,400 3,537 5,071

※　 がん症例数：B票提出施設でA票の基本情報が適切に入力され
ているもの（2017年度：提出数の91.5％）
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録施設およびがん症例数は年々増加し，2017年
度のB票提出施設でA票の基本情報が適切に記載
されている施設は91.5％であり，年々著明に改
善している．

2017年度の成績
1）がん検診成績の全般的な傾向
　受診者数は1,783,388人（男性1,052,538人，
女性730,850人）で，男性が59.0％を占めた．ま

表2　受診者数（2017年度）
一日ドック 二日ドック 合　計

男性 997,679 54,859 1,052,538
女性 712,609 18,241 730,850
合計 1,710,288 73,100 1,783,388

表3　がん症例数
男性 女性 合計

胃がん 767 198 965
食道がん 238 37 275
大腸がん 588 320 908
肺がん 325 123 448
乳がん 2 912 914
子宮頸がん 123 123
子宮体がん 35 35
卵巣がん 22 22
腎がん 152 40 192
膀胱がん 78 14 92
前立腺がん 641 641
甲状腺がん 52 63 115
肝臓がん 52 10 62
胆嚢がん 16 8 24
膵臓がん 71 36 107
その他がん 104 44 148
合計 3,086 1,985 5,071

図1　性別・年齢階級別受診者数
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図2　部位別頻度（全体）

胃

19.0%

乳房

18.0%

大腸

17.7%

前立腺

12.6%

食道
5.4%

腎
4.2%

子宮
3.1%

甲状腺
2.3%

2.1% 1.8% 1.2% 0.5% 0.4% 0.2%
その他
2.5%

例735,3 例735,35,071例肺
8.8%

尿管卵巣胆嚢肝臓膀胱膵臓

図3　部位別頻度（男性）

胃

24.9%

前立腺

20.8%

大腸

18.9%

腎
5.6%

2.5%

2.3%
1.7% 1.7% 0.5% 0.2% 0.1%

その他
2.7%

3,086例
肺

10.5%

食道
.77 %

乳房尿管胆嚢甲状腺肝臓
膵臓

膀胱

図4　部位別頻度（女性）

乳房

45.9%

大腸

15.8%

胃

10.0%

子宮

8.0%

肺
6.2%

甲状腺
3.2%

2.1%

1.9%
1.8% 1.1% 0.7% 0.5% 0.4%

尿管
0.1%

その他

2.3%

1,985例

胆嚢肝臓膀胱卵巣膵臓

食道

腎



76 ( 76 ) 人間ドック　Vol.35  No.1  2020年

た，一日人間ドック受診者が95.9％を占めた（表
2）．年齢階級別にみると，男女とも35歳～69歳
の受診者が多かった（図1）．
　登録されたがん症例は5,071例（男性3,086例，
女性1,985例）で，部位別症例数を表3に示す．部
位別の頻度をみると，男性では胃，前立腺，大
腸，肺，食道，腎臓，膀胱，膵臓の順に多くみら
れ，女性では乳房，大腸，胃，子宮，肺，甲状腺，
腎臓，食道，膵臓の順であった（図2～4）．がん
症例の平均年齢は，男性63.36歳，女性56.30
歳，全体60.60歳で，男性では甲状腺がん・腎が

んの年齢が，女性では子宮頸がん・甲状腺がん・
乳がん・卵巣がん・子宮体がんの年齢が低い傾向
がみられた（表4）．
　検診受診歴をみると，初回受診が21.3％，2年
以内受診が66.9％，3年以内受診が3.4％，3年
以上前受診が8.4％で，2年以内受診例が最も多
かった．2年以内受診例で特に頻度が高いのは，
胆嚢がん，膵臓がん，子宮体がん，膀胱がん，肺
がんであった（表5）．
2）胃がん・食道がんの分析
　胃がん発見率は，X線検査（0.025％）と比較し

表4　がん症例の平均年齢
男 女 総計

平均 標準偏差 平均 標準偏差 平均 標準偏差
胃がん 64.47 9.81 61.49 11.73 63.86 10.30
食道がん 63.37 9.80 58.86 11.03 62.76 10.07
大腸がん 60.50 9.45 58.39 10.25 59.75 9.79
肺がん 64.10 9.81 61.90 10.69 63.50 10.09
乳がん 54.50 17.68 54.73 9.98 54.73 9.98
子宮頸がん 45.50 9.61 45.50 9.61
子宮体がん 56.14 9.39 56.14 9.39
卵巣がん 54.23 7.08 54.23 7.08
腎がん 57.39 9.97 58.25 11.56 57.57 10.30
膀胱がん 63.79 9.82 64.71 8.12 63.93 9.55
前立腺がん 66.41 7.82 66.41 7.82
甲状腺がん 54.10 10.53 49.38 9.68 51.51 10.30
肝臓がん 63.88 10.58 61.20 10.08 63.45 10.47
胆嚢がん 69.06 10.00 55.13 9.83 64.42 11.82
膵臓がん 66.31 9.84 64.61 8.21 65.74 9.32
その他がん 60.38 9.77 61.84 9.27 60.81 9.61
全体 63.36 9.79 56.30 11.00 60.60 10.84

※例数が1例の場合，標準偏差が0となる

表5　がん症例の受診歴

初回受診 （％） 2年以内
受診 （％） 3年以内

受診 （％） 3年以上前
受診 （％） 不　明 合　計

胃がん 185 （19.72） 626 （66.74） 29 （3.09） 98 （10.45） 15 953
大腸がん 211 （24.25） 567 （65.17） 23 （2.64） 69 （7.93） 16 886
肺がん 72 （16.82） 311 （72.66） 11 （2.57） 34 （7.94） 4 432
乳がん 185 （20.69） 593 （66.33） 39 （4.36） 77 （8.61） 5 899
子宮頸がん 47 （39.17） 66 （55.00） 2 （1.67） 5 （4.17） 0 120
子宮体がん 6 （17.14） 26 （74.29） 0 （0.00） 3 （8.57） 0 35
卵巣がん 5 （22.73） 14 （63.64） 1 （4.55） 2 （9.09） 0 22
腎がん 39 （20.97） 126 （67.74） 10 （5.38） 11 （5.91） 1 187
膀胱がん 18 （19.78） 67 （73.63） 2 （2.20） 4 （4.40） 1 92
前立腺がん 115 （18.37） 429 （68.53） 30 （4.79） 52 （8.31） 5 631
甲状腺がん 44 （46.81） 39 （41.49） 3 （3.19） 8 （8.51） 1 95
肝臓がん 14 （22.95） 40 （65.57） 1 （1.64） 6 （9.84） 1 62
胆嚢がん 1 （4.17） 23 （95.83） 0 （0.00） 0 （0.00） 0 24
膵臓がん 13 （12.75） 77 （75.49） 3 （2.94） 9 （8.82） 3 105
全がん 955 （21.26） 3,004 （66.89） 154 （3.43） 378 （8.42） 52 4,543

※不明例は集計（％）から省く
※3年以内とは今回と過去3年間に1回受診したものとする
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て内視鏡検査（0.133％）が5.3倍高率（男性5.4倍，
女性4.7倍）であった．また，X線検査，内視鏡検
査ともに女性より男性の発見率が著明に高率で
あった．X線検査の精検受診率は56.1％と低かっ
た．X線検査の推定胃がん症例数は391例，胃が
ん発見率0.045％となる（表6）．食道がんの発見
率は，X線検査（0.005％）に比較して内視鏡検査
（0.034％）では6.8倍高率（男性6.1倍，女性6.8
倍）であった．また，X線検査，内視鏡検査とも
に女性より男性の発見率が著明に高率であった．
X線検査の推定食道がん症例数は84例，食道が
ん発見率0.01％となる（表6）．
　性別・年齢階級別に胃がん発見率をみると（図

5），男女とも加齢とともに上昇する傾向がみられ
た．X線検査では50歳以上の年齢で，内視鏡検
査では40歳以上のすべての年齢で女性より男性
が高率であった．内視鏡による胃がん発見率は，
男女とも50歳代から上昇し，特に男性では，55
歳以上の年代で急激に上昇していた．
　胃がん症例の壁深達度，術前・術後のステージ
分類を解析した（図6，7）．早期がん比率は内視
鏡検査85.4％（m: 64.3％，sm: 21.1％），X線検
査73.8％（m: 40.7％，sm: 33.1％）で，内視鏡検
査が著明に高率であった．術前・術後のステージ
分類においても，内視鏡検査の方が，0期・Ⅰ期
の割合が著明に高率であった．組織型は77.8％

表6　胃がん・食道がん発見率
上部消化管X線検査 上部消化管内視鏡検査

男性

受診者数 526,697 382,489
要精査者数（率） 19,969 （3.8） 37,312 （9.8）
精検受診者数（率） 10,573 （52.9）
胃がん症例数（率） 172 （0.033） 677 （0.177）
食道がん症例数（率） 41 （0.008） 188 （0.049）

女性

受診者数 335,377 248,337
要精査者数（率） 8,833 （2.6） 21,083 （8.5）
精検受診者数（率） 5,571 （63.1）
胃がん症例数（率） 47 （0.014） 165 （0.066）
食道がん症例数（率） 6 （0.002） 25 （0.010）

合計

受診者数 862,074 630,826
要精査者数（率） 28,802 （3.3） 58,395 （9.3）
精検受診者数（率） 16,144 （56.1）
胃がん症例数（率） 219 （0.025） 842 （0.133）
食道がん症例数（率） 47 （0.005） 213 （0.034）
推定胃がん症例数（率） 391 （0.045）
推定食道がん症例数（率） 84 （0.010）

【重複例あり】（率：％）

図5　性別・年齢階級別　胃がん発見率
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（500/643）が分化型，22.2％（143/643）が未分化
型であった．
　内視鏡的切除（EMR: endoscopic mucosal resec-
tion，ESD: endoscopic submucosal dissection）が施
行された症例は，壁深達度mで77.2％（288/373），
壁深達度smで32.0％（47/147），全胃がんの50.1％
（483/965）と高率であり，人間ドックにおける胃
がん検診（X線検査および内視鏡検査）によって内
視鏡的切除が可能な早期胃がん症例が多数発見さ
れていることが判明した．
　ヘリコバクター・ピロリ感染例は63.0％（51/81）
であったが，症例数が少なく，参考までに留めて
いただきたい．
3）大腸がん（表7，図8～10）
　大腸がん発見率は，便潜血検査（0.060％）と比

較して大腸内視鏡検査（全大腸内視鏡またはS状
結腸内視鏡，0.154％）の方が2.6倍高率（男性2.4
倍，女性3.0倍）であった．全大腸内視鏡検査の
大腸がん発見率は0.273％で，S状結腸内視鏡検
査（0.075％）よりも3.6倍高率であった．便潜血
検査の大腸がん発見率は男性が高率であったが，
内視鏡検査は女性がやや高率であった．便潜血検
査の精検受診率は50.3％ときわめて低かった．
便潜血検査による推定大腸がん症例数は1,842
例，大腸がん発見率0.119％となる（表7）．
　性別・年齢階級別に大腸がん発見率をみると（図
8），便潜血検査では，男女とも加齢とともに上昇
する傾向がみられた．内視鏡検査では，男性では
加齢とともに上昇する傾向がみられたが，女性で
は，一定の傾向はみられなかった．内視鏡検査は受

図7　胃がん症例の術前・術後ステージ分類
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表7　大腸がん発見率
便潜血検査 大腸内視鏡検査 S状結腸内視鏡検査（再掲）全大腸内視鏡検査（再掲）

男性

受診者数 922,108 33,376 20,490 12,886
要精査者数（率） 53,438 （5.8） 2,538 （7.6） 627 （3.1） 1,911 （14.8）
精検受診者数（率） 26,055 （48.8）
大腸がん症例数（率） 598 （0.065） 51 （0.153） 13 （0.063） 38 （0.295）

女性

受診者数 623,546 8,886 4,912 3,974
要精査者数（率） 31,370 （5.0） 382 （4.3） 64 （1.3） 318 （8.0）
精検受診者数（率） 16,590 （52.9）
大腸がん症例数（率） 328 （0.053） 14 （0.158） 6 （0.122） 8 （0.201）

合計

受診者数 1,545,654 42,262 25,402 16,860
要精査者数（率） 84,808 （5.5） 2,920 （6.9） 691 （2.7） 2,229 （13.2）
精検受診者数（率） 42,645 （50.3）
大腸がん症例数（率） 926 （0.060） 65 （0.154） 19 （0.075） 46 （0.273）
推定大腸がん症例数（率） 1,842 （0.119）

【重複例あり】（率：％）
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診者数が少なく，さらなる検討が必要と思われた．
　大腸がん症例の壁深達度，術前・術後のステー
ジ分類を解析した（図9，10）．早期がん比率は内
視鏡検査75.2％（m: 53.9％，sm: 21.3％），便潜
血検査63.9％（m: 39.8％，sm: 24.1％）で，内視
鏡検査が著明に高率であった．術前・術後のス
テージ分類においては，術前・術後とも内視鏡検
査の方が0期・Ⅰ期の割合が著明に高率であった．
組織型は96.5％（466/483）が高・中分化型，3.5％
（17/483）が低分化型であった．
　大腸がん検診においては，がん発見率・早期が
ん比率ともに，便潜血検査よりも内視鏡検査が著
明に高率であった．

　内視鏡的切除が施行された症例は，壁深達度m
で94.5％（205/217），壁深達度smで52.0％（65/ 
125），全大腸がんの51.2％（459/897）と高率で
あり，人間ドックにおける大腸がん検診（便潜血
検査および内視鏡検査）によって内視鏡的切除が
可能な早期大腸がん症例が多数発見されているこ
とが判明した．
4）肺がん（表8，図11，12）
　肺がん発見率は，単純X線検査（0.022％）と比
較して胸部CT検査（0.115％）の方が5.2倍高率
（男性4.8倍，女性5.4倍）であった．また，単純

X線検査では男性が女性よりも1.6倍，胸部CT検
査では1.5倍高率であった．精検受診率は単純X

図8　性別・年齢階級別　大腸がん発見率

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

25～ 30～ 35～ 40～ 45～ 50～ 55～ 60～ 65～ 70～ 75～

便潜血（男）
便潜血（女）
内視鏡（男）
内視鏡（女）

（年齢）

（％）

図9　大腸がん症例の壁深達度
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表8　肺がん発見率
単純X線 胸部CT 喀痰細胞診

男性

受診者数 916,923 118,216 52,871
要精査者数（率） 12,270 （1.3） 4,358 （3.7） 112 （0.2）
精検受診者数（率） 8,114 （66.1） 2,667 （61.2） 22 （19.6）
肺がん症例数（率） 242 （0.026） 149 （0.126） 2 （0.004）

女性

受診者数 630,315 47,516 17,385
要精査者数（率） 7,772 （1.2） 2,056 （4.3） 23 （0.1）
精検受診者数（率） 5,739 （73.8） 1,251 （60.8） 9 （39.1）
肺がん症例数（率） 103 （0.016） 41 （0.086） 0 （0.000）

合計

受診者数 1,547,238 165,732 70,256
要精査者数（率） 20,042 （1.3） 6,414 （3.9） 135 （0.2）
精検受診者数（率） 13,853 （69.1） 3,918 （61.1） 31 （23.0）
肺がん症例数（率） 345 （0.022） 190 （0.115） 2 （0.003）
推定肺がん症例数（率） 499 （0.032） 311 （0.188） 9 （0.013）

【重複例あり】（率：％）

図11　性別・年齢階級別　肺がん発見率
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線検査69.1％，胸部CT検査61.1％と殆ど差がな
かった．推定肺がん症例数は単純X線検査499例
（発見率0.032％），胸部CT検査が311例（0.188％）
となる．喀痰細胞診による精検受診率は23.0％
と極端に低く，肺がん発見率も0.003％であっ
た．
　性別・年齢階級別に肺がん発見率をみると（図
11），男女とも加齢とともに上昇する傾向を認め
た．胸部CT検査では55歳以上の年代で著明に上
昇し，特に男性では急激な上昇を認めた．
　肺がん症例の術前・術後のステージ分類を解析
した（図12）．術前・術後とも胸部CT検査の方が
0期・Ⅰ期の割合が著明に高率であった．
　人間ドックにおいては，特に胸部CT検査に
よって，早期肺がんが多数発見されていることが
窺えた．
5）乳がん（表9，図13，14）
　乳がん発見率は，視触診（0.031％）と比較して
マンモグラフィ（0.162％）で5.2倍，超音波検査
（0.181％）で5.8倍高率であった．精検受診率は視

触診では46.2％，マンモグラフィ69.1％，超音
波検査61.7％と低かった．推定乳がん症例数（発
見率）は視触診180例（0.067％），マンモグラフィ
809例（0.234％），超音波検査782例（0.293％）と
なる（表9）．
　年齢階級別乳がん発見率は，マンモグラフィお
よび超音波検査では，30歳以上の年代で加齢と
ともに著明に上昇する傾向を認めた．超音波検査
では，45～49歳，60～64歳の年齢層で，著明に
高率となる傾向を認めた（図13）．
　乳がん症例の術前・術後のステージ分類を比較
した（図14）．0期・Ⅰ期の症例についてみるとマ
ンモグラフィでは術前77.7％，術後78.6％，超
音波検査では術前83.2％，術後84.6％の症例が
同様のステージ分類で差がみられなかった．また視
触診では術前48.9％の症例で術後の65.5％に比し
て低率であった．以上の如く，マンモグラフィや
超音波検査によって，多くの早期乳がんが発見さ
れていることが判明した．

表9　乳がん発見率
視触診 マンモグラフィ 超音波検査

女性

受診者数 270,022 345,381 266,953
要精査者数（率） 2,571 （1.0） 14,277 （4.1） 8,530 （3.2）
精検受診者数（率） 1,188 （46.2） 9,859 （69.1） 5,267 （61.7）
乳がん症例数（率） 83 （0.031） 559 （0.162） 483 （0.181）
推定乳がん症例数（率） 180 （0.067） 809 （0.234） 782 （0.293）

【重複例あり】（率：％）

図13　年齢階級別　乳がん発見率
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表10　子宮頸がん発見率
頚部細胞診

受診者数 440,216
要精査者数（率） 7,002 （1.6）
精検受診者数（率） 4,422 （63.2）
子宮頸がん症例数（率） 143（0.032）
推定子宮頸がん症例数（率） 226 （0.051）

（率：％）

図14　乳がん症例の術前・術後　ステージ分類
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図15　年齢階級別　子宮頚がん発見率（細胞診）
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6）子宮頸がん（表10，図15，16）
　擦過細胞診による子宮頸がん発見率は0.032％，
精検受診率は63.2％で，推定子宮頸がん症例数

（発見率）は226例（0.051％）となる（表10）．
　年齢階級別子宮頸がん発見率は30～39歳が最
も高く，その後は加齢とともに減少する傾向を認
めた（図15）．
　子宮頸がん症例の術前・術後のステージ分類を
解析した（図16）．術前97.6％・術後97.7％の症
例が0期・Ⅰ期であった．子宮頸がんは擦過細胞
診による検診によって，ほとんどが早期がんの時
期に発見されていることが判明した．
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7）前立腺がん（表11，図17，18）
　PSA（prostate-specific antigen：前立腺特異抗
原）による前立腺がん発見率は0.153％，精検受

図16　子宮頸がん症例の術前・術後　ステージ分類
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表11　前立腺がん発見率
PSA

受診者数 461,547
要精査者数（率） 15,079 （3.3）
精検受診者数（率） 7,098 （47.1）
前立腺がん症例数（率） 705（0.153）
推定前立腺がん症例数（率） 1,498（0.325）

（率：％）

図17　年齢階級別　前立腺がん発見率（PSA）
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診率は47.1％で，推定前立腺がん症例数（発見
率）は1,498例（0.325％）となる（表11）．
　年齢階級別前立腺がん発見率は，50歳以上の
年代から，加齢とともに急激に上昇していた（図
17）．
　前立腺がん症例の術前・術後のステージ分類を
解析した（図18）．術前85.4％，術後82.9％がⅠ
期・Ⅱ期であった．前立腺がんはPSA検診によっ
て，ほとんどの症例が比較的早期がんの時期に発
見されていることが判明した．
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8）甲状腺がん（表12，図19）
　超音波検査による甲状腺がん発見率は0.158％
（男性0.122％，女性0.187％）で，女性に1.5倍
高率であった．精検受診率は62.4％で，推定甲
状腺がん症例数（発見率）は125例（0.253％）とな
る（表12）．
　年齢階級別甲状腺がん発見率は，男性では30～
39歳の年齢層，女性では35～49歳の年齢層で高
率であり，その後は加齢とともに低下する傾向を
認めた．甲状腺がんは比較的若い年齢層で発見さ
れるのが特徴的である（図19）．

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

男性

受診者数 22,079
要精査者数（率） 1,230 （5.6）
精検受診者数（率） 671 （54.6）
甲状腺がん症例数（率） 27 （0.122）

女性

受診者数 27,262
要精査者数（率） 1,821 （6.7）
精検受診者数（率） 1,233 （67.7）
甲状腺がん症例数（率） 51（0.187）

合計

受診者数 49,341
要精査者数（率） 3,051 （6.2）
精検受診者数（率） 1,904 （62.4）
甲状腺がん症例数（率） 78 （0.158）
推定甲状腺がん症例数（率） 125（0.253）

（率：％）

図19　性別・年齢階級別　甲状腺がん発見率
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9）上腹部超音波検査発見がん（表13，15）
　上腹部超音波検査における悪性疾患発見率は
0.034％（男性0.042％，女性0.023％）であった．
精検受診率は51.6％で，推定悪性疾患症例数（発
見率）は1,013例（0.067％）となる．腎臓がんが最
も多く，次いで膵臓がん，肝臓がん，胆嚢・胆管
がん，腎盂・尿管がんの順であった（表13）．
　主ながんの術前・術後のステージ分類を表15
に示す．腎がんは，ほとんどが早期がんの時期に
発見されているのが特徴的である．肝臓がん・胆
嚢がん・膵臓がんも早期発見例が存在し，今後に
期待を抱かせるものである．
10）下腹部超音波検査発見がん（表14，15）
　下腹部超音波検査（男性）における悪性疾患発見

率は0.064％であった．精検受診率は51.5％で，
推定悪性疾患症例数（発見率）は150例（0.124％）
となる．男性の下腹部超音波検査では膀胱がんと
前立腺がんがほぼ同数発見されている（表14）．
　下腹部超音波検査（女性）による悪性疾患発見率
は0.020％で，膀胱がん，卵巣がん・卵管がんの
順に多かった．精検受診率は60.6％であった．
推定がん症例数（発見率）は28例（0.033％）となる
（表14）．下腹部超音波検査では，女性でも膀胱
がんが多く発見されることが窺える．
　膀胱がんの術前・術後のステージ分類をみると
（表15），ほとんどが0期・Ⅰ期の早期がんであっ
た．

表13　上腹部超音波検査発見がん
男性 女性 合計

受診者数 899,203 619,333 1,518,536
要精検者数（率） 26,449 （2.9） 19,220 （3.1） 45,669 （3.0）
精検受診者数（率） 13,373 （50.6） 10,211 （53.1） 23,584 （51.6）
悪性疾患症例数（率） 381（0.042） 142（0.023） 523（0.034）
推定がん症例数（率） 754（0.084） 267（0.043） 1,013（0.067）
（率：％）

 
男性 女性 合計

肝臓がん 55 12 67
胆嚢・胆管がん 25 10 35
膵臓がん 67 34 101
腎臓がん 155 40 195
腎盂・尿管がん 20 2 22
その他のがん 59 44 103

381 142 523

表14　下腹部超音波検査発見がん
男性 女性

受診者数 120,888 83,963
要精検者数（率） 2,057 （1.7） 1,698 （2.0）
精検受診者数（率） 1,059 （51.5） 1,029 （60.6）
悪性疾患症例数（率） 77（0.064） 17（0.020）
推定がん症例数（率） 150 （0.124） 28（0.033）
（率：％）

    
男性 女性

子宮頸がん 1
子宮体がん 1
卵巣がん 4
卵管がん 2
膀胱がん 39 7
前立腺がん 38
部位不明 2

77 17
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11）PET・PET/CT検査発見がん（表16）
　PETまたはPET/CT検査における悪性疾患発見
率は0.658％（男性0.664％，女性0.647％）で
あった．精検受診率は53.7％で，推定悪性疾患
症例数（発見率）は71例（1.230％）となる．甲状腺
がんが最も多く，次いで大腸がんが多く発見され
ている．
12）経腟超音波検査発見がん（表17）
　経膣超音波検査によるがん発見率は0.022％
で，子宮体がん，卵巣がん，子宮頸がんの順に多
かった．精検受診率は52.2％で，推定がん症例
数（発見率）は54例（0.042％）となる（表17）．

まとめ
1） 人間ドックにおけるがん検診では早期がんの頻
度が高く，多くのがんの早期発見に役立ってい
ると考えられた．がんの早期発見によって，内

表15　上下腹部超音波検査発見がんの進行度
術前ステージ

0期 Ⅰ期 Ⅱ期 Ⅲ期 Ⅳ期 不明 合計
肝臓がん 1 5 6 2 1 26 41
胆嚢がん 0 5 1 0 1 9 16
膵臓がん 0 8 14 2 13 27 64
腎臓がん 0 71 3 4 0 63 141
膀胱がん 14 7 0 0 1 28 50

術後ステージ
0期 Ⅰ期 Ⅱ期 Ⅲ期 Ⅳ期 不明 合計

肝臓がん 0 5 6 2 1 22 36
胆嚢がん 2 4 3 1 0 4 14
膵臓がん 1 11 21 4 4 33 74
腎臓がん 0 72 2 6 1 59 140
膀胱がん 13 11 1 0 1 23 49

表16　PET・PET/CT検査発見がん
男性 女性 合計

受診者数 3,916 1,855 5,771
要精検者数（率） 828 （21.1） 341 （18.4） 1,169 （20.3）
精検受診者数（率） 373 （45.0） 255 （74.8） 628 （53.7）
悪性疾患症例数（率） 26（0.664） 12（0.647） 38（0.658）
推定がん症例数（率） 58（1.481） 16（0.863） 71（1.230）
（率：％）

男性 女性 合計
肺がん 2 1 3
乳がん 0 3 3
甲状腺がん 6 4 10
大腸がん 3 4 7
その他，部位の明示不能な悪性腫瘍 15 0 15

26 12 38

表17　婦人科経膣超音波検査発見がん
受診者数 130,072
要精検者数（率） 5,984 （4.6）
精検受診者数（率） 3,126 （52.2）
悪性疾患症例数（率） 28（0.022）
推定がん症例数（率） 54（0.042）
（率：％）

子宮頸がん 6
子宮体がん 11
卵巣がん 7
卵管がん 0
部位不明 4

28

視鏡的切除や縮小手術が可能となり，受診者の
QOLの改善に大きく寄与していることが示唆
された．一方，がんの早期発見は過剰診断（放
置しても症状が出現する前に本人が寿命を全う
してしまうがん）につながる危険性に留意する
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必要がある．また，受診歴の分析から，2年以
内受診例のがん発見が最も多いことから，逐年
検診の重要性も示唆された．

2） 人間ドックにおけるがん検診の手法に関して
は，死亡率減少を中心とする利益と，偽陽性・
過剰診断を中心とする不利益とのバランスに加
えて，がん発見率，早期がん比率，安全性，費
用対効果，人材確保等を勘案し，各施設の実情
に応じた検査を導入するのが望ましい．また，
がん検診の効率を高めるためには，ハイリスク
（胃がん：ヘリコバクター・ピロリ，子宮頸がん：
ヒトパピローマウイルス，肝臓がん：B型・C
型肝炎ウイルスなど）を拾い上げ，リスクに応
じて適切な検査を施行するのも一考に値する．

3） がん検診の精度および評価を高めるためには，
検査自体の精度向上と事後管理の徹底が不可欠
である．今回の集計でも精検受診率がきわめて
低く，十分な事後管理がなされているとはいい
がたい．今後，さらに精検受診勧奨を徹底し，
適切な医療機関と連携して事後管理の充実を図
るよう，各施設のいっそうの努力が望まれる．

4） 本学会のがん登録は，記入の不備も年々減少

し，精度の向上が期待できる．今回，集計表の
改善を行い，より詳細な結果が把握できるよう
にした．今後，このがん登録がさらに充実し，
発展していくことを期待したい．
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2017年度がん登録調査にご協力いただいた施設一覧　241施設（※2017年度調査依頼時・回答のあった人間ドック健診機能評価認定施設）

　新赤坂クリニック 　千葉病院　健康管理センター
　三越総合健診センター 　人間ドックセンター　ウェルネス天神/人間ドックセンター　ウィメンズウェルネス天神デュアル
　野村病院　予防医学センター 　品川シーズンテラス健診クリニック
　牧田総合病院　人間ドック健診センター 　穂高病院
　横浜総合健診センター 　SBS静岡健康増進センター
　つくば総合健診センター 　霞ヶ浦成人病研究事業団　健診センター
　帝国ホテルクリニック 　今村病院
　アクティ健診センター 　健診・健康増進センター
　千里LC健診センター 　カーム尼崎健診プラザ
　吉田病院　予防医療センター 　芝パーククリニック
　長崎病院　ヘルスケアセンター 　宇野病院
　ベルクリニック 　松山赤十字病院　健康管理センター
　相模原総合健診センター 　沖の洲病院　併設健診センター
　高津中央クリニック 　NTT東日本 伊豆病院健診センター
　石和温泉病院　クアハウス石和 　芙蓉診療所　成人病医学センター
　札幌北辰病院 　藤沢総合健診センター
　聖隷健康診断センター 　大宮共立病院　総合健診プログラム
　聖隷予防検診センター 　立川中央病院　附属健康クリニック
　本荘第一病院 　浦添総合病院健診センター
　金田病院 　聖隷沼津第一クリニック　聖隷沼津健康診断センター
　広島中央健診所 　東濃厚生病院　健康管理センター
　千葉ロイヤルクリニック 　相談診療所　大阪総合健診センター
　上尾中央総合病院　健康管理課 　横須賀市立市民病院　健康管理センター
　相澤健康センター 　埼玉メディカルセンター
　アルパーク検診クリニック 　宮城県成人病予防協会　中央診療所
　札幌フジクリニック 　宮崎総合健診センター
　みたき健診クリニック 　松阪中央総合病院　健康管理施設　エポック
　大宮シティクリニック 　新宿追分クリニック
　熊本セントラル病院 　ESクリニック
　船員保険　福岡健康管理センター 　西奈良中央病院
　倉敷成人病健診センター 　成田赤十字病院
　福井県済生会病院 　アルファメディック・クリニック
　佐々木外科病院　総合健診センター 　松江記念病院　健康支援センター
　丸子中央病院 　大分県厚生連　健康管理センター
　秩父病院　健診センター 　花輪クリニック
　城西病院 予防医学部　健診センター 　新潟縣健康管理協会
　住友生命総合健診システム 　日本赤十字社　医療センター
　富田浜病院　健康増進センター 　京都予防医学センター
　朝日大学病院　総合健診センター 　太田綜合病院附属　太田熱海病院　予防医学センター
　セントラルパーククリニック 　川崎病院　健診センター
　兵庫県健康財団　保健検診センター 　附属　東都クリニック
　熊本健康管理センター 　附属　霞が関ビル診療所
　栃木県保健衛生事業団 　富山赤十字病院　健診センター
　山科武田ラクト健診センター 　公立昭和病院　予防健診センター
　中日病院健診センター 　大久保病院　健康管理センター
　近畿中央病院 　山内ホスピタル
　ニッセイ予防医学センター 　利根中央病院　健診センター
　倉敷中央病院付属予防医療プラザ 　高知検診クリニック
　八戸市総合健診センター 　福井赤十字病院　健診センター
　疾病予防施設　慈恵クリニック 　ぎふ綜合健診センター
　いわて健康管理センター 　相模野病院
　ちばなクリニック　健康管理センター 　吉島病院
　山口総合健診センター 　KKCウエルネスなんば健診クリニック
　新古賀クリニック 　オリエンタル上野健診センター
　NTT東日本関東病院 　保健福祉センター　JA健康管理センターさがみはら
　公立藤岡総合病院　健康管理センター 　愛媛県総合保健協会
　北九州小倉病院 　神奈川県予防医学協会　中央診療所
　公立みつぎ総合病院 　キナシ大林病院
　船員保険　北海道健康管理センター 　東京都予防医学協会　人間ドック
　保健福祉センター　JA健康管理センターあつぎ 　寿泉堂クリニック
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2017年度がん登録調査にご協力いただいた施設一覧　241施設（※2017年度調査依頼時・回答のあった人間ドック健診機能評価認定施設）つづき

　春日クリニック　人間ドック・健診センター 　鈴鹿回生病院　健康管理センター
　御池クリニック 　KKCウエルネス新大阪健診クリニック
　淳風会健康管理センター 　岡山済生会昭和町健康管理センター
　岩手県予防医学協会　人間ドックセンター 　岩手県予防医学協会　県南センター
　日進おりど病院　予防医学推進・研究センター 　豊田厚生病院
　明治安田新宿健診センター 　東京山手メディカルセンター　健康管理センター
　慶友健診センター（宇沢整形外科） 　上越地域総合健康管理センター
　神戸健診クリニック 　組合立　諏訪中央病院　ドック健診センター
　オリエンタルクリニック 　朝日ビル中院クリニック
　永沢クリニック 　中野胃腸病院　健診センターなかの
　東海大学医学部付属病院　健診センター 　荘内地区健康管理センター
　ステーションクリニック 　聖マリアヘルスケアセンター　国際保健センター
　佐世保中央病院　健康増進センター 　佐野市民病院　予防医療センター
　東海大学医学部付属八王子病院 　長野市民病院　健診センター
　成人病検診センター 　広島県環境保健協会　健康クリニック
　三河安城クリニック 　ポートスクエア柏戸クリニック
　さがらパース通りクリニック　人間ドックウェルライフ 　府中クリニック
　中電病院　PET・検診センター 　大阪中央病院
　中京病院　健康管理センター 　足利赤十字病院
　府内健診センター 　KKCウエルネスひこね健診クリニック
　田辺中央病院　健康管理センター 　KKCウエルネス栗東健診クリニック
　東京慈恵会医科大学附属病院　新橋健診センター 　大和郡山病院　健康管理センター
　若林病院 　浜松赤十字病院
　加古川総合保健センター 　函館五稜郭病院
　埼玉県済生会川口総合病院　健診センター 　龍ケ崎済生会病院　総合健診センター
　平鹿総合病院　健診センター 　飯塚病院　予防医学センター
　山形済生病院　健診センター 　長崎原爆諫早病院
　秋田赤十字病院 　小牧市民病院　健診センター
　済生会熊本病院　予防医療センター 　長野県立　信州医療センター
　神戸中央病院　健康管理センター 　西村診療所
　神戸中央病院附属健康管理センター 　伊那中央病院
　東海中央病院 　ウェルビーイング栄
　立川北口健診館 　公立松任石川中央病院
　横浜北幸クリニック 　市立横手病院　健康管理センター
　江南厚生病院　健康管理センター 　名古屋第一赤十字病院
　聖隷健康サポートセンターShizuoka 　総合病院国保旭中央病院　健診センター
　青森県総合健診センター　附属あおもり人間ドックセンター 　鶯谷健診センター
　鹿児島厚生連病院　健康管理センター 　公益財団法人　岩手県予防医学協会
　高岡総合健診センター 　春日井市総合保健医療センター
　東京衛生アドベンチスト病院 健診センター 　立正佼成会附属　佼成病院　健康管理室
　品川クリニック 　済生会呉病院
　福岡和白総合健診クリニック 　横浜市立みなと赤十字病院
　大阪医科大学　健康科学クリニック 　総合病院高の原中央病院　人間ドックセンター
　新神戸ドック健診クリニック 　耳原総合病院
　一翠会千里中央健診センター 　KKC健康スクエア　ウエルネス三重健診クリニック
　渓仁会円山クリニック 　滋賀保健研究センター診療所　別館
　楠樹記念クリニック 　市立伊丹病院
　柏厚生総合病院　健診センター 　福岡山王病院
　福岡赤十字病院　人間ドック健診センター 　永寿総合健診・予防医療センター
　武蔵野赤十字病院　健診センター 　村上記念病院　健診センター
　京都工場保健会　総合健診センター 　埼玉医科大学病院　健康管理センター
　丸の内病院 　附属仙台循環器病センター
　JA北海道厚生連　帯広厚生病院　健診センター 　宇都宮東病院　健診センター
　アルコクリニック 　上都賀総合病院
　さやま総合クリニック　健診センター 　九州病院
　藤沢市保健医療センター診療所 　藤間病院総合健診システム
　こころとからだの元氣プラザ 　焼津市立総合病院
　宇都宮記念病院　総合健診センター 　杏林大学医学部付属病院　人間ドック
　高知赤十字病院　健康管理センター 　廣島総合病院　健康管理センター
　青雲会病院 　おおぞら病院　健康サポートセンター
　大分リハビリテーション病院　敬和会健診センター

※2017年度調査時の認定番号順に掲載



93 ( 93 )人間ドック　Vol.35  No.1  2020年

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
察

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
察

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 
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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．



101 ( 101 )人間ドック　Vol.35  No.1  2020年

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5月29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．
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　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5月29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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編集後記

　新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い，令和2
年4月7日に緊急事態宣言が発出されました．外出自
粛，マスク着用，手洗い，消毒の徹底，3つの密（密
閉，密集，密接）を避けるなどの感染症予防対策によ
り，感染者数が徐々に減少しました．その結果，緊
急事態宣言は5月14日には39県で解除となり，5月
21日には大阪府，京都府，兵庫県で解除され，5月
25日には東京都，神奈川県，千葉県，埼玉県，北海
道で解除されました．5月26日時点で感染者16,623
名，死亡者846名となっております．欧米に比較し
て感染者数，死亡者数が少なく，感染のピークはほ
ぼ収束に向かっています．しかし，ウイルスは消失
したわけでなく感染の第2波，第3波が予想されてお
り，今後も新たな日常のなかで感染予防対策を継続
することが必要です．
　こうした状況のなか，巻頭言は，本学会理事の武
藤繁貴先生に「健康診断実施時における新型コロナウ
イルス感染症対策について」の執筆をお願いいたしま
した．健診事業において3密対策を徹底するなど健
診機関における感染症予防対策の重要性を解説して
いただきました．
　総説は，井上和彦先生に「我が国の胃がん対策にお
ける人間ドックの役割」を執筆していただきました．
胃がんによる死亡者数（2018年）は男性2位，女性4
位，計3位と多く，胃がんの早期発見が重要であり
ます．平成28年には厚生労働省により，胃がん検診

の方法として胃X線検査に加え，内視鏡検査も認め
られました．胃がんの発生にヘリコバクターピロリ
菌感染が強く関与していることから，血清ヘリコバ
クターピロリ抗体検査，血清ペプシノゲン検査，そ
の組み合わせによる胃がんリスク層別化検査（ABC
分類）の有用性について解説していただきました．
　原著論文は7編です．内容は呼吸器系（肺がん検診）
1題，循環器系（心房細動）が1題，泌尿器系（前立腺
がん検診）1題，消化器系（大腸がん検診）が1題，特
定保健1題，健診後の受診勧奨1題，外国人健診1題
と多岐にわたっています．いずれも人間ドック，予
防医療を実践していくうえで参考になる論文であり
ます．
　また委員会報告として「人間ドックにおけるがん登
録―2017年度の成績―」が掲載されています．本学
会関連施設が行っていますがん登録を解析しその成
績をまとめています．その結果，人間ドックでは多
くのがんの早期発見に役立っていることが示唆され
ました．
　本号は各先生方に投稿いただき充実したものに
なったと思います．今後も多くの投稿をお願い申し
上げます．また人間ドックに関する本邦の研究成果
を世界に発信するために英文誌であるNingen Dock 
Internationalへの投稿もよろしくお願い申し上げま
す．
 （丹羽利充）

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

発 行 責 任 者 篠原　幸人

編 集 委 員 会 （長）荒瀬康司／（副・和文誌）井上和彦／（副・英文誌）丹羽利充
 新　智文／加藤智弘／鏑木淳一／小林伸行／小松淳子／笹森　斉／原　茂子／
 福井敏樹／武藤繁貴／村田雅彦
発 　 行 　 所 公益社団法人 日本人間ドック学会
 〒102-0075　東京都千代田区三番町9-15　ホスピタルプラザビル1F
   電話　03－3265－0079　E-mail：info@ningen-dock.jp
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