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 今年度の研修会は，新型コロナ感染症拡大を考慮し，1回のWEB（オンデマンド）配信にて実施するこ
ととなりました．
オンラインで参加登録を受け付けておりますので，参加される場合は，WEB研修会の参加登録手順に
従い，参加登録をしてください．

人間ドック健診認定医・専門医研修会

WEB開催◆第56回認定医・専門医研修会（2020年第3回人間ドック健診専門医研修会） 　　　　　

　申込期間：9月1日（火）～10月30日（金）　※参加費1万円（事前に振込必要）

　　　　　　日本人間ドック学会ホームページ－各種認定制度－認定医制度－研修会情報－
　　　　　　   　人間ドック健診認定医・専門医研修会－オンライン登録 より，事前オンライン登録となります
　　　　　　 日本人間ドック学会HP　http://www.ningen-dock.jp/system/certified/workshop 

　 WEB配信期間 ：2020年 11月 30日（月）～ 12月 15日（火）

　視聴時間：60分間×3講演　　計180分間（予定）
　取得単位：7単位　　　　※専門医：医療安全1単位（上限2単位まで）

　　　　　　※WEB開催の為，認定医の単位シールの配布はございません．
　　　　　　 ※  3講演の視聴，アンケート回答後，受講証を自身で印刷までを行ってください．
　　　　　　　 最後まで視聴ログが確認できない場合は，単位加算はできませんのでご注意ください．

　※今までの研修会（会場にて参加）と参加登録（事前支払）および聴講方法等が異なります．
　　詳しくは次頁のWEB研修会参加登録方法等をよくご確認の上，参加登録をお願いします．

 ※プログラムは，講師の都合により変更になる場合があります

　講演①　「子宮がん検診－最も重要なポイントは細胞採取」
　　　　　　　 佐々木　寛（医療法人沖縄徳洲会　千葉徳洲会病院　婦人科部長）

　講演②　「コロナ蔓延下での健診のあり方・臨床検査とコロナ」
　　　　　　　 村上　正巳（群馬大学大学院医学系研究科　臨床検査医学　教授）

　講演③　「研究倫理と臨床研究法」　医療安全
　　　　　　　 西﨑　泰弘（東海大学医学部健康管理学　領域主任教授／
　　　　　　　　　　　　　東海大学医学部付属東京病院　病院長）

　参加資格：A）人間ドック認定医等（資格希望者）　　B）人間ドック健診専門医 
　参 加 費：1万円（事前振込，テキスト郵送含む）
　取得単位：7単位　　※専門医：医療安全1単位（上限2単位まで）

注！！　WEB開催の場合は，インターネット環境が必要になります！

注）　本WEB研修会は，指導医の更新に必要な 『指導医講習会』 対象となります！
　　 ※ 人間ドック健診指導医は，自身の指導医認定期間（5年間）内に『指導医講習会（専門医研修

会）』に 1回参加することにより，指導医資格の更新が可能となります．
　　　 （お手数ですが，受講証は，指導医更新用にコピーの上，別途提出してください）
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注！！　WEB開催の場合は，インターネット環境が必要になります！

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

＜WEB研修会の事前参加登録について＞

申込期間：9月1日（火）～10月30日（金）

　①事前オンライン登録にて，まずアドレスを入力してください．

　②送られてきたURLより，会員番号・氏名・ふりがな・TELを入力し， 登録完了 してください．

　③登録確認証メールが届きます．（メールは保存しておいてください）

　④後日，参加費1万円の請求書（コンビニ支払用紙）を学会登録の送付先へ郵送いたします．
　　必ず期日内にお支払いください．（ご返金はできませんので予めご留意ください）

　　　　⇒　参加費1万円をご入金いただいた方へ　WEB研修会【視聴用ID・PW】を発行します

＜WEB配信　視聴方法および単位取得について＞
　⑤配信期間の5日前までに，WEB研修会視聴用の ID・PWおよびテキストを郵送いたします．
　　配信期間前に，必ずテスト画面にて視聴できるかご確認ください．
　　※ 配信期間中にログインできない，また動画が再生できない等問題が発生した場合は，テキストに

同封する　　　　　　　までお問合わせください．

【WEB配信期間 ：2020年 11月 30日（月）～ 12月 15日（火）】

　⑥配信期間中は，発行した【視聴用ID・PW】にてログインの上，3講演を視聴してください．
　　※どの講演からでも視聴可能です．（早送り操作やデータのダウンロードはできません）

　⑦アンケート回答後，ご自身で【受講証】を印刷し，更新時まで大切に保管しておいてください．

　　※事務局にて，視聴ログ（アクセス履歴）を確認し，単位加算対象とします．
3講演の視聴・アンケート回答・受講証印字の工程まで，確認ができない場合は，単位加算はされ
ませんのでご注意ください！

　　※【受講証】はご自身のWEB研修会の参加を証明するものです．
　　　自身の認定医および専門医の更新時に提出が必要ですので大切に保管ください．

【単位加算について】　事務局では，視聴ログ完了者に研修会単位を加算します．

 A）認定医  ：単位シールの配布はございません．【受講証】を管理し，更新時に提出してください．

 B） 専門医：約1か月後（1月末予定），専門医単位確認画面にて，取得単位を確認ください．
　 （受講証は，更新時まで管理していただくことをお勧めします）

　新型コロナウイルス感染症拡大を考慮し，下記の研修会は，中止となりました．
　第55回　人間ドック健診認定医・専門医研修会：（神戸）20/8/29
　第57回　人間ドック健診認定医・専門医研修会：（東京）21/3/7

サポート窓口
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人間ドック健診専門医制度

①2020年度人間ドック健診専門医認定試験について

日　　時：2020年10月18日（日）　13：00～15：00　※試験終了14：40
会　　場：品川フロントビル　地下1階会議室（JR品川駅港南口より 徒歩5分）
試験内容：100問　マークシート方式　筆記試験（100分間）

　　・受験申請受付は終了し，受験該当者には9月初旬に審査料3万円の請求書を発送いたしました．
　　　 事務局にて入金確認後，10月上旬に，『受験票・注意事項等』書類を発送いたします．

　　 注！　 なお，今年度の試験は，コロナの状況により，直前で中止となる場合がございます． 
 受験者には，申請時のメールアドレスおよび専門医HPにてご連絡しますので随時，確認をお願いします！

②研修施設・指導医　2020年度認定申請について

【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・本法人の学会誌，または同等の雑誌への原著論文が1編以上（共同著者も可）ある， 
あるいは本会・本法人主催の学術大会での発表が1回以上（共同発表も可）あること．

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

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

申請期間 ：2020年10月1日（木）～11月20日（金）　必着　

※9月末，指導医・研修施設申請書（DL版）を専門医ホームページに掲載いたします．

事務局より書類等は送付いたしません．
自己申告での申請のみとなりますので上記条件を確認の上，申請ください．

※なお，暫定研修施設・指導医の委嘱の案内は，2021年1月頃，該当施設に送付予定です．
　研修施設・指導医等について，詳しくは事務局までお問い合わせください．

③人間ドック健診専門医・指導医・研修施設　資格更新について
　　2021/3/31満期の専門医・指導医・研修施設は，今年度更新時期を迎えます．

【2015年度認定（満期：2021/3/31）　専門医・指導医・研修施設　更新期間】
2020年12月1日（火）～2021年3月8日（月）　必着

　★専門医：両学会企画等の50単位（必須4項目）取得，実績報告書（症例サマリー10例）提出
　★指導医：専門医資格を継続し，指導医講習会に1回参加していること
　　研修施設：両学会の認定施設等であり，指導医が1名以上在籍していること

　　 ※該当者・該当施設には11月末に更新申請書類等を送付します．詳細等をご確認ください．
　　 　各条件を満たし，更新を希望する場合は，早めに申請してください．

　　 ※専門医は，本来の満期内で更新条件を満たす場合は，上記期間に更新手続きを完了してください．
　　　 更新条件を満たさない場合は，1年の期間延長を適用し，来年度更新してください．
　　　 （専門医の取得単位について，超過単位は，更新後に繰越すことはできません）

● 専門医ホームページ（http://www.senmoni.jp/）に『人間ドック健診専門医制度』について，掲載しております．

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

セルフトレーニング問題

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

注意！！
※ 現時点で，未修了の人間ドック健診専門医対象者には，『セルフトレーニング問題解答用紙・採点料振込
口座について』の案内を学会誌送付時に同封しております．
　（対象者以外には案内は同封しておりません．認定期間内に1回修了している方は対象外です）
※セルフトレーニング問題の申請は，1年間 1回に限ります．　（毎年同形式で実施していきます）
　（取得可能単位は認定期間5年間で上限5単位となります）
※採点料（2,000円）は理由の如何を問わず，返金しませんのでご注意ください．
※対象者以外の方が申請しても単位加算とはなりませんのでご注意ください．

※セルフトレーニング問題に関するお問合せは下記までお願いします．

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

【セルフトレーニング問題 2020　対象者】
　人間ドック健診専門医の認定者および更新者が対象です．
　（自身の5年間の認定期間内で，未修了の対象者には，解答用紙等を同封いたします）

　 ※ セルフトレーニング問題は，専門医問題集（2019年改訂版）より出題されます．
　 　『人間ドック健診専門医　試験問題集　2019年改訂版』
　　 価格： 6,000円＋税　※送料300円
　　 各書店または発行所：（株）サイエンティスト社 TEL：03-3354-2004
　　 http://www.scientist-press.comよりご購入の上，是非活用ください．

【セルフトレーニング問題2020　問題申請期間・採点料】
　　●2020年10月1日（木）～11月20日（金）　※必着
　　●採点料：2,000円　　●取得単位：5単位

【セルフトレーニング問題　申請・採点方法】
　① セルフトレーニング問題の申請を希望する者は，学会誌35-2号（9月末発刊号）に掲載のセルフトレー
ニング問題（25問）を解答し，解答用紙に必要事項等を記入する．

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

　③ 到着後，学会事務局は，入金確認および解答用紙の受理通知をメールします．
　④ 採点業務を行い，12月認定小委員会で審議後，採点結果および解答・解説を送付します． 
（一定の基準を満たさない場合は，修了したことになりませんのでご注意ください）

　⑤ 学会誌35-5号（3月末発刊号）に解答・解説を掲載します．
（専門医ホームページには来年1月，解答・解説等を掲載予定）
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問題1  人間ドック健診を受診の50歳男性．頭部MRA（MR angiography）（図1）にて異常所見を認めた．
この画像所見や疾患に対する説明で，不適切と考えられるものを2つ選べ．

（a） 図2からは，右椎骨動脈の外径が紡錘状に拡張していることが分かる．
（b） 図2を踏まえて図1を観察すると，偽腔が描出されていると考えられる．
（c） 先行する頭痛や頚部痛の有無に関する問診が望ましい．
（d） 直ちに脳外科的治療を要する．
（e） 脳ドックで偶然見つかることは非常に稀である．

図1 図２

問題2 生理的健忘と比較して病的健忘として典型的でないのはどれか．1つ選べ．

（a） 病識はあることが多い．
（b） 記憶障害が全体的で著しいことが多い．
（c） 見当識が障害されることが多い．
（d） 学習能力が障害されることが多い．
（e） 日常生活に支障をきたすことが多い．

　　 ■ 問 題 ■

◆セルフトレーニング問題2020◆
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問題3  無症候性下肢閉塞性動脈硬化症（arteriosclerosis obliterans: ASO）について誤っているのはどれ
か．1つ選べ．

（a） 5年後の潰瘍発症率は低い．
（b） 5年後の生命予後は健常者と同等である．
（c） ankle brachial（pressure）index: ABIは生命予後を予測するバイオマーカーである．
（d） 予防的な観血的治療の正当性は証明されていない．
（e） 有病率は症候性の約2～5倍と言われている．

問題4 GIST（消化管間質腫瘍）について誤っているのはどれか．2つ選べ．

（a） 発症率は年間10万人に1人から2人くらいとされている．
（b） KITを含めた免疫組織化学を行って診断される．
（c） 腫瘍径と核分裂像数により，リスク分類が行われている．
（d） 遠隔転移は主としてリンパ節に生じやすい．
（e） 切除不能例や高リスク群の術後にはテガフール・ウラシル配合剤内服が推奨される．

問題5 乳がん検診について正しいのはどれか．2つ選べ．

（a） 視触診は死亡率を減少させる．
（b） 40歳代に対するマンモグラフィは死亡率を減少させる．
（c） 50歳以上に対するマンモグラフィは死亡率を減少させる．
（d） 我が国の検診マンモグラフィにおける利益は被曝のリスクを超えられない．
（e） マンモグラフィのカテゴリー分類は所見の評価と方針決定に有用性がない．

問題6 55歳男性，健診で白血球数と血小板数の増多を指摘された．末梢血の血算の検査結果は，白血
球12,200/ μ L，赤血球425万 / μ L，Hb 14.0g/dL，Ht 42.0％，血小板68万 / μ Lであった．最
も考えられる疾患はどれか．2つ選べ .

（a） 慢性骨髄性白血病
（b） 急性骨髄性白血病
（c） 本態性血小板血症
（d） 慢性リンパ性白血病
（e） 急性リンパ性白血病
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問題7 労働安全衛生法での定期健康診断では必須ではないが，特定健康診査では必須とされる項目は
次のうちどれか．1つ選べ．

（a） 視力
（b） 尿糖
（c） 喫煙歴
（d） 12誘導心電図
（e） 血清クレアチニン

問題8 無症候性微小脳出血（cerebral micro bleeds）について正しいのはどれか．2つ選べ．

（a） 抗血栓薬服用とは関連がない．
（b） 糖尿病とは関連がない．
（c） 脳卒中の既往と関連がある．
（d） 高血圧と関連がある．
（e） アミロイドアンギオパチーとは関連がない．

問題9 最近の死亡統計（国民の衛生の動向2018/2019による）から誤っているのはどれか．2つ選べ．

（a） 悪性新生物の死因は，昭和56年以降，第1位を続けている．
（b） 男性では，がんによる死亡数は，肺がん，胃がん，大腸がん，肝がん，膵がんの順に多い．
（c） 肺炎は死因として，2015年，2016年と第3位であったが，2017年には第5位であった．
（d） 最新の死亡統計によると，上位4死因は，悪性新生物，心疾患，脳血管障害，肺炎の順である．
（e） 女性では，がんによる死亡数は，大腸がん，肺がん，胃がん，乳がん，子宮がんの順に多い．

問題10 尿酸値を評価するに際して正しいのはどれか．2つ選べ．

（a） 高尿酸血症には，尿酸産生過剰型がある．
（b） 低尿酸血症は，尿酸排泄低下による．
（c） 尿酸排泄低下型では，尿酸クリアランスが＞10mL/minである．
（d） 尿酸産生過剰型では，尿中尿酸排泄量が＜0.51mg/kg/時である．
（e） 病型分類は尿酸クリアランスおよびクレアチニンクリアランスの測定で評価される．
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問題11 71歳女性．約5年前に近医で，関節リウマチ（RA）と診断．現在，メトトレキサート（MTX）
8mg/週，葉酸製剤5mg/週併用によりRA疾患活動性は寛解となっている．人間ドック健診の
ため受診．問診で，1ヵ月前から口内炎ができやすいとのことであったが，身体所見に特記す
べき所見はなかった．現在，8週間ごとにRAについて近医受診中であり，2週間前の受診では
寛解しているとのことで，血液検査は行われなかった．当日の人間ドック健診で，白血球
1,500/ μ L，赤血球420万 / μ L，ヘモグロビン13.0g/dL，ヘマトクリット41.0％，血小板
28.5万 / μ Lであった．胸部単純レントゲン検査を含め他に特記すべき所見はなかった．1年前
の人間ドック健診では，白血球5,800/ μ Lであった．当日の結果説明として適切な対応はどれ
か．1つ選べ．

（a） 当該人間ドック健診センターでは，オプション検査として，白血球像を採用している．このため，
白血球像を調べ，その結果を3週間後に郵送する．

（b） 明らかな自他覚所見はなかったが，感冒などのウイルス感染症で白血球が減少することがあるの
で，経過観察とする．

（c） 特に心配ない程度なので，次回，6週間後にかかりつけ医を受診する時，再検査を受けることと
する．

（d） 薬剤の副作用が考えられるので，メトトレキサート，葉酸製剤ともに中止し，かかりつけ医を受
診．薬剤の中止・変更について相談することとし，うがい・手洗いなど感染症の予防策を説明する．

（e） メトトレキサートの副作用が考えられるので，至急，かかりつけ医を受診．メトトレキサートの
中止・変更について相談することとし，うがい・手洗いなど感染症の予防策を説明する．

問題12 眼科疾患の診断に有用な検査の組み合わせはどれか．2つ選べ．

（a） 加齢性白内障―――――　調節検査
（b） 高血圧性網膜症――――　眼底検査
（c） 加齢性黄斑変性――――　眼圧検査
（d） 開放隅角緑内障――――　視野検査
（e） 老眼―――――――――　屈折検査

問題13 肝細胞癌で上昇するのはどれか．2つ選べ．

（a） PIVKA II
（b） Span-1
（c） CA125
（d） CYFRA
（e） α -フェトプロテイン



IX 

問題14 原発性副甲状腺機能亢進症について誤っているのはどれか．2つ選べ．

（a） 中高年の男性に多い．
（b） 過形成によるものが最も多い．
（c） 血中 intact PTH上昇は診断上重要である．
（d） 血清カルシウム高値から診断に至ることが多い．
（e） 局在診断には超音波検査やMIBIシンチグラフィ検査が用いられる．

問題15 胸水の性状について正しいのはどれか．2つ選べ．

（a） 漏出性胸水は，Rivalta反応陽性の場合が多い．
（b） 肺がんではADA（アデノシンデアミナーゼ）が高値となる．
（c） 悪性胸膜中皮腫ではアミラーゼが高値となる．
（d） 膵炎では左側胸水の頻度が高い．
（e） 結核性胸膜炎ではリンパ球が多い．

問題16 子宮頸がん検診について正しいのはどれか．2つ選べ．

（a） 妊婦の細胞採取器具は綿棒が望ましい．
（b） 自己採取細胞診は精度が低いため推奨されない．
（c） 子宮頸部細胞診の判定でASC-USの場合，コルポ診・生検は適応でない．
（d） LBC（液状化検体細胞診）では不適正検体が減少する．
（e） 子宮頸部細胞診の結果報告は日母分類またはベセスダシステムにより分類し，どちらを用いたか

を明記する．

問題17 ストレスチェック制度について正しいのはどれか．2つ選べ．

（a） ストレスチェック制度の目的はうつ状態を早期に発見することである．
（b） ストレスチェックの実施率は大規模事業場ほど高い．
（c） 労働者は受検義務がある．
（d） 高ストレス者のうち約20％が医師による面接指導を受ける．
（e） 集団分析は職場環境改善の参考になる．



X

問題18 次のうち，誤っているのはどれか．1つ選べ．

（a） 血糖値が120mg/dL以上で尿糖が出現しやすい．
（b） 尿蛋白・尿潜血ともに陽性の場合は糸球体腎炎の可能性が高い．
（c） 糖尿病性腎症の早期発見には微量アルブミン尿が重要である．
（d） 起立性蛋白尿の診断には，随時尿・早朝尿の両方を調べるとよい．
（e） 試験紙法とスルホサリチル酸法で尿蛋白所見の乖離がある場合，ベンス・ジョーンズ蛋白など低

分子蛋白の存在を疑う．

問題19 次のうち，誤っているのはどれか．2つ選べ．

（a） CA125は妊娠で増加する．
（b） TPAは臓器特異性が高い．
（c） HER2陽性は卵巣癌である．
（d） p53は癌抑制遺伝子である．
（e） PSAは前立腺肥大症で増加する．

問題20 患者の個人情報について正しいのはどれか．1つ選べ．

（a） 意識がないなど緊急時で本人の同意を得られない状態では，医師は本人の同意を得ないで他の医
療機関に情報を提供できる．

（b） 患者の医療情報は刑法などによる守秘義務があるので，個人情報保護法とは関係ない．
（c） 国の行政機関からの要請があっても，その内容は漏らしてはいけない．
（d） 患者情報に関する警察の求めに対しても，裁判時以外では情報は漏らしてはいけない．
（e） 地方自治体の個人情報提供の要請にも，情報は漏らしてはいけない．

問題21 遺伝性出血性末梢血管拡張症について誤っているものはどれか．2つ選べ．

（a） 常染色体劣性遺伝により発症する．
（b） 責任遺伝子としてEndoglin，ALK-1，SMAD4が知られている．
（c） 鼻出血が反復し，消化管粘膜には末梢血管拡張を認める．
（d） 肺，肝，脳の動静脈奇形を認めることは稀である．
（e） 厚生労働大臣が定めた指定難病の1つである．
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問題22 成人において，治療前の喘息の臨床所見が「頻度が週1回以上だが毎日ではない，月に1回以上
日常生活や睡眠が妨げられる，夜間症状は月に2回以上であり，％FEV1，％PEFは80％以上で
日内変動は20～30％」の場合，重症度はどれか．1つ選べ．

（a） 軽症間欠型
（b） 軽症持続型
（c） 中等症持続型
（d） 重症持続型
（e） コントロールされた状態

問題23 遺伝カウンセリングで正しいのはどれか．1つ選べ．

（a） クライエントの意思決定を誘導する．
（b） 新生児の遺伝学的検査は行ってはならない．
（c） 医師でなくとも行ってよい．
（d） パターナリズム的なアプローチが推奨される．
（e） 兄弟姉妹に遺伝学的検査結果は伝えてはならない．

問題24 糖尿病関連検査で境界型となった場合，正しいものはどれか．1つ選べ．

（a） 75gOGTTで2時間値が150mg/dL以上の場合は糖尿病への進展率が高い．
（b） 75gOGTTのインスリン分泌指数が0.4以下は糖尿病への進展率が高い．
（c） 境界型は糖尿病と異なり血糖上昇が軽度のため，糖尿病の合併症である動脈硬化になることは少

ない．
（d） 1年後に健診での経過観察が推奨されている．
（e） 境界型の病態は，インスリン分泌障害かインスリン抵抗性の増大が種々の割合で組み合わさって

いるが，前者はメタボリックシンドロームを呈するものが多い．

問題25 虚血性心疾患の危険因子について誤っているのはどれか．1つ選べ．

（a） 耐糖能異常
（b） 飲酒
（c） HDL-Cが25mg/dL
（d） メタボリックシンドローム
（e） 父親が40歳で心筋梗塞を発症



開催方法の変更について

新型コロナウイルス（COVID-19）感染症の影響を踏まえ、
本学術大会、および同時開催を予定していた国際学会は、
「Web開催」とすることを決定いたしました。

Live
配信期間

オンデマンド
配信期間

2020年11月26日（木）・27日（金）
2020年11月26日（木）～12月11日（金）

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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学術大会長ご挨拶

　2020年 11月 26日（木）・27日（金）の2日間にわたって、「パシフィコ横浜」において開催を予

定しておりました「第61回日本人間ドック学会学術大会」は、新型コロナウイルスの感染拡大により

11月 26日（木）・27日（金）に Live 配信にて、11月 26日（木）から12月11日（金）までオン

デマンド配信にて開催させていただくこととなりました。

　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 Evaluation）」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。安全かつ和める空間、

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

ンポジウムや特別企画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。

　皆様方の御指導、御支援の程をよろしくお願い申し上げますとともにご参加を心よりお待ち申し上げ

ております。

web開催への変更に関してのご挨拶

荒瀬　康司

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

■ 会 期
Live配信期間：2020年11月26日（木）・27日（金）
オンデマンド配信期間：2020年11月26日（木）～12月11日（金）

■ 会 場
Web開催

■ 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（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）
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）

事務局 清水栄二郎（虎の門病院　事務部　次長）

 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）

 押村麻里子（虎の門病院付属健康管理センター）

 阿原　孝之（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（女子栄養大学　特任教授）

 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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参加者へのご案内
■ 参加登録
早期参加登録期間　2020年8月7日（金）～10月23日（金）まで
通常参加登録期間　2020年11月16日（月）～12月11日（金）正午12時まで
　※  11月16日（月）からの通常参加登録はクレジットカード決済のみとなります。コンビニ支払い、ATM
支払い、銀行振込をご希望の方は、必ず早期参加登録でのご登録をお願いいたします。

学術大会参加費
早期参加登録

（2020年 10月 23日締切）
通常参加登録

（2020年 12月 11日締切）
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
非会員医師 13,000 円 15,000 円
非会員医師以外 13,000 円 15,000 円
※参加登録費はご入金後、理由の如何に関わらず返金いたしかねます。
※お支払締切日迄にお支払が無い場合は、早期参加登録、通常参加登録ともに取消となります。
※  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。
※非会員の方で抄録集をご希望の方は、10月末までに運営事務局へお問合わせください。
　抄録集 1冊 2,000 円で請求書同封にて送付いたします。
※こちらのお申し込みで、「第 27回国際健診学会 /第 4回国際人間ドック会議」へのWeb参加も可能です。

事前振込についてのお願い
※   11 月 16日（月）からの通常参加登録はクレジットカード決済のみとなります。コンビニ支払い、ATM
支払い、銀行振込をご希望の方は、必ず早期参加登録でのご登録をお願いいたします。

※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
• オンラインクレジットカード決済
　（Visa, Mastercard, JCB, American Express, Diners Club をご利用いただけます。）
• コンビニ支払い
• ATM支払い
• 銀行振り込み（複数名でまとめてお申し込みの際は、振り込み時に各氏名・会員番号を明記してください。）
　※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。
登録の確認
事前参加登録申込データの到着と登録費の入金確認をもって登録が完了します。
参加証明書・領収書はWeb配信特設ページ内で発行が可能です。
　※Web配信特設ページは 11月中旬にOPEN予定です。



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

7

参加登録についてのお問い合わせ先

■ WEB（オンデマンド）配信　視聴方法等について
参加登録をいただいた方には、11月中旬頃よりWEB配信特設サイトのログイン用 ID・PWを参加登録
時にご登録いただいたメールアドレス宛に発行いたします。
Web配信特設サイトは 11月中旬頃のOPENを予定しております。
視聴方法の詳細は改めて学術大会HPでご案内いたします。

■ 人間ドック認定医・専門医の認定・更新に必要な単位取得について
※  ドック学会医師会員は、後日お送りするWEB配信特設サイト用の ID・PWにてログインして学術大会
を視聴することで、10単位の取得が可能です。

　（人間ドック健診専門医のみ、国際大会 10単位分も併せて取得可能です）。
　詳細に関しては、後日改めてご案内いたします。

株式会社 JTB　横浜支店
「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」係
TEL： 045-316-4602　FAX：045-316-5701
E-mail：jtb_convention@jtb.com
営業時間：9:30-17:30 （土・日・祝祭日は休業）
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演者へのご案内
■ 利益相反についてのご案内
「公益社団法人日本人間ドック学会利益相反（COI）に関する指針、施行規則」に従い、発表の際に利益
相反を開示することが必要になっております。利益相反をご理解の上、発表をしていただくようお願いい
たします。

■ 利益相反開示の対象
第 61回日本人間ドック学会学術大会におけるすべての発表者が対象です。2017年 1月 1日から 2019
年 12月 31日までの分についての開示をしてください。

■ 利益相反開示の方法
ご発表スライドの 2枚目に利益相反の有無、および利益相反がある場合には企業名を掲示してください。
詳細については下記を参照して作成願います。

• 「筆頭および共同発表者の利益相反」のチェック項目

報告事項等 金額等 該当の有無 該当する場合：企業名等
兼務 ― 有・無
顧問等 100 万円以上 有・無
株式・持分 100 万円以上の利益 有・無
演題関係企業 全株式の 5% 以上 有・無
講演料など 50 万円以上 有・無
原稿料など 50 万円以上 有・無

研究助成金・寄付等 200 万円以上 有・無
委受託研究 200 万円以上 有・無

専門的助言・証言 100 万円以上 有・無
研究資金提供者 ― 有・無

表記方法
様式 1-A：学術大会発表時、申告すべきCOI 状態がない時

筆頭発表者名：〇〇 〇〇 
共同発表者名：〇〇 〇〇、〇〇 〇〇 

〇〇 〇〇、〇〇 〇〇 

演題発表に関連し、筆頭および共同発表者は、 
開示すべき COI 関係にある企業などはありません。 
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様式 1-B：学術大会発表時、申告すべきCOI 状態がある時

筆頭発表者名：〇〇 〇〇 
共同発表者名：〇〇 〇〇、〇〇 〇〇 

〇〇 〇〇、〇〇 〇〇 

演題発表に関連し、筆頭および共同発表者は、

① 顧問： なし ⑥受託研究・共同研究：なし
② 株保有・利益： なし ⑦奨学寄附金： 〇〇製薬
③ 特許権使用料： なし ⑧寄付講座所属： なし
④ 講演料：
⑤ 原稿料：

〇〇製薬
●●製薬

⑨贈答品などの報酬： なし

開示すべき COI 関係にある企業などとして、

■ 一般演題について
多数のご応募をありがとうございました。演題の採否の通知は 2020年８月末に学術大会HPに掲載いた
しました。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した。
※  開催方法の変更により、事前にご発表の内容は音声つきスライドデータとしてご提出いただくこととな
りました。詳細は個別にメールにてご連絡しておりますのでご確認ください。
　発表データ作成についてはHPにてご案内しております。ご不明の点につきましては
　運営準備室 一般演題担当（endai-dock2020@convention.co.jp）にお問い合わせください。
※音声付きスライドデータの作成が難しい場合は、音声なしのスライドのみのご発表でもかまいません。
※  データ登録の締め切りは 10月 30日（金）です。余裕をもってご準備くださいますようお願い申し
上げます。

※今回、一般演題では座長をお願いしないことといたしました。予めご了承ください。
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■ 演題選定委員（50音順　敬称略）

一般演題
―――――――― 演題選定委員 ――――――――

赤池　　淳　　　足立　雅樹　　　天野　隆弘　　　新　　智文　　　和泉　賢一　　　伊藤千賀子
稲次　潤子　　　井上　和彦　　　岩男　　泰　　　石坂　裕子　　　鵜飼　晴美　　　大塚　博紀
大洞　昭博　　　大村　峯夫　　　大森　久光　　　岡庭　信司　　　岡村　雅雄　　　折津　政江
加藤　公則　　　鏑木　淳一　　　鎌田　智有　　　亀井　一彦　　　柄松　章司　　　北　　嘉昭
倉知　美幸　　　黒澤　　功　　　小柴　賢洋　　　小長谷敏浩　　　小林　伸行　　　小松　淳子
三枝　昭裕　　　櫻井　健一　　　佐々木　寛　　　笹森　　斉　　　篠原　幸人　　　清水不二雄
清水　正雄　　　杉野　吉則　　　杉森　裕樹　　　鈴木　美香　　　曽根　博仁　　　髙田　幹夫
髙橋　直樹　　　髙谷　典秀　　　瀧澤　弘隆　　　田口　淳一　　　田中　幸子　　　田畑　正司
土屋　　敦　　　道家　　充　　　戸田　晶子　　　中尾　治彦　　　中川　一美　　　中川　高志
中野　　匡　　　那須　　繁　　　西﨑　泰弘　　　丹羽　利充　　　根上　昌子　　　野村　史郎
畠山　雅行　　　日野原茂雄　　　平林　和子　　　廣岡　　孝　　　福井　敏樹　　　藤井　郁英
藤島　　浩　　　古川　佳子　　　正木　　充　　　桝田　　出　　　松木　隆央　　　水間　美宏
三原　修一　　　宮原　広典　　　宮脇　尚志　　　武藤　繁貴　　　村上　一雄　　　村上　正巳
森　　由弘　　　森山　　優　　　山口　宏茂　　　吉川　裕之　　　吉田　泰行　　　吉本　貴宜
李　　正男　　　和田　高士　　　渡辺　清明

第 61回日本人間ドック学会学術大会に多数応募いただきました会員の皆様、また、一般演題の評価をい
ただきました演題選定委員の皆様に心より感謝申し上げます。

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
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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：相澤　孝夫（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：那須　　繁（特定医療法人財団博愛会　理事長）
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：篠原　幸人（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 : 大内　尉義（虎の門病院　顧問）

「骨粗鬆症の診断から骨折の予防へ：人間ドックへの期待」
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・人間ドックビックデータによるエビデンス構築と未来への伝承」
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　～医療価値の見える化～」

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）

「健診における検査値の読み方」
座長：和田　高士（東京慈恵会医科大学　大学院医学研究科健康科学　教授）
演者：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）

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

※講演タイトルは予定のものとなります。
※敬称略
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■ シンポジウム
「人間ドックにおけるAI」

　　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）
特別講演：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）
　　演者：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）

「健康寿命の延伸・幸福感享受のための人間ドックの役割」
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（医療法人社団如水会　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）
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「高齢者のための健診と保健指導」
座長：津下　一代（女子栄養大学　特任教授）
　　　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）
　　　安田　宜成（名古屋大学大学院医学系研究科　病態内科学講座　腎臓内科　循環器・腎臓・糖尿病（CKD）先進診療システム学寄付講座）
　　　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　大学院医学研究科健康科学　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

演者：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）

【2部】肝胆膵
演者：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）

「婦人科人間ドックについて」（スポンサードセミナー）
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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健診施設機能評価・支援事業委員会シンポジウム
「受けてよかった機能評価」

座長：石坂　裕子（ 健診施設機能評価・支援事業委員会　委員長／三井記念病院　総合健診センター　センター長）

「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

■ 人間ドック学会会員集会　
事業計画報告・委員会報告等

■ 2020年第3回人間ドック健診専門医研修会　※Web開催となりました。

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

配信期間：2020年11月30日（月）～12月15日（火）
※詳細は学会誌35-2号の巻頭頁をご覧ください。

中止



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

This is to announce that the 27th International 
Health Evaluation and Promotion Association 
(IHEPA2020) and the 4th International Society of 
Ningen Dock, which were originally scheduled from 
26-27 November 2020, in Yokohama, Japan, will 
turn to a web-based online meeting due to the 
COVID-19 pandemic. The conference dates will 
move to “26 November ‒ 11 December 2020” , 
and it will be a virtual style conference both in a 
live and on demand style based on participants’ 
availability and schedules.

Live streaming: November 26th (Thu) & 27th (Fri), 2020
On demand: November 26th (Thu) - December 11th (Fri), 2020

（Professor Emeritus of Tokai University / 
 Honorary President of KKR Tachikawa Hospital）
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大会長ご挨拶

　世界中がコロナ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した第 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でございますが、新型コロナウイルス感染症の拡大により 11月 26
日（木）・27日（金）に Live 配信にて、また 11月 26日（木）から 12月 11日（金）までオ
ンデマンド配信にて開催することとなりました。
　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
の学会として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。
　本領域での発展は誠に著しく、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、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

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

篠原　幸人
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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
Live配信期間：2020年11月26日（木）・27日（金）
オンデマンド配信期間：2020年11月26日（木）～12月11日（金）

■ 会　場
Web開催　※会場での開催はございません。

■ 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 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　大学院医学研究科健康科学　教授 
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主要プログラム（案）
■ Special Lecture 1

" Odyssey and future of Comprehensive Health Checkup System (Ningen Dock) 
and IHEPA "
Chairman: Yukito Shinohara (  Professor Emeritus of Tokai University / Honorary President of 

KKR Tachikawa Hospital)
Speaker: Toshio Kushiro (  The Life Planning Center, Chair, the Board of Directors, The 

Hinohara Memorial Clinic, Director)
Specal Talk: Vicki L. Shambaugh (Pacific Health Research Education Institute (PHREI))

■ Special Lecture 2

" Extracellular microRNAs as a novel liquid biopsy for early detection of cancer "
Chairman: Takashi Wada (  Professor of Health Science, Jikei University Graduate School of Medicine)
Speaker: Takahiro Ochiya (  Department of Molecular and Cellular Medicine, Tokyo Medical University)

■ Special Lecture 3

" Invention and practical application for cancer-detecting test, N-NOSE "
Chairman: Hiroya Kumamaru (  Vice Director of Hospital, Director of Health Care Centre of 

AOI Universal Hospital)
Speaker: Takaaki Hirotsu (President & CEO, HIROTSU BIO SCIENCE INC.)

■ Special Lecture 4

" Quo Vadis? What next for the Japanese Style Ningen Dock Health Checkup System? "
Chairman: Toshio Kushiro (  The Life Planning Center, Chair, the Board of Directors, The 

Hinohara Memorial Clinic, Director)
Speaker: Yukito Shinohara (  Professor Emeritus of Tokai University / Honorary President of 

KKR Tachikawa Hospital)

■ Special Lecture 5

" 健診におけるエビデンス（仮）"
Chairman: Shigeo Hinohara (Vice President of Shin Akasaka Clinic)
Speaker: Hirohito Sone (  Department of Hematology, Endocrinology, and Metabolism, 

Niigata University Faculty of Medicine)

■ Symposium 1

" How to Utilize Genetic Information in Life Style Modification "
Chairman: Vicki L. Shambaugh (Pacific Health Research Education Institute (PHREI))

Akira Ogami (  Department of Work Programs and Health, Institute of Industrial Ecological 
Sciences, University of Occupational and Environmental Health.)

" TBA "
Bradley J. Willcox (  Pacific Health Research and Education Institute / International Health 

Evaluation and Promotion Association / University of Hawaii)

※講演タイトルは予定のものとなります。
※敬称略
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" The longevity associated allele of FOXO3 protects against telomere attrition 
during aging "
Richard Allsopp (John A. Burns School of Medicine, University of Hawaii)

" Application of genetic information to preventive medicine: Engagement of 
Japan Society of Ningen Dock "
Junichi Taguchi (Chief Medical Director, Tokyo Midtown Clinic)

" Problems of genetic examination about polygenic diseases "
Takashi Yamagami (Hokuriku Health Service Association)

■ Symposium 2

" Evidence-based Ningen Dock Health Checkup System : Current Issues and 
Future Strategies "
Chairman: Bradley J. Willcox (  Pacific Health Research and Education Institute / 

International Health Evaluation and Promotion Association / 
University of Hawaii)

Junichi Kaburaki (  President of Preventive Health Care Center, Kamiitabashi Hospital)

"Efficiency of Japanese style Comprehensive Health Ceckup System (Ningen 
Dock)　and the follow-up system "
Junichi Kaburaki (President, Health Care Center of Kamiitabashi Hospital)

" Evidence-based beneficial health check-up items for super-aged society: Data 
analysis from the Anti-aging Health Check-up system in Tokai University Tokyo 
Hospital "
Yasuhiro Nishizaki (  Chief Professor of Dept. of Clinical Health Sience, School of Medicine, 

Tokai University)

" Significance of continuous arteriosclerosis examination in the Ningen Dock 
health checkup system: Focusing on the secular change of brachial-ankle pulse 
wave velocity (baPWV) "
Toshiki Fukui (Center for preventive medical treatment Olive Takamatsu Medical Clinic)

" Evidence-based Ningen Dock Health Checkup System: Current issues and 
Future strategies "
Hiroki Sugimori (  Department of Preventive Medicine, Daito Bunka University Graduate 

School of Sports and Health Science)

■ Sponserd Seminar 1
" Current State of Health Checkup system in China "

■ Sponserd Seminar 2
" Current State of Health Checkup System in Taiwan "
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参加登録
早期参加登録期間　2020年8月7日（金）～10月23日（金）まで
通常参加登録期間　2020年11月16日（月）～12月11日（金）正午12時まで
※  11月16日からの通常参加登録はクレジットカード決済のみとなります。コンビニ支払い、ATM支払い、銀行振込をご希望の方
は、必ず早期参加登録でのご登録をお願いいたします。

学術大会参加費
早期参加登録

（2020年 10月 23日締切）
通常参加登録

（2020年 12月 11日締切）
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
非会員医師 13,000 円 15,000 円
非会員医師以外 13,000 円 15,000 円
※参加登録費はご入金後 , 理由の如何に関わらず返金いたしかねます。
※お支払締切日迄にお支払が無い場合は、早期参加登録、通常参加登録ともは取消となります。
※  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。
※こちらの申し込みで、「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。

WEB（オンデマンド）配信　視聴方法等について
参加登録をいただいた方へ、11月中旬頃にWEB配信特設サイトのログイン用 ID・PWを発行いたします。
Web配信特設サイトは11月中旬頃のOPENを予定しております。
視聴方法の詳細は改めてご案内いたします。

取得可能単位ついて
※ドック学会医師会員は、ID・PWにて視聴することで、10単位取得可能です
（人間ドック健診専門医のみ、国際大会10単位分も併せて取得可能です）
詳細に関しては、後日改めてご案内いたします。

事前振込についてのお願い
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
オンラインクレジットカード決済（Visa, Mastercard, JCB, American Express, Diners Club をご利用いただけます。）
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。
※   11月16日からの通常参加登録はクレジットカード決済のみとなります。コンビニ支払い、ATM支払い、銀行振込をご希望の方は、必
ず早期参加登録でのご登録をお願いいたします。

注意事項
一旦振り込まれた参加登録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。

登録の確認
事前参加登録申込データの到着と登録費の入金確認をもって登録が完了します。
参加証明書・領収書はWeb配信特設ページ内で発行が可能です。
　※Web配信特設ページは11月中旬にOPEN予定です。

事前参加登録についてのお問い合わせ先

株式会社 JTB　横浜支店
「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」係
TEL： 045-316-4602　FAX：045-316-5701
E-mail：jtb_convention@jtb.com
営業時間：9:30-17:30 （土・日・祝祭日は休業）
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巻　頭　言

理事長就任のご挨拶

公益社団法人日本人間ドック学会　理事長 
相澤孝夫

　この度，公益社団法人 日本人間ドック学会の理事長に就任することとなりました．当学会と関連が深
い一般社団法人日本病院会会長との兼務となりますが，皆様方のお力をお借りし，2年間の任期を全力で
全うしていく所存でございますので，何卒宜しくお願い申し上げます．
　1959年に日本病院協会（現 日本病院会）において「短期人間ドック医療担当者講習会」として産声を上げ
た当学会は，1969年に人間ドック学会と改称し，2008年には公益社団法人を取得し，これまで60年の
長きにわたり我が国の人間ドック事業を牽引して参りました．20世紀の日本の高度成長時代において飛
躍的な発展を遂げた人間ドック事業ですが，21世紀の少子高齢化による人口減少社会の到来により，健
診寿命の延伸が国家的課題となり，特定健診特定保健指導の開始やデータヘルス計画の推進など，健診
事業にはその明確な成果が求められております．さらに，今回の新型コロナウィルスの流行は，健診施
設のみならず健診事業者である企業，保険者，市区町村などの財政面にも多大な影響を及ぼし，健診事
業や予防医療のあり方そのものが問われるという大きな転換期を迎えております．当学会も会員を始め
多くの先達のたゆまぬ努力とご支援により発展を遂げて参りましたが，いま一度公益社団法人としての
社会的責任，すなわち当学会の社会に対する公益性とは何たるかを自らに問い直し，変革すべき時と考
えております．
　今年度の理事改選により発足した新理事会では，学会活動の実情と社会からの期待を踏まえ，学会の
活動目的を「人間ドックに限ることなく，健診事業，さらにはそれに伴う予防医療に関わる事業の普及発
展と質の向上に寄与する」と決議いたしました．
　そして，その具体的な活動として，
　1） 健診・予防医療施設の質の向上と発展を支援する活動
　2） 健診・予防医療事業に携わる医療従事者を育成する活動
　3） 健診・予防医療のシステムや有用性を研究する活動
を掲げました．また，これらの活動の実践にあたっては，医師会員（A会員）のみならず，医師以外の個人
会員（B会員），施設会員（C会員）の皆様方にも積極的な学会活動への参加と，学会運営に対して意見を述
べる機会を保証すべきだと考えます．このような組織改革のためには，社員，役員の選任方法，選挙制
度のあり方を抜本的に見直すなどの定款の変更は不可欠であり，定款変更試案作成委員会，ならびに外
部有識者による選挙制度諮問委員会を設置し，答申案を理事会で十分に討議した上で，次年度総会にお
いて定款改定案を提出する予定にしております．
　変革には必ず混乱や痛みが伴いますが，全会員の皆様の予防医療にかける情熱と，社会から寄せられ
る健診団体のトップリーダーたる当学会への期待を組織の活力に変え，公益社団法人としての責務を最
大限に果たせますように抜本的な組織改革に取り組んで参ります．
　今後とも当学会の活動につきまして，皆様方の厚いご支援とご協力を賜れますようお願い申し上げ，
理事長就任のご挨拶とさせていただきます．
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総　説 人間ドック35：132-144，2020

はじめに
　尿酸はヒトにおけるプリン体の最終代謝産物
で，高尿酸血症による疾患として痛風や尿路結石
がある．
　エジプトから発見されたミイラの関節に尿酸塩
がみられ，アレクサンダー大王，ニュートンなど
が痛風を有し，ヒポクラテスが痛風例を記載して
いる 1,2）．
　明治の初めに日本にきたベルツは日本には痛風
がないと述べている．1960年に，痛風がみられ
るようになり，現在では高尿酸血症は成人男性の
20～30％にみられ痛風患者は80万人と算出され
ている 3,4）．食事の欧米化，飲酒，肥満によるとさ
れている．
　一方，肥満，高血圧，脂質異常症，糖代謝障害
などに認められる高尿酸血症は二次的なものと考
えられてきた．近年の臨床研究から高尿酸血症と

尿酸・（酸性尿）と諸疾患との関連性
―最近の話題―

原 茂子
虎の門病院　健康管理センター・冲中記念成人病研究所 

原プレスセンタークリニック

要　約
　尿酸は痛風，尿路結石の原因として長くにわたって認識されていた．
　近年の基礎研究の進歩で，新しい尿酸の排泄に関与する尿酸トランスポーターABCG2が同定さ
れ，遺伝子解析で機能が明らかになり，高尿酸血症例における痛風発症を予測しうることが可能と
なっている．ABCG2は腸管にもあり腸管からの尿酸排泄に関与し，腸管からの尿酸排泄低下によ
る高尿酸血症は，腎外排泄低下型（腎負荷型）と呼称され，高尿酸血症の病型分類が新しく改訂され
た．
　臨床面ではメタボリックシンドローム，肥満，糖尿病，高血圧，慢性腎臓病（chronic kidney 
disease: CKD）などでの高尿酸血症は，従来二次的なものとして把握されていたが，臨床研究によ
り高尿酸血症が，進展因子であるとともに発症因子であることが明らかにされている．虚血性心疾
患，心不全，心房細動，非アルコール性脂肪肝炎（non alcoholic steatohepatitis: NASH）にも高尿酸
血症が関与する成績が報告されている．諸疾患の発症への独立したリスク因子となっている．
　呼吸器疾患，認知症，骨粗しょう症などと尿酸に関しては報告が少なく今後検討が必要である．
　高尿酸血症に伴う酸性尿も疾患のpredictorであり意義が明らかにされつつある．古くて新しい知
見で尿酸および酸性尿を認識するとともに適正に管理することは重要である．
　尿酸生成抑制薬が40年ぶりに開発され，腎機能障害例にも使用可能である．高尿酸ラットにおけ
る細動脈硬化病変はヒトの腎血管病変に類似している．腎性低尿酸血症の診療ガイドも発刊された．
　健診の場で，古くて新しい尿酸の意義を確立することは重要であろう．

キーワード　尿酸，尿酸トランスポーター ABCG2，CKD，酸性尿

ともに併存する酸性尿も諸疾患の発症因子として
注目されている．治療薬として40年ぶりに新し
い尿酸生成抑制薬も開発された．
　基礎研究では，尿酸排泄に関わるトランスポー
ターの同定に進歩がみられ 5,6），ABCG2の同定に
より 7），尿酸の有する新しい側面が明らかになっ
ている．
　本稿では，尿酸代謝の概説，ABCG2遺伝子，
高尿酸血症・酸性尿と諸疾患との関連，および低
尿酸血症など尿酸に関する最近の知見をまとめる．

尿酸代謝と尿酸トランスポーター
　ヒトでは，尿酸はプリン体の最終産物で，キサ
ンチンオキシダーゼにより主として合成される
（図1）．尿酸は強い抗酸化作用を有し，生理的範
囲での存在が望ましい．
　ヒトでの尿酸プールは成人男性では1,200mg
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（700～1,700mg），成人女性では500～600mgで，
食事や生体内のプリン体合成や細胞崩壊で，一日
あたり700～800mgのプリン体が尿酸プールに入
り，体外に排泄されプールはほぼ一定に保たれて
いる（図1）．尿酸の約2/3は腎臓から，残りのほ
とんどは消化管から排泄される．尿酸は腎臓の糸
球体を100％通過し，腎臓の近位尿細管において
種々の尿酸トランスポーターにより再吸収と分泌
が行われ，最終的に尿酸の6～10％が尿中に排泄
される．尿酸の産生と排泄のバランスで血清尿酸
値は一定値に制御されている（図1）．
　高尿酸血症は7.0mg/dLを超える場合で，低尿
酸血症は，2.0mg/dL以下と診断される．尿酸値

に関しての性差別の正常値は定義されていない．
　尿酸の再吸収に関わるトランスポーター（図2）と
して，URAT1が日本で最初に同定 5）ついでGLUT9
が同定された 6）．近年新しく同定された尿酸トラ
ンスポーターABCG2は腎臓や腸管からの尿酸排
泄に関与し，大規模な遺伝子解析で痛風の主要な
病因遺伝子である．我が国の高尿酸血症例の約
80％にABCG2機能低下が認められる 7）．腸管に
もあり機能低下では腸管からの尿酸排泄が減少
し，腎臓からの尿酸排泄の増加となり，腎外排泄
低下型（腎負荷型）8）と呼称される．高尿酸血症の
病型分類が尿酸産生過剰型，尿酸排泄低下型，腎
外排泄低下型（腎負荷型）と混合型に改訂された 9）．

図1　体内における尿酸代謝

体内での生合成
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図2　近位尿細管の尿酸トランスポーター
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1．ABCG2遺伝子多型と痛風発症のリスク
　従来，尿細管トランスポーターのGLUT9と
ABCG2が血中尿酸値に関与するとされていたが，
ABCG2遺伝子のゲノムワイド関連解析（GWAS）
からはABCG2が主体と報告されている 7）．
　ABCG2の遺伝子多型の解析で，機能低下に関
与する遺伝子Q126Xの機能欠損型とQ141Kの
機能半減型の2つの遺伝子の塩基配列の組み合わ
せで，高尿酸血症における痛風発症のリスクを発
症前から明らかにすることが可能である．
　高度機能低下（1/4以下）の遺伝子多型を有する
例では痛風発症リスクは10倍であり，中等度低下
（3/4）では3倍であり，20歳以下での痛風発症リ
スクはさらに高く22倍と報告されている（図3）7,10）．
　従来，急性腸炎時にみられる高尿酸血症は脱水
によるものと考えられていたが，尿酸値が高値に
なる機序にABCGトランスポーターが関与してい
る．腸炎時には腸管からの尿酸排泄が低下する，
ABCG2のノックアウトマウスでは，腸管からの
尿酸排泄が低下し血清尿酸値が上昇することが認
められた 11）．
2． キサンチンオキシダーゼ（キサンチンオキシ
ドレダクターゼ）測定の意義

　尿酸代謝に関与する酵素キサンチンオキシダー
ゼは，活性酸素を発生させるキサンチンオキシド
レダクターゼ（XOR）の一つであるが，近年血中濃
度の測定が可能である．

　ヒト血中のXOR活性値は血清尿酸値，BMIさ
らに酸化ストレス上昇と相関し，血清尿酸値が
1mgの上昇に伴い，XORの活性は10のn乗倍に
増加すると報告されている 12）．XOR阻害薬で，
酸化ストレスが抑制され心血管系疾患への治療と
しても有効であることがメタアナリシスで明らか
にされた 13）．

高尿酸血症・（酸性尿）により発症する疾患
　高尿酸血症に伴い尿酸が組織内に沈着すると痛
風関節炎や結節を生じ，腎尿路系への沈着で腎結
石・尿管結石，痛風腎をきたす．
1．痛風患者の現況
　本邦における痛風患者の増加は著しく，2016
年の報告では110万人である．食生活の欧米化な
どから今後さらなる増加が推察される．
2．尿路結石における高尿酸血症と酸性尿の関与
　尿路結石では尿酸結石のみならずシュウ酸結石
が形成される．高尿酸血症例では尿中尿酸濃度の
上昇で，尿酸結石が形成される一方，尿中尿酸濃
度の上昇は，シュウ酸カルシウムの溶解度を低下
させ，シュウ酸結晶が析出しやすくなり，最も頻
度の高いシュウ酸カルシウム結石の形成が促進さ
れる 14）．尿路結石形成のリスク因子には尿量の低
下（水分不足），尿中尿酸排泄の増加，持続する酸
性尿（尿pHの低下）である 15）．
　高尿酸血症や，痛風では酸性尿になりやすく，

健常人

痛風患者

機能２５％低下で２０歳未満での発症リスクは２２倍

尿酸値7.0mg/dL以下

22人 1.2％

219人
11％

699人
37％

947人
50.2％

37人
5.2％

169人
24.0％

331人
47.0％

168人
23.8％

痛風発症
リスク

10倍

5倍

3倍

（男性705人）（男性1,887人）

（ｵｯｽﾞ比）

Q126X T/T

機能 100％
C/C C/C

C/C A/C

機能 75％

機能 50％

機能 25％以下

A/CT/C

A/AC/C

Q141K C/C

T/C C/C

痛風発症のリスク

図3　ABCG2の機能と痛風の関係（文献7，10改変を引用）
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酸性尿が，高尿酸血症や尿酸結石形成の危険因子
ともなる 16）．尿酸は100％近くが糸球体で濾過さ
れ，近位尿酸管で40～50％が分泌され，さらに
遠位尿細管で40～44％が分泌後再吸収され，尿中
に10％が排泄される．集合管にかけて水の再吸収
で，尿は濃縮され終末尿の尿酸濃度は10倍とな
る．遠位尿細管では酸性化が行われるために遠位
尿細管から集合管で尿酸結晶や尿路結石が形成さ
れやすく，酸性尿では尿酸溶解度は1/13である．
　メタボリックシンドロームや，2型糖尿病は尿
酸結石のリスク因子でもある．高血糖下ではトラ
ンスポーターURAT1で，尿酸再吸収が促進され，
またインスリン抵抗性を介して酸性尿となり，尿
酸結石形成がより促進される 17,18）．
　尿酸結石とCTでの腹部大動脈石灰化とに相関
がみられ，その機序には酸性尿が関与し，尿アル
カリ化の治療で大動脈石灰化の予後が改善される
ことが報告されている 19）．
　高尿酸血症に加えて酸性尿併存の関与は，尿路
結石形成のみならず，動脈の石灰化や次項で述べ
るメタボリックシンドロームのpredictorである．

高尿酸血症と諸疾患とのかかわり
　高尿酸血症と諸疾患リスクとの関連が検討され

ている．疾患の発症進展，予後に関与するとの報
告や，尿酸との関連が一定していないとの報告が
みられる．
1． メタボリックシンドロームにおける高尿酸血
症と酸性尿

　メタボリックシンドロームと高尿酸血症との関
連性について報告されている 20-22）．Haraらは，
人間ドック20万人でのコホートスタディで血清
尿酸値は，性別にかかわらずメタボリックシンド
ローム発症の予測因子であり，さらに酸性尿の併
存では，その発症リスクがより高くなることを報
告している（図4）22）．
　辻らは人間ドック受診者の1985年から20年間
の尿pHが経年的に低下し（図5），高血糖，高TG
血症，低HDL-C血症とに関連がみられることを
報告している 23）．
　Maaloufらもメタボリックシンドロームのパラ
メーターの構成因子の多い集団ほど尿pHが低下
を示すと報告している 24）．
　メタボリックシンドロームにおいては，高尿酸
血症の関与は明らかであり，尿酸管理とともに酸
性尿管理の重要性が示唆される．
2．高血圧　心・血管系疾患とのかかわり
　高血圧発症リスクとして高尿酸血症との関連で

図4　高い尿酸，低い尿pHはそれぞれ単独でMetS（metabolic syndrome）のリスク因子（文献22より引用）

Mets未発症（初診時BMI２５Kg/m２未満）の成人男性４１１４名
5年間の追跡によるMets発症率

1群: ≤ 5.1 mg/dL

2群: 5.2 - 5.8 mg/dL

3群: 5.9 - 6.6 mg/dL

4群: ≥ 6.7 mg/dL

10 %

0 %
初診時 1 2 3 4 5(年） 初診時 1 2 3 4 5年

1群: pH≤ 5.0

2群: pH=5.5

3群: pH=6.0

4群: pH≥ 6.5

男性 尿酸値により層別 尿ｐHにより層別

1群

3群

2群

4群

4群

1群

3群
2群
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は2010年ごろより本邦でも報告がみられる．
Kuwabaraらは健診82,722人の横断研究で，年齢，
BMI，脂質異常症，糖尿病，喫煙，eGFRなどで
調整しても，尿酸1mgの上昇は，高血圧発症リス
クを男性で18％，女性では25％上昇させると報
告している 25）．
　国内外含めた11施設での55,607人でのメタア
ナリシスによるコホート研究も同様で，高尿酸血
症を有する群での高血圧発症リスクは1.41と有
意に高く，尿酸1mg/dLの上昇により，高血圧発
症リスクは13％高いと報告されている 26）．Pre-
hypertensionからHypertensionへのリスク因子を
5年間のコホート研究で検討した報告でも，尿酸
1mg/dL上昇でリスクが15％上昇している 27）．
　尿酸生成抑制薬（キサンチンオキシダーゼ阻害
薬）アロプリノールを使用し，プラセボと対比し
た介入研究では，使用例では有意に血圧の低下が
みられている 28）．高血圧発症リスク因子の結果お
よび介入試験結果からも高尿酸血症は高血圧発症
因子であることは明らかである．
　高尿酸血症はまた心房細動の発症リスクとの関
連もみられている 29,30）．日本人一般住民111,567
人（男性53,416人，女性58,150人）でUAを4分
位し，4.1年間の縦断解析の成績では 29），新規の
心房細動発症リスクをみると，年齢など従来のリ

スク因子で調整後も，男性では尿酸6.5mg/dL以
上，女性では4.9mg/dL以上でリスクを有し，尿
酸の変化ΔUA0.3mg/dL以上では変化なしに比し
男女ともにリスクがみられている 30）．
　心不全と高尿酸血症との関連に関する報告も多
数みられる．Huangらが，メタ解析を行い，尿酸
1mg上昇につれて，心不全が19％増加し，心不
全からの死亡のリスクも4％増加することを認め，
尿酸値は心不全発症のみならずその予後にも関連
している 31）．Hamaguchiらは心不全1,869例2.1
年間のコホート研究で，尿酸が7.4mg/dL以上で
は心血管死など心不全の予後が有意に不良である
と述べている 32）．
　心不全例における高尿酸血症は，腎機能障害の
合併や利尿剤投与が関与している可能性もあり，
さらなる検討が必要であろう．
　虚血性心疾患と高尿酸血症との関連に関しての
検討成績も報告されている．アジア人を対象とし
て，虚血性心疾患による死亡と尿酸値との関連性
に関するEPOCH-JAPAN studyでは，脳虚血性疾
患，虚血性心疾患やがんの合併のない集団36,313
人（男性15,628人，女性20,685人）において，尿酸
値の5分位で虚血性心疾患，心不全による死亡を
対比している．尿酸値との関連では J-Uカーブが
みられているが，日本人での検討で尿酸の最高値層

図5　尿pHの推移1985年－2010年（虎の門病院健康管理センター）（文献23より引用）
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（男性6.7－16.0mg/dL，女性5.1－10.8mg/dL）
で虚血性心疾患による死亡の増加がみられ，尿酸の
最も低い層（男性0.6－4.6mg/dL，女性0.4－  
3.3mg/dL）に比し，リスクは男性では1.28倍，
女性では1.51倍であった 33）．
　第3次National Health Nutrition Examination 
Surveyで尿酸と無症候性心筋梗塞の発症および死
亡との関連では，14年間フォローをした成績でも
同様で，尿酸値の最高値層では無症候性心筋梗塞
発症のみならず死亡率も有意に高く，高尿酸血症
は心筋梗塞の発症のみならず予後不良のマーカー
である 34）．
　冠動脈疾患の従来のリスク因子とは独立して高
尿酸血症は，中等度の冠動脈石灰化を予測すると
の報告もある 35）．
　痛風例における尿酸生成抑制薬のフェブキソス
タットなど新しい薬剤グループとアロプリノール
グループで心血管系合併症への効果をみているが，
アロプリノール群で良好な報告がみられている 36）．
　新しい薬剤での介入試験は少なく，今後の検討
が必要であろう．
　末梢血管障害と尿酸との関連の報告も散見され
る．
　下肢のankle brachial index（ABI）と尿酸値4分
位で検討した成績では高尿酸血症とABI低値に関
連がみられている 37）．
　cardio vascular index（CAVI）の結果と尿酸との
関連に関し，本邦からの成績がある．脳虚血性疾
患，高血圧，腎炎や，痛風など疾患のない27,360
人（男性12,910人，女性14,450人）年齢20～74歳
を対象として，尿酸値3分位，男性T1（≦5.4mg/ 
dL），T2（5.5－6.5mg/dL），T3（≧5.5mg/dL），女
性T1（≦3.8mg/dL），T2（3.9－4.5mg/dL），T3
（≧4.6mg/dL）でCAVI測定結果と対比している．
従来のリスク因子で調整後も尿酸高値では，男女
ともに発症リスクは1.3倍である 38）．末梢血管
の硬さとの関連では，フラミンガム第3世代での
スタディ39）で carotid-femoral pulse wave velocity
（CF PWV），carotid-radial pulse wave velocity
（CR PWV）と脈拍増大係数（augmentation index: 

AI）などと，血清尿酸値との対比では，一般的リ

スク因子で調整後ではAIは尿酸と関連はないが，
CF PWV，CR PWVとに関連性がみられている．
脳虚血性疾患―strokeとの関連
　急性脳虚血性疾患（stroke）とその予後に関し，
日本人の論文も含まれている1,100,888人の大規
模解析では，高尿酸血症は高頻度にstroke発症が
みられ，その予後不良にも関与する成績である 40）．
　一方メタ解析によるWangらの報告では，尿酸
高値は急性脳虚血発作後の予後良好に関与すると
の成績である 41）．脳血管障害へのリスク因子とし
て尿酸は報告者により異なり一定の見解がえられ
ていない．脳血管障害の種類など病態の差による
と推察される．
3．尿酸と慢性腎臓病（CKD）
　従来尿酸と腎疾患との関連では，腎結石・尿路
結石で論じられ，高血圧や肥満などに伴うあるい
は，腎機能低下からの尿酸排泄低下による二次的
高尿酸血症として把握されている．近年では尿酸
の直接的な機序で腎疾患に関与することが明らか
となっている．
　Johnsonらによる高尿酸血症モデルラットでの
腎病理組織学的な研究によるもので，糸球体内高
血圧，腎内細動脈硬化，腎糸球体の硝子化など腎
細動脈硬化症がみられる．それらの程度が血清尿
酸値と正の相関を示し，高尿酸血症が組織学的変
化をきたすことが明らかにされた．これらの病理
学的変化は尿酸降下薬使用で軽減し，レニン・ア
ルドステロン系阻害薬の使用で，降圧とは関連な
く改善がみられ，腎細動硬化症病変にはレニン・
アルドステロン系も関与していることが明らかに
された 42-44）．
　高尿酸血症下では平滑筋細胞（メサンギウムお
よび血管を形成している）内へのCa（カルシウム）
流入が有意に多いことが実験で示されている．そ
の実験系ではアンジオテンシン IIが負荷されると
カルシウムの流入がより多くなり，阻害薬使用で
は細胞内へのカルシウムの移行が抑制される（図
6）．動物実験所見ではあるが，ヒトでの腎病変に
相応し，高尿酸血症による動脈硬化，血管の石灰
化を説明しうる 45）であろう．
　ヒトの慢性腎臓病（chronic kidney disease: CKD）
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と尿酸に関しての検討では，Isekiらは尿酸値が男
性7.0mg/dL以上，女性6.0mg/dL以上では，それ
ぞれ31.9％，13.6％にCKDがみられ，コホート
研究では，末期腎不全へのリスクは男性で2.0倍，
女性で4.4倍であると報告し，腎機能の温存には
尿酸の正常化が必要と述べている 46）．
　メタアナリシスでは，尿酸1mgの上昇はCKD
発症の相対リスクを1.22倍上昇させるとの報告
もある 47）．
　Toyamaらの健診4万2,000人10年間のコホー
ト観察では，尿酸6mg/dL以上は腎機能低下のリ
スクであると報告している 48）．
　健診では，蛋白尿が認められないCKDは少
なくない．虎の門病院健康管理センター受診
71,574人での，CKDの頻度は10.4%，さらに尿
所見異常なしは男性では88.9％で女性では91.3％
を占めている 49）．尿所見異常のないCKD発症の
リスク因子の検討では，男女ともに高尿酸血症で
あった．CKDの発症には高尿酸血症とともに低
尿pH（酸性尿）も関与しこれらの併存によりCKD
発症リスクは高い（図7）．
　尿所見異常のないCKDの腎病変としては，高
尿酸血症による血管病変によるもので腎硬化症が
推察される．尿所見異常のないCKDでは腎生検
施行の機会が乏しいが，腎生検で腎硬化症と診断
された45例での報告がある．高尿酸血症（8.0mg/
dL以上）と腎イベントとの関連を検討し，高尿酸
血症は腎硬化症と関連し腎予後の予測因子である

と報告されている 50）．腎硬化症のみならず，IgA
腎症や糖尿病性腎症，最近では腎移植例での進展
悪化にも高尿酸血症が関与していると報告されて
いる 51）．
　Uchidaらは，CKDの進展したステージG3，
G4患者803例で5年間観察し，腎機能温存には
血清尿酸値6.5mg/dLを目標に管理することが望
ましいと報告している 52）．
　諸家の報告からは尿酸はCKDの発症および進
展悪化リスクであることは明らかであり，尿酸の
管理目標は，6.0mg/dLであろう．
　薬剤治療による介入試験では，アロプリノール
長期使用でCKD進展が抑制され，心血管リスク
も減少したと報告されている 53）．
　心腎連関はCKDの予後に関与するとされてお
り，共通の病態に尿酸が関与していると推察され
る（図8）54）．
　40年ぶりに新しく開発されたトピロキソスタッ
トによる介入試験が行われCKDステージ3で予
後との関連を検討した成績がある．薬剤使用例で
は，尿酸低下とアルブミン尿の低下が33％にみ
られている 55）．さらにステージ3のCKDにおい
てトピロキソスタットとプラセボの投与で対比
し，蛋白尿のない群では腎機能低下の進行が有意
に抑制された 56）．
　CKDへの尿酸管理の重要性は明らかであるが，
使用薬剤の種類，CKDステージの差，CKDの原
疾患などでの検討が望まれる．

図6　 ヒトメサンギウム細胞内へのCaイオンの流入は尿酸，アンジオテンシン IIで増強し，アンジオテンシン II
阻害薬併用で抑制される（文献45より引用）

ヒトメサンギウム細胞内へのCaイオンの流入は尿酸、ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝII
で増強し、アンジオテンシンII阻害薬併用で抑制される 図ー７
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男性 (N=4728)
血清尿酸値 Ｎ： HR ( 95%CI ) P value

低:<6.7mg/dL 3681    -

高: ≧6.7mg/dL 1047 1.63 (1.30, 2.03) <0.0001

尿 pH

高: ≧5.5 3525 -

低: <5.5 1203 1.26 (1.02,1.57) 0.0342
血清尿酸値および尿
ｐＨ

いずれも正常 2869 -

低尿ｐＨのみ 812 1.21 (0.92,1.59) 0.1653

高尿酸血症のみ 656 1.63 (1.23, 2.16) 0.0006

高尿酸血症＋低尿ｐＨ 391 1.83 (1.32, 2.52) 0.0002

10

◆

◆

◆

◆

◆

2CKD : eGFR <60mL/min/1.73m2 

年齢、eGFR、BMI、BP、TG、HDL-Chol,血糖値で補正

図7　 蛋白尿陰性例において，血清尿酸値が高く尿pHが低い群では有意にCKD発症リスクが高まる
（男性　5年間のCKD発症リスク）

4．脂肪肝（NAFLD・NASH）と尿酸
　脂肪肝と尿酸との関連の古くは1980年メイ
ヨークリニックの報告にみられる 57）．非飲酒者に
おける脂肪肝を背景として発症する原因不明の慢
性肝疾患は非アルコール性脂肪性肝疾患（non 
alcoholic fatty liver disease: NAFLD）と呼称され，
慢性肝疾患の約20％で，組織像では肝細胞の脂

肪化や壊死，炎症細胞浸潤がみられるが，線維化
を伴わず，肝硬変への進展はない．
　一方非アルコール性脂肪肝炎（non alcoholic 
steatohepatitis: NASH）はアルコール性肝障害の特
徴的な組織変化で，線維化がみられ肝硬変へ進展
する．NASHが近年増加しメタボリックシンドロー
ムとの関連もみられ，NAFLDより死亡率が高い．

高尿酸血症・（酸性尿）による腎臓・心血管系への関与

高尿酸血症
RAS活性化
酸化ストレス
炎症
（酸性尿）

RAS活性化
酸化ストレス

冠動脈血流低下
拡張障害
リモデリング異常

糸球体過剰濾過

微量アルブミン尿

ナトリウム貯留

糸球体硬化
尿細管間質障害
蛋白尿
GFR低下

進行すると･･･

心臓 腎臓

血管内皮機能障害と
血管硬化

図ー８

図8　高尿酸血症・（酸性尿）による腎臓・心血管系への関与（文献54より改変）
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　NAFLD・NASHの成因に関して，2010年ごろ
より高尿酸血症の関与が報告されている．
　Jensenらは，2004年，2009年の健診者で，B
型肝炎，C型肝炎や脂肪肝を除外し，fatty liver 
index で：脂肪肝（FLI≧60），境界：30≦FLI＜
60，正常：FLI＜30を用いてその後5年間のコ
ホート研究で，FLD発症頻度を尿酸との対比で検
討している．FLD発症頻度は境界で0.65％を占
め，FLDへの進展は12.9％である．諸因子で調
整後も若年者BMI高値と同様に，尿酸高値および
尿酸増加の変化は正常からFLDへの進展の独立
したリスク因子であった．境界から脂肪肝への進
展リスクも同様であった 58）．
　Oralらは，非肥満例での肝生検による組織学的
所見でNAFLD群とnon NAFLD群での尿酸との
対比では，NAFLD群ではBMI，HOMA-IR，尿
酸値が有意に高値で，さらに脂肪肝のステージ
group I（1－20％），group II（＞20％）で検討する
とステージと尿酸値に相関が認め，尿酸値4.75 
mg/dLがNAFLDのマーカーとなっている 59）．
　Jensenらは，フルクトース摂取とFLD（脂肪肝）
との関連を報告 60）し，果糖（フルクトース）の過剰
摂取はインスリン作用を介さずに肝臓に取り込ま
れ，プリン体合成促進，高尿酸血症をきたし，脂
肪肝を引きおこすことより，フルクトースの摂取
を減らすことで，脂肪肝が予防されるであろうと
述べている．果糖摂取によるメタボリックシンド
ロームラットで，尿酸生成抑制薬のフェブキソス
タット使用でメタボリックシンドロームの改善と

ともに腎における血管病変も改善したと報告して
いる 61）．
酸性尿による疾患・病態と食生活との関連
　近年酸性尿が諸疾患との関連で注目されてい
る．酸性尿（尿pH5.0）は，単独でメタボリックシ
ンドロームの発症，脂質異常症，糖代謝障害，中
心性肥満に関連している．
　後ろ向きコホート研究で，最も低い尿pH（5.0
の酸性尿）は，高い尿pHに比しメタボリックシン
ドローム発症に関連が認められ，酸性尿は男性糖
尿病の発症予測因子であるとの報告もみられる 62）．
尿pHが5.0，5.5，6.0，6.5以上の4分位での5
年間フォローでは尿pH5.0（酸性尿）が糖尿病発症
の独立した因子（交絡因子で調整後）であり，尿
pHは簡便な糖尿病発症のマーカーであると報告
されている 63）．さらに，酸性尿単独が，NASHの
リスク因子であるとの報告もみられている 64,65）．
　Johnsonが尿酸代謝に摂取フルクトースが関与
し（図9）66），近年の食生活習慣によると指摘して
いる．人間ドック受診者でのフルクトース摂取調
査と高尿酸血症，酸性尿との関連性に関しては食
生活指導への検討課題であろう．
5．認知症と尿酸
　尿酸管理は，神経機能維持に有効であるかどう
かに関しては議論がある．
　1,598人の，12年間のコホート研究では，尿酸値
とMRIによるWMHV（white matter hyperinten-
sity volume），hippocampal volume，lacuna，メ
ンタル障害の有無などと対比し，尿酸とWMHV，

図9　フルクトースから尿酸への代謝とフルクトースによる諸臓器疾患への関与（文献66より引用）

Sugar, HFCS ,Honey, Fruits
HFCS(High fructose corn syrup)
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血管疾患のマーカー，その他の因子とも関連性は
認められていない 67）．
　69論文のメタ解析では，認知症の typeにより
異なり，dementiaでは尿酸は低値であり，vascular 
dementia，パーキンソン病関連，アルツハイマー
病，メンタルテスト結果と尿酸には関連はなく
dementiaの異質性により尿酸との関連性は異なる
結果である 68）．
6．尿酸と骨代謝
　骨代謝との関連に関しての報告も近年散見され
る．男性5,994人のコホート研究で，尿酸と骨
折，骨密度（bone mineral density: BMD）との関
連を検討したLaneらの報告では，生理的範囲内
での尿酸値では，椎体以外の骨折頻度は低く，
BMDの増加がみられ，尿酸の抗酸化作用により
骨量が保たれ，骨折が予防されると述べている 69）．
同様の検討でも尿酸が，BMD，T-score，Z-score
と関連し，尿酸は骨減少症，骨粗しょう症への強
い保護作用があると報告されている 70）．
　骨折には筋肉量，栄養状態などが関与してお
り，尿酸が維持されていることが望ましいと考え
られる．
7．尿酸と呼吸器疾患との関連
　肺高血圧症と高尿酸血症との関連が検討され，
26論文のメタ解析では，肺高血圧症進展リスクは
高尿酸血症で2.32，死亡リスクは19％と高値で
あるとの報告である 71）．
　閉塞性肺疾患と尿酸との関連性に関する検討で
は，血清尿酸の低値とに関連がみられている 72）．

　呼吸器疾患と尿酸との関連に関しては報告がま
だ少なく，また呼吸器疾患の病態により異なると
考えられる．
8．悪性腫瘍と高尿酸血症の関連性
　悪性腫瘍などで化学療法後にみられる腫瘍崩壊
症候群 73）では，二次性高尿酸血症がみられる．腫
瘍細胞の急速かつ大量の崩壊でプリン体が血中に
出ることによる．本病態では，急性腎不全をきた
すが，緊急対応により回復が可能であり，予防と
して化学療法施行時には治療前より，尿酸生成抑
制薬の併用が行われる 74）．
9．尿酸降下薬に関して
　尿酸管理に際しての治療薬は表1にまとめられ
る．
10．腎性低尿酸血症の病態とその把握
　腎性低尿酸血症のガイドラインが日本痛風・核
酸代謝学会から2017年に発刊され，低尿酸血症
への最近の考え方がまとめられている 75）．
　腎性低尿酸血症は尿酸の再吸収に関わるトラン
スポーターの機能不全で，尿酸の吸収障害によ
る．腎性低尿酸血症は2型に分類され，尿酸トラ
ンスポーターのURAT1/SLC22A12遺伝子変異
によるもの 5）は I型，GLUT9/SLC2A9遺伝子変異
によるもの 6）は II型である．
　血清尿酸値が2.0mg/dL以下で診断される．尿
中尿酸排泄率の上昇を認める．尿酸値が2.1～
3.0mg/dLの時には，軽度の低尿酸血症の可能性
があり，再検査で尿酸値の測定および家族歴の確
認が重要である．

表1　尿酸降下薬
作用機序と特性 一般名 商品名 一日投与量

尿酸排泄促進薬
ベンズブロマロン ユリノームなど  25－100mg
プロベネシド ベネシッド 500－2000mg
ブコローム パラミヂン 300－900mg

尿酸生成抑制薬（キサンチンオキシダーゼ阻害）
　プリン骨格あり　尿中排泄 アロプリノール ザイロリック 100－300mg
　 アロシトール　など
　非プリン骨格　　尿・糞中排泄 フェブキソスタット フェブリク  10－40mg
　　肝代謝　　腎機能障害例に使用可能
　非プリン骨格　　尿・糞中排泄 トピロキソスタット ウリアデック  10－60mg
　　肝代謝　　腎機能障害例使用可能
　　微量アルブミン尿減少効果あり

尿酸排泄剤使用では尿のアルカリ化薬（クエン酸塩製剤，重炭酸塩など）を併用
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　腎性低尿酸血症は0.2～0.5％程度でその頻度
は少なく，有病率は男性で0.2％，女性0.4％で
ある 76）．臨床上では尿路結石および運動後の急性
腎障害を発症する．
　尿路結石の治療は，尿アルカリ薬による結石溶
解であり，尿路結石予防のためには，飲水量2,000 
mL／日以上が勧められる．尿アルカリ化薬とし
て，クエン酸製剤を中心とし，尿pH6.0～7.0の
維持を目標とする．結石の融解には長期間の加療
を要する．
　急性腎不全発症時には腎機能低下により尿酸値
は低値を示さないことがある．低尿酸血症を呈す
る他の疾患としては，尿酸が1.0mg/dL以下では
腎性低尿酸血症のほかには，キサンチン尿症であ
るが，キサンチンから尿酸への代謝を触媒するキ
サンチン脱水素酵素（XDH）の欠損で尿酸産生低
下による低尿酸血症，キサンチン結石による尿路
結石を発症する常染色体劣勢遺伝的疾患である．
その頻度は極めて低く，尿酸排泄量や尿中排泄率
が著しく低値であること，血中・尿中キサンチン
上昇で診断される 75）．
　人間ドック受診者において低尿酸血症と腹部エ
コーによる尿路結石の組み合わせで容易に疾患が
診断されうる．
　今後，I型，II型以外の新たな遺伝子の発見に
つながる可能性もある．
11．今後の尿酸研究
（1）人間ドック診療における尿酸解析の意義と展望
　尿酸と疾患との関連性に関しては，観察研究で
あり原因であるか結果であるかなどの問題が残さ
れている．介入試験施行が課題であり，人間ドッ
クでの尿酸の評価が基礎的研究との接点になるこ
とを期待したい．
（2）病理組織学的検討の必要性
　尿酸と腎および血管病変に関しては，病理組織
学的検討が不十分であり，今後の課題である．
（3）性差による尿酸値設定に関して
　メタ解析などの諸家の報告では，尿酸値に性差
がみられている．今後女性での尿酸値の設定が必
要と考えられる．
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人間ドック・特定健診当日の医師面接による 
階層化，保健指導指示箋発行に基づく 
特定保健指導と生活改善指導の導入
―当日初回面接実施率 100％を目指して―

小林裕美 1,2）　丸岡秀範 2）　米田恵李 1,2）　田添貴子 1,2）　城村宏美 1,2）　瀧野雅俊 1） 
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要　約
目的：新施設の開設にあたり，人間ドック・特定健診当日の保健指導の初回面接実施率100％を目
指して，従来の保健指導体制を見直し，新しい運用方法を導入した．
方法：健診部門と医師面接・保健指導部門のフロアを分け，健診結果説明医が当日の医師面接で特
定保健指導対象者を階層化し，保健指導指示箋を発行する体制を確立した．人間ドック受診者で，
特定保健指導の対象外となっても，医師が必要性を認めた受診者に対しては，生活改善を目的とし
た生活改善指導を実施した．受診者全員の満足度をアンケート調査で評価した．
結果：2018年7月～2019年3月の特定健診受診者は1,064名で，対象者235名中，214名（91.1％）
に特定保健指導の当日初回面接を実施した．人間ドック受診者は1,013名，簡易ドック受診者は82
名で，保健指導対象者1,003名のすべてに当日の保健指導（特定保健指導80名，生活改善指導923
名）を実施した．特定保健指導の終了率は72.1％で，積極的支援56.3％，動機付け支援95.8％だっ
た．アンケート調査では受診者の満足度は高く，生活改善指導の対象者で，事前問診票で保健指導
を希望しなかった群を除けば，生活改善に取り組む意欲も高かった．
結論：人間ドック・特定健診当日の医師面接による対象者の階層化，保健指導指示箋の発行により
特定保健指導の当日初回面接実施率は向上した．人間ドックで特定保健指導対象外の受診者に対す
る生活改善指導は，将来的な特定保健指導該当者の減少につながることが期待された．

キーワード　特定保健指導，生活改善指導，医師面接，保健指導指示箋

緒　言
　2005年に日本内科学会等の内科系8学会合同
でメタボリックシンドローム（内臓脂肪症候群）の
診断基準と内臓脂肪の蓄積に着目した保健指導の
重要性が明確化されたことを受け，2008年度よ
り「高齢者の医療の確保に関する法律」に基づき，
40歳以上75歳未満のすべての被保険者を対象と
した特定健康診査（以下，特定健診）・特定保健指
導が実施されるようになった 1）．2018年度からは
特定保健指導の実施率向上を目的に第3期プログ
ラムが開始され 2），的確な初回面接の重要性が明
記され，特定健診受診当日にすべての検査結果が
判明しない場合においても，受診当日の初回面接
と後日面接の分割実施が可能となった 2,3）．当協

会の既存2施設では人間ドック・特定健診当日に
保健指導を実施する体制が整っておらず，人間
ドック・特定健診後のフォローアップに課題が
あった．2018年7月に当協会3施設目となる「と
やま健診プラザ」の開設にあたり，人間ドック・
特定健診当日の保健指導の初回面接実施率100％
を目指して，保健指導体制の見直しと新しい運用
方法を導入した．今回，その効果（当日初回面接
実施率，最終評価終了率）を検証し，受診者の満
足度をアンケート調査で検討したので報告する．

対　象
　2018年7月～2019年3月に当施設で，当日特
定保健指導契約のある健康保険組合の特定健診を
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受診した1,064名と人間ドックを受診した1,013
名，簡易ドックを受診した82名を対象とした．
倫理的配慮として，人間ドック・特定健診受診者
に対し，学術的研究を目的に個人情報が特定でき
ない措置を講じたうえでデータ使用することを通
知し，同意を得た．

方　法
保健指導体制の見直しと新しい運用方法
　当協会の既存施設では未施行の新しい運用方法
を導入した．事前問診票における保健指導希望の

有無にかかわらず，また特定保健指導対象外のた
め，その項目に答える必要がない40歳未満の受
診者も含めて，人間ドック・特定健診受診者全員
を保健指導の対象とした．健診部門と医師面接・
保健指導部門のフロアを分け，健診診察医と健診
結果説明医を独立して配置した．健診結果説明医
が人間ドックのみならず，特定健診における特定
保健指導対象者に対しても，当日に医師面接を実
施して対象者を階層化し，その場で保健指導指示
箋を発行する体制を確立した（図1，2）．また人
間ドック受診者のなかで，腹囲あるいは検査値が

人間ドック・健診・診察（診察医師） ２階

受 付 （結果説明・保健指導用） ３階

人間ドック 保健指導の希望の有無に

関わらず全てを対象

特定健診
アルゴリズム 有 のみ

結果説明・階層化 結果説明

医師

階層化

指示箋発行 指指示示箋箋発発行行

①特定保健指導 ②生活改善指導 特定保健指導

図1　人間ドック・特定健診受診者の保健指導までの流れ

図2　医師面接による階層化・保健指導指示箋発行の流れ

ドック 特定健診 ドック 特定健診外（生活改善指導）

特定健診

自由記載
直筆サイン
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特定保健指導の基準を満たしていても年齢条件の
ため対象外となったり，医師が生活習慣改善のた
めの保健指導が必要と判断した受診者に対して
は，食生活や身体活動，禁煙，減酒などの生活改
善を目的とした保健指導（以下，生活改善指導）を
実施した（図1）．保健指導実施者（管理栄養士，保
健師）の朝7：30からの健診業務サポートを廃止
し，受診者が勤務前や時間休を利用できるように
朝と夕方の継続支援枠を増設した（図3）．受診当
日の医師の結果説明，保健指導用の帳票類を新た
に作成し，統一フォームとして簡便に出力できる
システムを構築して業務効率の改善を図った．
アンケート調査の実施
　人間ドック・特定健診当日に保健指導を実施し
た受診者に対し，医師面接における結果説明や保
健指導の支援内容への満足度および今後の生活改
善に取り組む意欲についてアンケート調査 4,5）を
実施した．統計学的検討はFisherの直接確率検定
で行い，有意水準はp＜0.05とした．

結　果
人間ドック・特定健診当日の保健指導実施率
　2018年7月～2019年3月までに契約上，健診当
日の特定保健指導が可能であった特定健診の受診
者は1,064名で，対象者235名中，214名（91.1％）
に特定保健指導の当日初回面接を実施した．人間
ドック受診者は1,013名，簡易ドック受診者は82
名で，保健指導対象者1,003名のすべてに受診当日
の保健指導を実施した．その内訳は，特定保健指
導が80名，生活改善指導が923名であった（表1）．
受診者満足度アンケート調査
　アンケート調査を実施した対象者と有効回答率
は，医師面接については912名中910名（99.8％），
特定保健指導については294名中290名（98.6％），
生活改善指導については923名中923名（100％）
であった．人間ドックの医師面接の平均所要時間
は12.0分で，内容については98.4％が「大変ため
になった」「ためになった」と回答しており，事前
問診票の保健指導希望の有無を比較しても差はな
かった（p＝0.377）（図4）．特定保健指導の平均所
要時間は33.7分で，全体の支援内容については
100％が「大変ためになった」「ためになった」と回

図3　保健指導実施者の業務改善

7：30  8：00    8：30    9：00 9：30    10：00    10：30    11：00 11：30   12：00    12：30    13：00    13：30   14：00   14：30    15：00    15：30    16：00    16：30
改善前 （ 7：30 ～ 16：30 勤務）

改善後 （ 8：15 ～ 17：15 勤務 ）

管理栄養士

保健師

火・水・金・土

月・木

月・水・木・金・土

火

保健師（非常勤）

9：00 14：00

常 駐 ： 管理栄養士 1名

常 駐 ： 保健師 1名

非常勤 ： 保健師 1名
必要時のみ応援：管理栄養士ｏｒ保健師

8：30    9：00 9：30   10：00   10：30   11：00 11：30   12：00    12：30    13：00    13：30   14：00   14：30    15：00    15：30    16：00   16：30 17:00 
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答した．今後の生活改善に取り組む意欲について
は80.8％が「今日から変えようと思う」「明日から
変えようと思う」と回答し，保健指導希望の有無
を比較しても差はなかった（p＝0.091）．保健指
導実施者の職種別で比較すると，管理栄養士が担
当した群の87.8％が「今日から変えようと思う」
「明日から変えようと思う」と回答し，保健師が担
当した群より13.4％高かったが，実践中と回答し
た者を除外して検討すると，有意な差はなかった
（p＝0.827）（図5）．生活改善指導の平均所要時間
は13.4分で，全体の支援内容については99.3％
が「大変ためになった」「ためになった」と回答し
た．今後の生活改善に取り組む意欲については
67.3％が「今日から変えようと思う」「明日から変
えようと思う」と回答し，保健指導希望群が73.6％
であるのに対して，非希望群では58.4％に留ま
り改善意欲が低かった（p＜0.001）．保健指導実
施者の職種別で比較すると，管理栄養士が担当し
た群の73.2％が「今日から変えようと思う」「明日

から変えようと思う」と回答し，保健師が担当し
た群より9.9％高く，実践中と回答した者を除外
して検討しても，有意な差ではないが，管理栄養
士が担当した群で生活改善に取り組む意欲が高い
傾向があった（p＝0.084）（図6）．
特定保健指導対象者の最終評価終了率
　2018年7月～2019年3月に人間ドック・特定
健診当日に初回面接を実施した特定保健指導の終
了率は72.1％で，積極的支援56.3％，動機付け
支援95.8％だった（表2）．

考　察
　受診者の健康意識が高まっている人間ドック・
特定健診当日に特定保健指導を行うことが特定保
健指導実施率の向上につながるものと期待されて
いる 3,6,7）．当協会の既存施設では当日の特定保健
指導実施率は10％未満で，そのほかの保健指導
も当日には実施されていなかった．新施設の開設
にあたり，保健指導対象者を効率的に当日の初回

表1　人間ドック・特定健診当日の保健指導実施率
受診者・保健指導対象者数 保健指導実施者数

実施率
対象 対象外 実施可能 特定保健指導 生活改善指導 合計

人間ドック 1013 11 1002 79 923 1002 100％
簡易ドック 82 81 1 1 ― 1 100％
特定健診・特定保健指導 1064 829 235 214 ― 214 91.1％
計 2159 921 1238 294 923 1217 98.3％

＜人間ドック＞ ＜特定健診＞
生活改善指導　対象外理由 特定保健指導　当日未実施理由
　・　医師判断 1 　・　拒否（自己管理希望，過去の経験など） 7
　・　受診者帰宅 1 　・　医療機関を受診 4
　・　外国人ドック 9 　・　時間がない 8
　（結果説明後，結果速報のみ渡す） 　・　施設のシステムエラー 1

　・　継続支援中（2017年度） 1

図4　医師結果説明の満足度

　　◆　本日の支援内容はいかがでしたか？＜医師　結果説明＞

全体 64.8％ 33.6

N=910

40歳未満

非希望群

希望群

大変ためになった ためになった 変わらなかった ためにならなかった

66.9％

63.3％

64.3％

32.2％

34.8％

33.1％

N=314

N=442

N=154
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面接に誘導するために，医師面接を重視した新し
い運用方法を導入した．また特定保健指導の非対
象者でも，医師が必要と判断した者に対しては生
活改善指導を実施した．新施設開設以来9ヵ月間
で人間ドック受診者の保健指導対象者のすべて
に，また特定健診受診者のなかの特定保健指導対
象者の91.1％に受診当日の保健指導が実施され
ており，健診結果説明医が保健指導対象者に各測
定値，検査値の意味を説明したうえで評価（特定
保健指導の階層化）し，特定保健指導・生活改善
指導の重要性を説明したうえで具体的な保健指導
の指示箋を発行することが，受診当日の保健指導
実施率の上昇につながったものと考えられた．医

師が指示箋を発行する方式は，保険診療における
栄養食事指導指示箋や栄養管理計画書を参考にし
て導入したが，受診者にとっては医学的な見地か
らの特定保健指導・生活改善指導であるとの理解
が深まりやすいことや，医師から保健指導実施者
に具体的な保健指導のポイントが伝わりやすいと
いう利点があると考えられた．医中誌Webでの会
議録を除いた検索では，特定健診当日の特定保健
指導と医師面接，医師による保健指導指示箋発行
に言及した報告はなかった．
　当協会の既存施設では健診部門と保健指導部門
の業務分担が曖昧で，保健指導実施者も朝7：30
から健診業務をサポートする体制となっており，

　　◆　本日の支援内容はいかがでしたか？

　　◆　今後も生活改善に取り組んでみようと思いますか？

＜特定保健指導＞

＜指導担当者別＞

＜指導担当者別＞

非希望群

希望群 72.0％

70.4％

9.7

9.9％

N=89

N=201

全体

保健師

管理栄養士

大変ためになった ためになった 変わらなかった ためにならなかった

全体

保健師

管理栄養士

今日から変えようと思う 明日から変えようと思う 変えたいと思うが難しい 今のままでよい 実践中

非希望群

希望群

N=290

N=138

N=152

78.6％ 21.4

19.7

76.8％ 23.2

80.3％

N=290

N=138

N=152

76.4％ 11.4％ 3.6％7.2％

1.4％

66.0％ 8.4％4.5％

1.9％

19.2％

71.0％ 9.8％ 11.8％5.7％

1.7％

N=89

N=201
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図5　 特定保健指導における満足度・今後の生活改善に取り組む意欲
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図6　生活改善指導における満足度・今後の生活改善に取り組む意欲

　　◆　本日の支援内容はいかがでしたか？

　　◆　今後も生活改善に取り組んでみようと思いますか？
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表2　特定保健指導対象者の最終評価終了率と初回中断・継続支援脱落理由
実施者数 初回中断者数 支援脱落者数 最終評価者数

積極的支援 176 26 51  99　（56.3％）
動機付け支援 118  4  1 113　（95.8％）

全体 294 30 52 212　（72.1％）

＜初回中断理由＞ ＜支援脱落理由＞
　・　医療機関受診・治療開始 7 　・　治療開始 3
　・　治療中（癌・難病） 3 　・　体調不良 1
　・　資格喪失 6 　・　資格喪失 2
　・　継続困難（家族介護） 2 　・　継続困難（県外・国外勤務） 4
　・　継続困難（県外・国外勤務） 4 　・　業務多忙 5
　・　業務多忙 6 　・　連絡不能 23
　・　自己管理希望 1 　・　日程調整不能 2
　・　いつも受けない 1 　・　辞退届け提出 8
　　　計 30 　・　指導者変更 4

　　　計 52
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特定保健指導対象者の継続支援受診の希望時間に
応えられないことがあった．朝の健診業務サポー
トを廃止し，対象者が勤務前や時間休などを利用
して受診できるように，朝と夕方の継続支援枠を
増設した結果，開設後9ヵ月間で最終評価終了率
は全体で72.1％（積極的支援56.3％，動機付け支
援95.8％）となり，特定保健指導実施率の向上に
寄与したと考えられた．
　受診当日に医師面接の結果説明，保健指導用の
帳簿類を統一フォームとして簡便に出力できるシ
ステムを構築し運用したことで，保健指導実施者
の保健指導以外の業務が軽減し，健診結果説明医
との保健指導ポイントの共有化が図れるように
なった．人間ドック後の生活改善指導では，年齢
や腹囲測定値では特定保健指導の対象外となる血
液生化学検査異常者に対しても，医師面接での健
康問題の具体的な指摘，保健指導指示箋による保
健指導実施者との問題点の共有化が可能となり，
食生活や身体活動，禁煙，減酒，睡眠，口腔衛生
など必要な保健指導の実施や保健指導実施者から
の受診勧奨も行いやすくなったと考えられた．
　特定健診受診者の当日の初回面接の未実施理
由，人間ドック後の生活改善指導の対象外理由は
表1に示す通りだが，受診者の「時間がない」，施
設の「システムエラー」を理由とした9名中，7名
は後日の初回面接に誘導することが可能だった．
特定保健指導の初回面接実施率は向上したが，最
終的な終了率は72.1％（積極的支援56.3％，動機
付け支援95.8％）に留まっており，今後は初回中
断・継続支援脱落者の脱落理由（表2）より改善点
を検討することで，特定保健指導実施率の向上を
図っていく必要があると考えられた．
　人間ドック・特定健診当日の保健指導後に受診
者に対して行ったアンケート調査では，医師面
接，保健指導（特定保健指導・生活改善指導）のい
ずれにおいても満足度が高いという結果が得ら
れ，事前問診票で尋ねた健診後の保健指導希望
群，非希望群を比較しても差がみられないことか
ら，当施設で新規に導入した体制が受診者の評価
を得たものと考えられた．今後の生活改善に取り
組む意欲については，生活改善指導後では非希望

群で希望群より意欲が低かった．津下ら 7）は，特
定保健指導実施率向上のためには，保健指導終了
者数を増やすこと以外に，将来的な特定保健指導
該当者を減らすことの重要性を述べている．現時
点で特定保健指導に該当しない人間ドック受診者
に実施する生活改善指導は，その意味でも重要性
があると考えられた．健診前における受診者の健
康意識の差を反映しているとはいえ，事前問診票
で保健指導を希望しなかった生活改善指導対象者
に対しても，今後の生活改善意欲を向上させられ
るように，分かりやすく標準化した保健指導プロ
グラムと保健指導実施者の資質，指導技術の向上
が必要であると考えられた 8）．
　保健指導実施者の職種別に検討すると，受診者
の満足度はいずれも高かったが，今後の生活改善
に取り組む意欲についての設問では，保健師の担
当した群で「（すでに）実践中」と回答した者が管理
栄養士の担当した群に対して，特定保健指導後で
5倍以上，生活改善指導後で1.5倍程度存在して
いた（図5，6）．保健指導実施者は医師面接終了
後の単純な順位で振り分けられており，それぞれ
の保健指導対象者の背景に大きな偏りが生じるこ
とは考えにくく，さまざまな因子が関連している
可能性があるが，詳細は不明である．実践中と回
答した者を除外して検討しても，有意な差ではな
いが，管理栄養士が担当した生活改善指導群で意
欲が高い傾向があった．当施設では医師面接で発
行される保健指導指示箋が保険診療における栄養
食事指導指示箋や栄養管理計画書を参考にしてい
るため，指示内容がメタボリックシンドローム対
策を中心とした生活習慣病の予防，食生活習慣，
栄養バランスなどの項目が主体となっており，栄
養食事指導を専門とする管理栄養士がその特性を
より活かせている可能性が考えられた．村本ら 9）

も，職種別の特定保健指導の習得度では，「食行
動目標と減量効果」や「食生活取り組みの具体策」，
「食事摂取基準」等の食事に関する項目で管理栄養
士が保健師より高く，保健師では「食行動と食事
アセスメント」が低かったと報告している．職種
により得意分野が異なることや経験年数の影響も
考えられ，職場内や外部研修会，学会への積極的
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参加，保健指導スタッフ相互の情報交換，継続性
のある密接な連携が重要だと考えられた．
　2008年度の特定健診・特定保健指導制度の開
始から10年以上が過ぎ，さまざまな施設で特定
保健指導の実施率向上を目指した取り組みが行わ
れている 10-13）．村木ら 10）は，体制整備と利用勧奨
を強化することで健診当日の特定保健指導の実施
数が飛躍的に増加したことを報告しているが，
2017年度の厚生労働省統計では全国的な特定健
診実施率は53.1％で，なかでも特定保健指導実
施率は19.5％ 14）に過ぎず，特定保健指導実施率
向上には，まだ課題が多いと考えられる．当施設
では特定健診受診者，医師，保健指導実施者（管
理栄養士，保健師）間の密接な関係性の確立と，
業務渉外部門と連携したフォローアップ体制を充
実させることが，特定保健指導実施率の向上につ
ながるものと期待している（図7）．

結　語
　人間ドック・特定健診後の医師面接による結果
説明と評価（特定保健指導の階層化），保健指導指
示箋の発行により，特定保健指導の当日初回面接
の受診率は向上した．保健指導実施者の業務を見
直し，受診者の利便性を考慮した継続支援枠を増

設したことで，特定保健指導の最終評価終了率が
向上した．人間ドックで特定保健指導対象外と
なった受診者に対する生活改善指導の実施は，将
来的な特定保健指導該当者の減少につながること
が期待された．

　本稿は，第60回日本人間ドック学会学術大会
（2019年，岡山）において口頭発表した「人間ドッ
ク・健診当日の医師面談による階層化，指示箋発
行に基づく保健指導導入―当日初回面談実施率
100％を目指して―」に加筆・修正を行ったもので
ある．

利益相反
　本報告において，開示すべき利益相反は筆頭著
者並びに共同著者ともにない．
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Introduction of Speci�c Health and Lifestyle Improvement Guidance Based on  
Classi�cation of Examinees and Issuance of Health Guidance Directives during  

Medical Consultation on the Same Day as Health Check-ups:  
Aiming for a 100% Initial Interview Rate for Issuing Speci�c Health Guidance

Hiromi Kobayashi1,2), Hidenori Maruoka2), Eri Yoneda1,2), Takako Tazoe1,2), Hiromi Joumura1, 2),  
Masatoshi Takino1), Atsushi Sudou1), Wang Hongbing1), Seiko Takase2), Minami Sueda2),  

Mitsuaki Takeda1), Takashi Yamagami1)

1) Toyama Health Care Center, Hokuriku Health Service Association
2) Toyama Medical Plaza, Hokuriku Health Service Association

Abstract
Objective: In relation to the opening of a new facility of our association, a previous health 
guidance system was reviewed, and a new operation system was introduced. �e purpose 
was to achieve a 100% initial consultation rate for delivering speci�c health guidance on the 
same day of the speci�c health check-ups.
Methods: A new operation system was established where doctors issued health guidance 
directives during patient consultation. The operating system enabled doctors to classify 
examinees with speci�c health guidance while explaining the results of the medical check-
ups. Patients who were not covered by a speci�c health guidance were o�ered lifestyle im-
provement guidance aimed at improving lifestyle parameters, such as eating habits, physical 
activity, smoking cessation, and alcohol reduction. A questionnaire survey was utilized to 
investigate the satisfaction level of the examinees.
Results: From July 2018 to March 2019, 1,064 people underwent speci�c health check-ups, 
and 214 (91.1%) of the 235 examinees received speci�c health guidance during the initial 
consultation on the same day. A total of 1,095 people underwent medical check-ups, and 
1,003 people were given health guidance (80 speci�c health guidance and 923 lifestyle im-
provement guidance). A completion rate of 72.1% for speci�c health guidance, 56.3% for 
active support, and 95.8% for motivational support was observed. From the questionnaire 
survey, we noticed that examinee satisfaction and motivation to improve lifestyle was high, 
except for those who were recommended lifestyle improvement guidance as they were not 
expecting any health guidance in the pre-examination questionnaire.
Conclusion: The new operation system improved the rate of delivering specific health 
guidance during initial consultation.

keywords: speci�c health guidance, health guidance directives, doctor consultation, life-
style improvement guidance



29 ( 155 )人間ドック　Vol.35  No.2  2020年

原　著 人間ドック35：155-163，2020

1）医療法人社団せいおう会鶯谷健診センター 連絡先：〒 110-0003 東京都台東区根岸 2-19-19
2）獨協医科大学医学部公衆衛生学講座 Tel：03-3873-9272　E-mail：mmotoi@seioukai.jp

緒　言
　慢性閉塞性肺疾患（chronic obstructive pulmo-
nary disease: COPD）は，タバコ煙などの有害な
ガスあるいは粒子に長期間曝露されることにより
生じる慢性・進行性の肺疾患である．COPDは，
患者のQOLを低下させ，また心疾患，糖尿病，
がん，栄養障害，骨粗しょう症などの併存症をも
たらすことや医療経済的負荷が増加する原因とい
われている 1）．WHO統計によると，2016年は
COPDが世界上位10大死因の第3位であり，死
亡数は300万人である 2）．我が国の2017年患者調
査 3）では，COPDの総患者数は22万人であるが，

6年間の追跡より男性継続喫煙者の喫煙指数における 
スパイロメトリーおよび主要な自覚症状の変化

―鶯谷健康予防大規模コホート研究（UPHLS）―

本井正代 1）　春山康夫 1,2）　植松彩子 1）　高橋理香 1） 
森田和子 1）　工藤雄一朗 1）　小橋 元 2）

要　約
目的：本研究は男性継続喫煙者の1秒率（forced expiratory volume ％ in one second: FEV1％）と％1秒
量（％ forced expiratory volume in one second: ％FEV1）および慢性閉塞性肺疾患（chronic obstructive 
pulmonary disease: COPD）関連症状の変化を明らかにすることを目的とした．
方法：2010年に人間ドック受診男性2,454人から喫煙状況の欠損，呼吸器疾患，心疾患，不整脈，
元喫煙者と喫煙と禁煙を繰り返す者を除外し，6年間の連続追跡ができた1,066人を対象とした．
喫煙者をベースライン時の喫煙指数（Pack-years: Py）によりPy20未満群，Py20～40群，Py40以上
群に分け，非喫煙者（Py0群）を含む計4群における呼吸機能の経年的変化を反復測定の共分散分析，
COPD関連症状（咳・痰・息切れ）の経年的変化をCochran Q検定および各群の比較は多変量ロジス
ティック回帰モデルにより解析した．
結果：6年間のFEV1％の推定平均はPy40以上群（2.6％），Py20以上40未満群（2.3％），Py20未満
群（2.3％），Py0群（1.4％）において，それぞれ有意に低下していた（p＜0.001）．％FEV1はPy20
～40群とPy40以上群においてそれぞれ有意に減少し，各年のPy0群と比べて有意に低かった（p＜
0.001）．Py各群の自覚症状の変化が有意にみられなかったが，Py0群に比べてPy40以上群の「よ
く咳・痰が出る」の割合が1年以降，「息切れしたり動悸がしやすい」の割合が3年以降のオッズ比で
有意に高かった．
結論：Pyが高いほどFEV1％および％FEV1の低下が早く，年次低下率も大きい．しかし，Py40以
上群を除いてCOPDの関連症状の出現が少なく，自覚症状のみではCOPD早期検出は困難である
と示唆された．COPDの早期診断と重症化防止には，喫煙者全員に呼吸機能検査を推奨することが
必要と考えられる．

キーワード　喫煙指数，呼吸機能，COPD，早期発見

Nippon COPD Epidemiology Study4）によれば，40
歳以上の日本人において，COPDに罹患している
者は約530万人（有病率は8.6％）であり，未治療
の潜在患者が多くいると推定されている．
　COPDの最大要因は喫煙である 5）．我が国の喫煙
者のうち，50歳から74歳のCOPD有病率は29％，
75歳以上は37％であると報告され，COPDの早
期発見，早期治療の必要性が示唆されている 6）．
近年，我が国の喫煙率は低下しつつあるが，2017
年の男性喫煙率は29.4％7）と欧米諸国に比べて依
然高い状況である．喫煙と呼吸機能の関連に関す
る縦断的な先行研究では，1秒量（forced expiratory 
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volume in one second: FEV1），1秒率（forced expi-
ratory volume ％ in one second: FEV1％），％1秒量
（％ forced expiratory volume in one second: ％FEV1）
などの指標を用いて，喫煙量と呼吸機能の低下と
の関連が検討されている．また，禁煙により呼吸
機能が回復することも報告されている 8-11）．
　現状では，人間ドック受診時の呼吸機能検査に
よりCOPDを検出する以外には，咳・痰・息切れな
どの自覚症状が進行した者が初めて外来を受診し，
COPDの診断と治療が開始される傾向がある．しか
し，COPDの関連自覚症状および呼吸機能と喫煙
状況の関連はいくつかの横断研究によるが 12-14），
縦断的研究の報告がまだ少ない．COPDの早期段
階では無症状者が多く，咳・痰・息切れなどの臨
床症状が顕在化する頃には，すでにCOPDが中等
度以上に進行している可能性がある．COPDは早
期発見ができなければ重症化し，QOLも低下する．
そのためCOPDの早期診断は大きな課題である．
　そこで，本研究では，継続喫煙者の呼吸機能お
よびCOPD関連症状を経年的に追跡し，喫煙指数
（Pack-years: Py）におけるFEV1％および％FEV1の
縦断的変化および関連自覚症状の変化を検討する
ことを目的とした．

対　象
　2010年から2016年までに鶯谷健診センターで

人間ドックを連続受診した男性2,454人のうち，
喫煙問診欠損12人，気流閉塞基準（FEV1％が70％
未満）15）に該当者15人，呼吸器疾患既往歴または治
療あり50人，心疾患・不整脈の既往歴または治
療あり137人，元喫煙者と喫煙と禁煙を繰り返す者
1,174人を除外した1,066人を対象とした（図1）．

方　法
　本研究は，ヒストリカルコホート研究である．人
間ドックの問診票より喫煙頻度，喫煙量および喫煙
年数を用いて，対象者1,066人のうち，Py20未満
群128人・20以上40未満群249人・40以上群
186人に分類し，また非喫煙者503人と合わせて
4群とし，6年間の呼吸機能およびCOPD関連自
覚症状を追跡した（図1）．呼吸機能検査機器は，
マイクロスパイロHI-801（日本光電，東京）を使
用した．測定項目は，努力性肺活量（forced vital 
capacity: FVC），FEV1％，％FEV1であった．
　本研究では，日本呼吸器学会COPDガイドライ
ン第5版作成委員会 15）のFEV1％の基準によりベー
スライン時のFEV1％70％未満の者を除外し，追
跡後1年から6年の間にFEV1％が70％未満となっ
た者は気流閉塞新規発生者と定義する．
　男性の％FEV1の計算式 15）は以下のとおりである．
％FEV1＝  FEV1*100/（0.036×身長（cm） 

－0.028×年齢－1.178（L））

図1　本研究の流れ

2010年人間ドック受診者2,454人

Pack-years=0
503人

ベースライン時の対象者 (n=1,066人)

Pack-years<20
128人

20≤Pack-years<40
249人

除外
喫煙の問診の欠損(n=12)
既往・現病歴に呼吸器疾患あり(n=50)
既往・現病歴に不整脈、心疾患あり(n=137)
元喫煙者,喫煙と禁煙の繰り返し（n=1,174)
COPD基準該当者（n=15)

6年間の追跡
（1秒率、％1秒量、よく咳・痰が出る、息切れしたり動悸がしやすい自覚症状の変化）

Pack-years≥40
186人
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　COPD関連自覚症状は，問診票の「よく咳・痰
が出る」「息切れしたり動悸がしやすい」の質問に
対して「はい」と回答した者の割合とした．
　統計分析について，連続変数は，平均値と標準
偏差，カテゴリー変数は度数とパーセントを表記
し，Py4群における違いは分散分析またはカイ二
乗検定を行った．非正規分布の変数はKruskal-
Wallis検定を用いた．4群における経年的変化は，
FEV1％および％FEV1は一般線形モデルの反復測
定により分析し，関連自覚症状（咳・痰・息苦しさ）
の割合はCochran Q検定で分析した．COPD新
規罹患群と非罹患群の自覚症状の比較はFisher’s 
exact検定を用いた．呼吸機能と自覚症状の多変
量分析では，交絡因子の年齢・血圧・脂質・血糖・

飲酒・運動を調整した反復測定の分散分析および
ロジスティック回帰モデルを用いて検討した．す
べての統計は，有意水準がp＜0.05とし，統計ソフ
トパッケージIBM SPSS Statistics 24 for Windows 
version（IBM日本，東京）を使用した．
　本研究の受診者の個人情報保護は，医療法人社
団せいおう会鶯谷健診センターの個人情報保護規
定に則った．また，本研究のプロトコルは獨協
医科大学生命倫理委員会により承認された（No. 
2019-011）．

結　果
　表1には，観察対象者のベースライン時の平均
年齢，検査値，仕事内容，残業時間，アルコール

表1　ベースライン時の喫煙指数（Py）における年齢，検査値，仕事因子および生活習慣
Ⅰ群（Py＝0）
（n＝503）

Ⅱ群（Py＜20）
（n＝128）

Ⅲ群（20 ≤Py＜40）
（n＝249）

Ⅳ群（Py ≥ 40）
（n＝186） p値 a

年齢，yr. mean（SD）  50.2（8.9）  46.0（7.4）  49.1（6.6）  53.4（7.5） ＜0.001
検査値，mean（SD）
　BMI, kg/m2  23.6（3.2）  23.3（2.8）  23.4（3.0）  23.6（3.1） 　0.670
　収縮期血圧，mmHg 120.9（13.6） 117.6（13.5） 117.6（14.0） 121.1（14.0） 　0.002
　拡張期血圧，mmHg  77.9（10.4）  74.3（10.5）  75.5（11.3）  76.8（11.0） 　0.002
　中性脂肪，mg/dL 114.5（63.8） 160.4（113.5） 146.8（98.5） 154.0（89.1） ＜0.001b

　HDL-C, mg/dL  55.7（13.0）  54.7（14.9）  53.2（13.2）  51.3（14.4） 　0.001
　FBG, mg/dL 103.1（16.7） 105.6（25.0） 103.2（18.8） 108.6（23.5） 　0.007
仕事因子，n（％）
　仕事内容
　　事務   197（39.2）    38（29.7）    65（26.1）    40（21.5） ＜0.001
　　営業・販促   131（26.0）    47（36.7）   100（40.2）    61（32.8）
　　現場作業    56（11.1）    14（10.9）    30（12.0）    32（17.2）
　　研究・技術・開発    62（12.3）    21（16.4）    32（12.9）    18（9.7）
　　その他    57（11.3）     8（6.3）    22（8.8）    35（18.8）
　残業時間
　　月平均20時間未満   311（61.8）    73（57.0）   134（53.8）   106（57.0） 　0.301
　　月平均20-60時間未満   163（32.4）    43（33.6）    98（39.4）    70（37.6）
　　月平均60時間以上    29（5.8）    12（9.4）    17（6.8）    10（5.4）
生活習慣，n（％）
　アルコール摂取量
　　飲まない    83（16.5）     8（6.3）    20（8.0）    33（17.7） ＜0.001
　　1日1合未満   177（35.2）    27（21.1）    51（20.5）    27（14.5）
　　1日1-2合未満   139（27.6）    55（43.0）    88（35.3）    50（26.9）
　　1日2-3合未満    79（15.7）    31（24.2）    59（23.7）    53（28.5）
　　1日3合以上    25（5.0）     7（5.5）    31（12.4）    23（12.4）
　運動習慣   151（30.0）    26（20.3）    45（18.1）    28（15.1） ＜0.001
　身体活動   207（41.2）    50（39.1）    78（31.3）    64（34.4） 　0.050
　睡眠状況   277（55.1）    75（58.6）   125（50.2）    93（50.0） 　0.280

Py: Pack-years
a：連続変数は分散分析，カテゴリー変数はカイ二乗検定を用いた．
b：Kruskal-Wallis検定
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摂取量，運動習慣，身体活動，睡眠状況を示す．
Py4群間の平均年齢は有意に異なっており，検査
値においては血圧，脂質（中性脂肪，HDL-C），血
糖値のいずれによっても4群間に有意な差が認め
られた．仕事関連因子の仕事内容別において4群
間に有意な差が認められた．生活習慣に関しては
アルコール摂取量，運動習慣においては4群間に
有意な差が認められた．
　表2には，Py4群におけるFEV1％，％FEV1と自

覚症状の有無および経年的変化を示す．FEV1％お
よび％FEV1は4群間の年ごとに有意な違いが認
められた．Ⅱ群を除いて，その他の群のFEV1％お
よび％FEV1における経年的変化が有意に認めら
れた．自覚症状について「咳・痰」を有する者の割
合は4群間の毎年ごとで有意差が認められたが，
各群の経年変化は有意差が認められなかった．「息
切れ」を有する者の割合では，3年後～5年後にお
ける4群の間で有意な差が認められた．6年間に

表2　喫煙指数（Py）4群における6年間のFEV1％，％FEV1と自覚症状の有無の変化
Ⅰ群

（Py＝0）
Ⅱ群

（Py＜20）
Ⅲ群

（20 ≤Py＜40）
Ⅳ群

（Py ≥ 40） p値 a

FEV1％, mean（SD）
　ベースライン 83.8（4.9） 83.0（4.7） 82.2（4.6） 81.1（4.7） ＜0.001
　1年後 83.7（4.9） 82.8（4.9） 81.8（4.9） 80.2（4.8） ＜0.001
　2年後 83.4（5.0） 82.2（5.1） 81.3（5.0） 79.9（4.9） ＜0.001
　3年後 82.3（5.3） 80.9（5.3） 80.1（6.3） 78.8（5.3） ＜0.001
　4年後 82.7（5.3） 81.8（4.8） 80.7（5.6） 79.3（6.1） ＜0.001
　5年後 82.4（5.4） 82.0（4.8） 80.2（5.2） 78.9（5.6） ＜0.001
　6年後 82.3（5.1） 80.7（5.5） 79.9（5.4） 78.5（5.9） ＜0.001

p値 b ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001
％FEV1 , mean（SD）
　ベースライン  94.8（11.3）  93.0（10.8）  91.8（11.2） 89.2（10.9） ＜0.001
　1年後  95.4（11.1）  92.7（11.2）  91.8（11.5） 88.8（11.3） ＜0.001
　2年後  95.2（11.9）  93.0（10.8）  91.3（11.8） 88.7（11.2） ＜0.001
　3年後  94.3（11.6）  91.8（10.3）  90.8（11.7） 88.0（11.1） ＜0.001
　4年後  94.6（11.4）  92.3（10.4）  90.5（11.8） 87.9（11.6） ＜0.001
　5年後  94.7（11.9）  93.0（10.1）  90.9（11.8） 87.7（11.5） ＜0.001
　6年後  95.3（12.2）  92.4（11.4）  91.6（12.5） 87.7（12.4） ＜0.001

p値 b ＜0.001 0.116 0.001 0.004
よく咳・痰が出る，n（％）
　ベースライン 36（7.2）  6（4.7） 28（11.3） 25（13.5） 　0.011
　1年後 32（6.4） 11（8.6） 25（10.1） 32（17.3） ＜0.001
　2年後 34（6.8）  6（4.7） 26（10.5） 30（16.2） ＜0.001
　3年後 37（7.4）  9（7.1） 16（6.5） 30（16.2） ＜0.001
　4年後 36（7.2） 11（8.6） 16（6.5） 38（20.5） 　0.001
　5年後 36（7.2）  6（4.7） 22（8.9） 32（17.3） ＜0.001
　6年後 46（9.2） 11（8.6） 27（10.9） 39（21.0） ＜0.001

p値 c 0.494 0.314 0.083 0.118
息切れしたり動悸がしやすい，n（％）
　ベースライン 14（2.8）  3（2.4） 12（4.9） 13（7.0） 0.052
　1年後 22（4.4）  6（4.7） 15（6.1） 15（8.1） 0.272
　2年後 15（3.0）  6（4.7） 13（5.3） 12（6.5） 0.190
　3年後 15（3.0）  4（3.2） 10（4.1） 17（9.2） 0.004
　4年後 19（3.8）  6（4.7） 10（4.1） 19（10.3） 0.006
　5年後 15（3.0）  5（4.0） 10（4.1） 18（9.7） 0.002
　6年後  7（1.4）  4（3.2）  7（2.9）  8（4.4） 0.143

p値 c 0.041 0.836 0.532 0.094

Py: Pack-years
a：連続変数は分散分析（ANOVA），カテゴリー変数はカイ二乗検定を用いた．
b：反復測定
c：CochranのQ検定を用いた．
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おけるⅠ群（Py＝0）の「息切れ」を有する者の割合
の有意な変化が認められたが，他の群においては
有意な違いは認められなかった．
　表3には，年齢，血圧，脂質，空腹時血糖値，
仕事内容，残業時間，飲酒量，運動習慣，身体活
動および睡眠を調整した反復測定共分散分析と多
重比較（Bonferroni法）の結果を示す．FEV1％， 
％FEV1は各年のPy4群間において有意に異なり，
また，4群のそれぞれにおいて6年間で有意に変
化していた．多重比較では，毎年ごとに，5年後
のⅡ群を除く，各年のⅠ群に比べてⅡ群からⅣ群
までのFEV1％がそれぞれ有意に低く，Ⅱ群に比
べて，2年後と5年後のⅣ群のFEV1％が有意に低
かった．経年的変化は，ベースライン時に比べて
ⅠとⅡ群のFEV1％が3年後から，ⅢとⅣ群は2年
後から有意に低下していた．％FEV1について，
Ⅰ群に比べてすべての年のⅢ群とⅣ群，2年後と
6年後のⅡ群が有意に低い．5と6年後のⅡ群に比
べて，Ⅳ群，6年後のⅢ群に比べてⅣ群の 
％FEV1が有意に低かった．ベースライン時に比
べてⅢ群の4年後とⅣ群の5と6年後の％FEV1が
有意に低下していた．

　表4では，ベースライン時の年齢・血圧・脂質・
血糖値・仕事内容・残業時間・飲酒量・運動習慣，
身体活動および睡眠状況を調整した自覚症状のオッ
ズ比の結果を示す．ベースラインを除いて，毎年の
Ⅰ群に比べて，その他3群の「咳・痰」を有する者の
割合のオッズ比は有意に高く，各年において4群間
のオッズ比のトレンド検定はそれぞれ有意に認めら
れた．「息切れ」を有する者の割合では，1年後，2
年後を除いて他の各年のⅠ群に比べてⅣ群のオッズ
比が認められ，トレンド検定も有意に認められた．
　表5では，各年の気流閉塞新規発生者有無と自覚
症状を比較した結果を示す．気流閉塞新規発生し
ない者群に比べて，気流閉塞新規発生者（FEV1％＜
70％）の「咳・痰」を有する者の割合は高い傾向に
あったが，それぞれ有意な差はなかった．「息切
れ」を有する者の割合は，両群の差は各年でみら
れなかった．表には示されていないが，喫煙群と
非喫煙群の気流閉塞新規発生者はそれぞれ8.2％
（46/563）と3.4％（17/503）であった．非喫煙群
に比べて，喫煙群における気流閉塞新規発生者の
オッズ比が，2.52倍（95％CI 1.44-4.50）で有意
に高かった（p＝0.001）．

表3　多変量分析による喫煙指数（Py）4群における6年間のFEV1％，％FEV1の変化
Ⅰ群

（Py＝0）
Ⅱ群

（Py＜20）
Ⅲ群

（20 ≤Py＜40）
Ⅳ群

（Py ≥ 40） p値 a Post-hoc検定 b

FEV1％, estimated meanc（95％CI）
　ベースライン 83.9（83.5-84.4） 82.4（81.6-83.2） 82.0（81.5-82.6） 81.3（80.6-82.0） ＜0.001 Ⅰ vs Ⅱ，Ⅲ，Ⅳ
　1年後 83.9（83.5-84.3） 82.2（81.3-83.0） 81.6（81.0-82.2） 80.4（79.7-81.1） ＜0.001 Ⅰ vs Ⅱ，Ⅲ，Ⅳ ; Ⅱ vs Ⅳ
　2年後 83.5（83.1-83.9） 81.6（80.7-82.4） 81.1（80.5-81.7） 80.2（79.5-80.9） ＜0.001 Ⅰ vs Ⅱ，Ⅲ，Ⅳ
　3年後 82.4（81.9-82.9） 80.2（79.3-81.2） 79.9（79.3-80.6） 79.1（78.3-79.9） ＜0.001 Ⅰ vs Ⅱ，Ⅲ，Ⅳ
　4年後 82.9（82.4-83.4） 81.0（80.1-81.9） 80.5（79.8-81.1） 79.6（78.8-80.4） ＜0.001 Ⅰ vs Ⅱ，Ⅲ，Ⅳ
　5年後 82.6（82.1-83.0） 81.3（80.4-82.2） 80.0（79.4-80.7） 79.1（78.4-79.9） ＜0.001 Ⅰ vs Ⅲ，Ⅳ ; Ⅱ vs Ⅳ
　6年後 82.5（82.1-83.0） 80.1（79.1-81.0） 79.7（79.0-80.4） 78.7（77.9-79.4） ＜0.001 Ⅰ vs Ⅱ，Ⅲ，Ⅳ

p値 a ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001
Post-hoc 検定 b 0年 vs 3，4，5，6年 0年 vs 3，4，5，6年 0年 vs 1，2，3，4，5，6年 0年 vs 1，2，3，4，5，6年
％FEV1 , estimated meanc （95％CI）
　ベースライン 94.8（93.8-95.8） 92.7（90.7-94.7） 91.7（90.3-93.1） 89.6（87.9-91.2） ＜0.001 Ⅰ vs Ⅲ，Ⅳ
　1年後 95.5（94.5-96.5） 92.1（90.2-94.1） 91.7（90.3-93.1） 89.2（87.6-90.9） ＜0.001 Ⅰ vs Ⅱ，Ⅲ，Ⅳ
　2年後 95.3（94.2-96.3） 92.4（90.4-94.5） 91.1（89.7-92.6） 89.3（87.5-91.0） ＜0.001 Ⅰ vs Ⅲ，Ⅳ
　3年後 94.3（93.3-95.3） 91.4（89.4-93.4） 90.7（89.3-92.1） 88.3（86.6-90.0） ＜0.001 Ⅰ vs Ⅲ，Ⅳ
　4年後 94.7（93.7-95.7） 91.8（89.7-93.8） 90.4（88.9-91.8） 88.4（86.7-90.0） ＜0.001 Ⅰ vs Ⅲ，Ⅳ
　5年後 94.8（93.7-95.8） 92.4（90.4-94.5） 90.8（89.3-92.3） 88.0（86.3-89.8） ＜0.001 Ⅰ vs Ⅲ，Ⅳ ; Ⅱ vs Ⅳ
　6年後 95.4（94.3-96.5） 91.9（89.8-94.1） 91.4（89.8-92.9） 87.9（86.2-89.8） ＜0.001 Ⅰ vs Ⅱ，Ⅲ，Ⅳ ; Ⅱ vs Ⅳ ; Ⅲ vs Ⅳ

p値 a ＜0.001 0.031 ＜0.001 0.001
Post-hoc 検定 b 0年 vs 4年 0年 vs 5，6年

Py: Pack-years
a：反復測定の共分散分析を用いた．
b：多重比較はBonferroni法を用いた．
c：年齢，血圧，脂質，空腹時血糖値，仕事内容，残業時間，飲酒量，運動習慣，身体活動および睡眠を調整した推定周辺平均を用いた．
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考　察
　本研究結果から，Pyが高いほど，FEV1％およ
び％FEV1の年ごとの低下率が大きいことが示され
た．一方，COPD関連自覚症状としての「咳・痰」
を有する者の割合は，Py0群とPy20～40群では
約5～10％，Py40以上群では15～20％であり，
Py0群に比べて，Py40以上群の「咳・痰」を有す
る者のオッズ比が有意に高かった．このことか

ら，喫煙量が多いほど呼吸機能の経年的な低下は
大きいが，COPD関連自覚症状の割合は決して高
くないことが示唆された．
　本研究結果の喫煙量による呼吸機能の低下は，
多くの先行研究と一致するもので 8-11），また，
COPD患者における自覚症状が少ないこと，咳・
痰・息切れの出現率が10.5％と低いことは，それ
ぞれ先行研究 12-14,16）とも矛盾しない．

表4　各追跡年における喫煙指数（Py）と自覚症状の有無との関連
Ⅰ群

（Py＝0）
Ⅱ群

（Py＜20）
Ⅲ群

（20 ≤Py＜40）
Ⅳ群

（Py ≥ 40） p for trend
Ref. OR（95％CI）a OR（95％CI）a OR（95％CI）a

よく咳・痰が出る
　ベースライン 1.00 0.66（0.26-1.66） 1.50（0.86-2.62） 1.65（0.91-2.97） 0.051
　1年後 1.00 1.31（0.62-2.81） 1.39（0.78-2.49） 2.52（1.43-4.46） 0.003
　2年後 1.00 0.68（0.27-1.73） 1.41（0.80-2.50） 2.29（1.30-4.05） 0.004
　3年後 1.00 1.05（0.48-2.32） 0.86（0.46-1.63） 2.40（1.36-4.22） 0.018
　4年後 1.00 1.31（0.62-2.77） 0.82（0.43-1.54） 3.07（1.78-5.28） 0.001
　5年後 1.00 0.64（0.25-1.61） 1.10（0.61-1.99） 2.30（1.31-4.03） 0.008
　6年後 1.00 1.02（0.49-2.08） 1.20（0.71-2.03） 2.63（1.11-6.21） 0.001
息切れしたり動悸がしやすい
　ベースライン 1.00 0.71（0.19-2.64） 1.62（0.70-3.79） 2.73（1.15-6.51） 0.022
　1年後 1.00 1.00（0.38-2.67） 1.33（0.65-2.75） 2.06（0.97-4.29） 0.072
　2年後 1.00 1.84（0.65-5.18） 1.60（0.71-3.56） 2.17（0.92-5.10） 0.083
　3年後 1.00 1.14（0.35-3.70） 1.20（0.51-2.81） 2.81（1.28-6.17） 0.023
　4年後 1.00 1.40（0.52-3.80） 1.16（0.51-2.65） 3.11（1.49-6.50） 0.008
　5年後 1.00 1.14（0.39-3.34） 1.21（0.52-2.85） 4.14（1.88-9.11） 0.002
　6年後 1.00 2.20（0.56-8.68） 1.97（0.62-6.28） 3.62（1.12-11.73） 0.042

Py: Pack-years
OR: odds ratio, CI: Confidence Interval
a：年齢，血圧，脂質，血糖値，仕事内容，飲酒量，残業時間，運動習慣および身体活動を調整した多変量ロジ
スティック回帰モデルを用いた．

表5　各追跡年の気流閉塞新規発生有無とCOPD関連自覚症状との関連
気流閉塞新規発生者（FEV1％＜70％）

p値 aなし あり
N n ％ N n ％

よく咳・痰が出る
　1年後 1058  98  9.3  8 2 25.0 0.168
　2年後 1053  90  8.5  5 2 40.0 0.063
　3年後 1032  87  8.4 21 3 14.3 0.264
　4年後 1019  90  8.8 13 2 15.4 0.325
　5年後 1011  89  8.8  8 0  0.0 0.480
　6年後 1003 108 10.8  8 2 25.0 0.213
息切れしたり動悸がしやすい
　1年後 1058  58  5.5  8 0  0.0 0.638
　2年後 1053  44  4.2  5 0  0.0 0.808
　3年後 1032  42  4.1 21 1  4.8 0.587
　4年後 1019  49  4.8 13 1  7.7 0.478
　5年後 1011  43  4.3  8 0  0.0 0.707
　6年後 1003  24  2.4  8 0  0.0 0.825

a: Fisher’s exact test
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　本研究の観察6年の間，非喫煙者は受動喫煙な
どのCOPDリスクを確認できず，3.4％の者が気
流閉塞（FEV1％が70％未満）とCOPDと確定はで
きない．しかし，喫煙者3群における気流閉塞新
規累積発生率が8.2％であり，全員のFEV1％は
70％未満であった．長期に喫煙の曝露があり，他
の気流閉塞の疾患はなかったことはCOPDの診
断基準 15）とほぼ一致し，COPDの可能性が非常に
大きいと考えられる．喫煙によるCOPDは，末梢
気道の炎症を繰り返し引き起こし，気流閉塞が
徐々に増悪していく特徴がある 17,18）．本研究の結
果，非喫煙群に比べ喫煙3群において，ベースラ
イン値のFEV1％および％FEV1はすでに低く，6
年後にはさらに低下していたことである．特に喫
煙量40Py以上のFEV1％および％FEV1の低下が
顕著であることが喫煙の時間と量による影響が大
きいと示唆される．喫煙者のCOPD関連症状の
「咳・痰」を有する者は1割～2割程度で，また気
流閉塞の新規発生者全員のうち「咳・痰」を有する
者は2割弱（11人／63人）しかなかった．一方「息
苦しい」を有する者がほとんどないのは本研究の
分析結果であった．以上のことは，COPDが最終
的に不可逆病理変化の前段階において，肺機能の
代償性の時期があるため 19,20），COPDの重症化を
阻止するには，早期診断・早期禁煙は重要な予防
対策と示唆される．
　COPDは初期の段階では呼吸機能の低下が緩慢
で，疾病の進行と自覚症状が比例しないためか一
般健常人集団のCOPDに対する認知度は低い 21）．
そのため，COPDはその発見が遅れることが多い
と考えられる．現在，人間ドックにおいて喫煙歴
やCOPD自覚症状の有無に関係なく呼吸機能検
査を行っている．今回の結果から，人間ドックだ
けではなく定期健康診断における喫煙者全員の呼
吸機能検査が推奨される．また，COPD未治療者
への早期介入のための精密検査および専門外来，
禁煙外来への受診勧奨を推進することも必要であ
ろう．呼吸機能検査の費用は一人あたり千円程度
である．現在，我が国の男性の喫煙率はいまだ高
く，呼吸機能検査を喫煙者全員に導入することに
より，COPDの早期診断・早期治療の効果を狙う．

また，肺年齢を通して呼吸機能を喫煙者に分かり
やすく理解させることで，禁煙の動機付けに活用
でき，がんや循環器系疾患などの予防にもつなが
ることが期待できる．
　本研究の強みは，まず，6年間追跡したヒスト
リカルコホート研究であることである．対象者の
サンプルサイズは比較的大きく，本研究対象者に
おける気流閉塞の新規累積発生率は5.9％で，年
平均0.98％であったが，これは，先行研究 22）の
12年間追跡の結果（累積罹患率11.8％で，年平均
0.98％）と同じであった．このことから，本研究
対象者の選択バイアスは少なく一般的な健常人集
団を代表していると考えられる．さらに本研究で
はベースライン時から6年間継続的に全員が呼吸
機能検査を受けたことで検査の偶然誤差の可能性
は少なく，しかも対象者の一般属性，検査結果，
生活習慣および仕事要因を調整した反復測定の共
分散分析とロジスティック回帰にて解析した結果
は妥当なものである．また，本研究の対象者から
呼吸機能の回復する可能性が高い過去喫煙者およ
び喫煙と禁煙を繰り返す者を除外した解析結果に
より，一般集団継続喫煙者の各群呼吸機能の変化
値を高い精度で推定できるものと考えられる．
　一方，本研究の弱点もある．本研究の喫煙年数
は対象者の記憶によるもので，リコールバイアス
は避けられない．また，本研究で用いたFEV1％
70％未満は，気管支拡張剤を投与していないこと
とCOPDの関連自覚症状は，COPD診断によく
使われるCAT（COPD assessment test ）23），mMRC
（modified British Medical Research Council ）24）で
はなく，人間ドックの問診票に記載する「よく咳・
痰が出る」と「息切れしたり動悸がしやすい」は必
ずしもCOPDに特異的な自覚症状とは言えないた
め，情報および誤分類のバイアスが存在する可能
性がある．今回は，ベースライン時の対象者か
ら，問診票に記載された呼吸器および循環器疾患
の既往歴および治療があった者を除外すること
で，誤分類バイアスを最大限に制御しているが，
COPDの関連自覚症状の評価については，今後，
健診機関でCATやmMRCを用いた研究が必要で
あろう．また，気管支拡張剤については，人間
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ドックの呼吸機能検査で投与しないことは一般的
であるためで本研究の限界といえる．本研究は，
COPD発症に関連する喫煙量以外のリスク要因で
ある受動喫煙，低出生体重，小児期の呼吸器疾患
の有無，母親の妊娠期間の喫煙歴などを検討して
おらず，今後，さらに詳細な研究が必要であろう．

結　語
　本研究の結果は喫煙者の喫煙量によってFEV1％
および％FEV1が時間とともに徐々に低下するが，
COPD関連自覚症状の出現は顕著ではなかったた
め，喫煙者全員に向けた呼吸機能検査を推奨して
いく必要性が示唆された．また同時に，呼吸機能
検査の結果を動機付けにした禁煙外来受診の勧奨
や喫煙者への禁煙指導など，その体制づくりも必
要になる．
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Changes in Spirometry and Related Symptoms in Japanese Male  
Continuing Smokers in a 6-year Follow-up:  

The Uguisudani Preventive Health Large-scale Cohort Study (UPHLS)

Masayo Motoi1), Yasuo Haruyama1,2), Ayako Uematsu1), Rika Takahashi1),  
Kazuko Morita1), Yuichiro Kudo1), Gen Kobashi2)

1) Seioukai-Uguisudani Medical Center
2) Department of Public Health, School of Medicine, Dokkyo Medical University

Abstract
Objective: To examine temporal changes in spirometry and chronic obstructive pulmo-
nary disease (COPD)-related subjective symptoms among males with respect to a smoking 
index with a 6-year follow-up historical cohort study.
Methods: Overall, 2,454 men who underwent annual human dock were recruited in 2010. 
Of those participants, men with missing values related to smoking, respiratory, and heart 
diseases or arrhythmia; ex-smokers; and men repeatedly considered as smokers or non-
smokers were excluded. Finally, 1,066 participants who were classi�ed based on pack-years 
(Py) <20, ≥20 and <40, ≥40, and non-smokers (Py=0) completed the spirometry test and 
self-reported symptoms for 6 years follow-up. Changes in spirometry were analyzed using 
a repeated analysis with analysis of variance. �e symptoms (cough or sputum, breathless-
ness) were analyzed using the Cochran Q test and multiple logistic regression model.
Results: Compared with baseline, FEV1% of Py≥40 (2.6%), Py20-40 (2.3%), Py<20 (2.3%), 
and Py=0 (1.4%) significantly decreased after 6 years of follow-up (p <0.001). %FEV1 of 
Py20-40 and ≥40 signi�cantly decreased and were lower than Py=0 and Py<20 at each year. 
�ere was no signi�cant change in symptoms over the years; however, the rate of cough or 
sputum symptoms in the Py≥40 group had the highest odds ratio among the four groups.
Conclusion: �e higher Py, FEV1％, and %FEV1 declined early and largely. However, sub-
jective symptoms in smokers, excluding Py≥40, appear few. �ese �ndings suggest that ear-
ly detection of COPD without spirometry is more likely to be di�cult. To prevent COPD 
and its progression, respiratory function tests are necessary for all smokers.

Keywords: smoking index, spirometry, COPD, early detection
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人間ドック眼底検査における 
緑内障に特徴的な所見導入後の緑内障発見結果に関する検討

窪田健一 1）　町原美希子 1）　八田智美 1）　田尻牧子 1）　塚田紀子 1） 
前田麻衣 1）　山田愛美 1）　松永由紀子 1）　森元栄子 1）　野波善郎 1） 

　緒方康博 1）　尾上あゆみ 2）　大森久光 2）

要　約
目的：我々は人間ドック眼底検査の判定の際，緑内障に特徴的な所見として，視神経乳頭陥凹拡大
および視神経乳頭周囲出血を導入した．所見導入後の新規緑内障発見結果や所見の使用状況を調
べ，その有用性について検討した．
方法：緑内障に特徴的な所見導入前の2013年度と所見導入後の2014年度から2017年度までの緑
内障発見結果と所見使用状況を比較した．対象は，2013年度から2017年度まで人間ドックにおい
て眼底検査を受診した者それぞれ31,847名・32,215名・31,366名・30,938名・30,910名のうち，
要精査となった症例それぞれ305人・439人・381人・400人・441人について健診管理台帳を検討
した．視神経乳頭陥凹拡大と視神経乳頭周囲出血の2つの所見と緑内障診断との関連について，多
重ロジスティック回帰分析（年齢，性で調整）を用いて検討した．
結果：緑内障に特徴的な所見導入前の2013年度に比べ，所見導入後の2014年度以降は各年とも新
規の緑内障発見率は増加傾向にあった．緑内障に特徴的な所見導入後での緑内障正診率は46.5％，
その他の所見での正診率は8.5％であった．緑内障に特徴的な所見の導入後，視神経乳頭陥凹拡大 
と視神経乳頭周囲出血の使用頻度はそれぞれ29.7％・70.3％であり，それぞれの正診率は55.3％・
57.8％と両者に差はなかった．多重ロジスティック回帰分析の結果，視神経乳頭陥凹拡大と緑内障
診断率との有意な関連および視神経乳頭周囲出血と緑内障診断率との有意な関連を示唆する所見を
得た．
結論：緑内障に特徴的な所見（視神経乳頭陥凹拡大と視神経乳頭周囲出血）の導入は，新規の緑内障
発見に寄与していた．

キーワード　視神経乳頭陥凹拡大，視神経乳頭周囲出血，緑内障，眼底検査

緒　言
　近年健診や人間ドックの眼底検査において循環
器疾患のリスクだけでなく，緑内障や糖尿病性網
膜症，加齢黄斑変性症など眼科疾患のスクリーニ
ングが重要視されている 1,2）．日本人間ドック学会
では2015年度に眼底健診判定マニュアルが改訂
された 1）．我々はそれに先立ち2014年度から緑内
障に特徴的な所見 1,3）を導入し，眼科疾患の発見
向上を試みた．
　眼底健診判定マニュアルでは緑内障，糖尿病性
網膜症，加齢黄斑変性症は早期発見により視力障
害，失明の予防のため重要な疾患とされている．
眼底検査は，非侵襲的で簡便に検査が施行でき，

普及も進み安価で，遠隔読影にも適するとされて
いる．
　特に緑内障は，40歳以上の有病率が約5％と高
く，年齢とともにその割合は増加する 4）．成人の
途中失明の第一原因でもある．しかし，早期発見
により眼圧のコントロールにてその進行は遅らせ
ることが可能である 5）．
　さらに，緑内障は正常眼圧緑内障も多く，早期
には自覚症状も乏しいため，人間ドックで広く普
及している眼底検査は重要と考えられる．
　今回，緑内障に特徴的な所見導入後の有用性に
ついて検討した．
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対　象
　2013年度から2017年度までの一日ドック，二
日ドックで眼底検査を受診した157,276名のうち
要精密検査となった1,966名を対象とし（表1），
要精密検査者の受診状況を健診管理台帳により検
討した．

方　法
　眼底検査は，無散瞳眼底カメラ（TRC-NW300：
トプコン，東京）を使用した．眼底検査はガイド
ライン 3,6）に沿って臨床検査技師が行い，画像が
不鮮明にならないように調整しながら両眼を撮影
した．本人の希望によっては片眼のみを撮影した．
　我々は緑内障疑いの所見は，眼底検査で視神経
乳頭陥凹拡大・視神経乳頭周囲出血（図1，2），
眼圧23mmHg以上，FDT（ハンフリーFDTスク
リーナー：カールツァイスメディテック，東京）
で視野異常としており，その所見を有する場合精
密検査としている．今回の検討は眼底検査の所見
で精密検査になった者の精査状況を対象とした．

　眼底検査の判定は，眼科医による講習を受講し
た内科医（健診医）が行った後，臨床検査技師が
チェックを行い，所見を疑った場合健診医に再度
上申し，人間ドック診察時に別の健診医がダブル
チェックして行った 1,3,6）．
　精査状況の解析には，1,966名を健診管理台帳
より抽出し，精査結果と所見結果をエクセルファ
イルで行った．未受診・未診断例429名を除いた
1,537名のうち，導入前の2013年度は228名，導
入後の2014年から2017年は1,309名であった．
導入後の1,309名を対象として，視神経乳頭陥凹
拡大および視神経乳頭周囲出血の2つの所見と緑
内障診断との関連についてロジスティック回帰分
析を行った．統計検定には，IBM SPSS Statistics 
22.0（日本 IBM，東京）を用いた．
　倫理的配慮については，「厚生労働科学研究に
おける利益相反（Conflict of Interest: COI）の管理
に関する指針」7）に基づき，今回の検討では健診
データを匿名化し研究に使用することを文章化
し，受診者より同意を得ている．

表1　眼底検査受診対象者と精密検査対象者
年度 眼底検査受診者数 精密検査者数 男性 女性 平均年齢±標準偏差

2013年度  31847  305  204 101 58.38 ± 10.44
2014年度  32215  439  278 161 58.58 ± 10.60
2015年度  31366  381  220 161 58.56 ± 10.20
2016年度  30938  400  251 149 58.74 ± 10.16
2017年度  30910  441  264 177 57.90 ± 10.81
合計 157276 1966 1217 749

図1　視神経乳頭陥凹拡大（右眼）
69 歳女性
視力：R0.3　L0.9　眼圧：R9　L12

図2　視神経乳頭周囲出血（左眼）
61歳女性　緑内障疑い治療中
視力：R1.5　L1.2　眼圧：R13　L13　視野：異常なし
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結　果
　表2に眼底検査における精密検査者数とその割
合，また新規の緑内障の発見数とその割合を示す．
　2013年度から2017年度まで眼底検査を受診し
た157,276名のうち精密検査となった総数1,966
名（1.25％）であった．1,966例のうち，人間ドッ
ク受診時に緑内障の診断を受けている者はいな
かった．未受診および未返送数は全体で429名で
あり，精密検査者数全体（1,966名）の21.8％で
あった．
　新規の緑内障発見数は192名で，精密検査者数
全体の1,966名で除した割合は9.8％，眼底検査
受診者157,276名のうち0.12％であった．年度
ごとに比較すると緑内障に特徴的な所見導入前の
2013年度は精査率0.96％，緑内障発見率は0.07％
であり，所見導入後の2014年度から2017年度ま
での精査率および緑内障発見率はそれぞれ2014
年度1.36％，0.12％，2015年度1.21％，0.12％，
2016年度1 . 29％，0 . 12％，2017年度1 . 43％，
0.17％と所見導入後に精査率，緑内障発見率は増
加傾向にあった．

　表3に緑内障に特徴的な視神経乳頭陥凹拡大と
視神経乳頭周囲出血の2つの所見およびその他の
所見による緑内障の精査状況を示す．
　2014年度から2017年度まで緑内障に特徴的な
所見を導入した数は157名，そのうち緑内障の正
診率は46.5％，その他の所見で緑内障の正診率
は8.5％であった．
　表4に視神経乳頭陥凹拡大と視神経乳頭周囲出
血の正診率の結果を示す．
　緑内障に特徴的な所見128名のうち視神経乳頭
陥凹の拡大の使用数が38名（29.7％），視神経乳
頭周囲出血の使用数が90名（70.3％）であった．
そのうち緑内障の診断となった割合はそれぞれ
55.3％・57.8％と差がみられず両者とも緑内障
発見には同程度寄与していた．
　表5に緑内障の診断に至った症例の眼底所見の
内訳を示す．
　緑内障の診断に至った症例の眼底所見は，各年
とも眼底出血が最多で5年間の合計は109名，次
に多かったのが視神経乳頭周囲出血の52名で
あった．視神経乳頭陥凹拡大が次に多く23名，

表3　緑内障所見使用数および緑内障所見非使用数
導入前 導入後

全体合計
2013年度 2014年度 2015年度 2016年度 2017年度 合計

精密検査者数全体 305 439 381 400 441 1661 1966
　緑内障所見使用数*   2  26  12  28  91  157  159
　そのうち，緑内障正診数   2  13   8  15  37   73   75
　その緑内障正診率 100.0％ 50.0％ 66.7％ 53.6％ 40.7％ 46.5％ 47.2％
　緑内障所見非使用数＃ 226 307 305 290 250 1152 1378
　そのうち，緑内障正診数  19  27  30  24  17   98  117
　その緑内障正診率 8.4％ 8.8％ 9.8％ 8.3％ 6.8％ 8.5％ 8.5％

*視神経乳頭陥凹拡大および視神経乳頭周囲出血の2つの所見の使用数
＃視神経乳頭陥凹拡大および視神経乳頭周囲出血の2つの所見以外の使用数

表2　眼底検査精査率および緑内障発見率
導入前 導入後

全体合計
2013年度 2014年度 2015年度 2016年度 2017年度 合計

眼底検査受診者数 31847 32215 31366 30938 30910 125429 157276
精密検査者数全体   305   439   381   400   441   1661   1966
精査率 0.96％ 1.36％ 1.21％ 1.29％ 1.43％ 1.32％ 1.25％
未受診・未返送    77   106    64    82   100    352    429
精密検査者数（未受診・未返送を除く）   228   333   317   318   341   1309   1537
新規の緑内障発見数    21    40    38    39    54    171    192
新規の緑内障発見率 0.07％ 0.12％ 0.12％ 0.12％ 0.17％ 0.14％ 0.12％



41 ( 167 )人間ドック　Vol.35  No.2  2020年

糖尿病性網膜症が4名，黄斑疾患が4名であった．
　表6は視神経乳頭陥凹拡大と緑内障診断率との
関連について，表7は視神経乳頭周囲出血と緑内
障診断率との関連について，多重ロジスティック
回帰分析を行った（年齢，性で調整）．視神経乳頭
陥凹拡大では，調整後オッズ比（OR）9.9，95％信
頼区間（95％CI）: 5.1-19.3，p＜0.001と有意な
関連を示唆する所見を得た（表6）．また，視神経
乳頭周囲出血では，オッズ比（OR）12.9，95％信
頼区間（95％CI）: 8.1-20.5，p＜0.001と有意な
関連を示唆する所見を得た（表7）．

考　察
　2014年度から緑内障に特徴的な所見を導入し
たことにより全体の精査率も緑内障の発見率も増
加傾向にあり，スタッフの意識の向上や診断技術
の改善があったと考える（表2）．
　緑内障に特徴的な視神経乳頭陥凹拡大と視神経
乳頭周囲出血の2つの所見を導入した症例での緑
内障正診率も高く，所見の導入は緑内障発見に寄
与する傾向にあった（表3）．
　視神経乳頭陥凹拡大と視神経乳頭周囲出血を比
較すると両者の緑内障正診率は同程度で両者とも

表4　視神経乳頭陥凹拡大と視神経乳頭周囲出血の正診数および正診率
導入前 導入後

合計
2013年度 2014年度 2015年度 2016年度 2017年度 合計

視神経乳頭陥凹拡大　使用数 2  6  4  9 19 38（29.7％）  40
　そのうち，緑内障正診数 2  3  2  6 10  21  23
　その緑内障正診率 100.0％ 50.0％ 50.0％ 66.7％ 52.6％ 55.3％ 57.5％
視神経乳頭周囲出血　使用数 0 15  7 15 53 90（70.3％）  90
　そのうち，緑内障正診数 0 10  6  9 27  52  52
　その緑内障正診率 0.0％ 66.7％ 85.7％ 60.0％ 50.9％ 57.8％ 57.8％

使用数合計 2 21 11 24 72 128 130

未受診者および未診断者を除く1537名を対象とした．

表5　緑内障診断者の眼底所見内訳
導入前 導入後

合計
2013年度 2014年度 2015年度 2016年度 2017年度 合計

緑内障正診数 21 40 38 39 54 171 192
　視神経乳頭陥凹拡大  2  3  2  6 10  21  23
　視神経乳頭周囲出血  0 10  6  9 27  52  52
　眼底出血 17 27 27 22 16  92 109
　糖尿病性網膜症  1  0  1  1  1   3   4
　黄斑疾患  1  0  2  1  0   3   4

表6　視神経乳頭陥凹拡大と緑内障診断との関連
緑内障診断率 OR 95％CI p-value

視神経乳頭陥凹拡大　無 150/1271（11.8％） 1（reference）

視神経乳頭陥凹拡大　有 21/38（55.3％）
Crude 9.2 4.8-17.9 ＜0.001

Adjusted 9.9 5.1-19.3 ＜0.001

OR: Odds Ratio, 95％CI: 95％ Confidence Interval 
Logistic regression analysis, adjusted for age and sex.

表7　視神経乳頭周囲出血と緑内障診断との関連
緑内障診断率 OR 95％CI p-value

視神経乳頭周囲出血　無 119/1219（9.8％） 1（reference）

視神経乳頭周囲出血　有 52/90（57.8％）
Crude 12.6 8.0-20.0 ＜0.001

Adjusted 12.9 8.1-20.5 ＜0.001

OR: Odds Ratio, 95％CI: 95％ Confidence Interval 
Logistic regression analysis, adjusted for age and sex.
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緑内障発見への寄与は同程度であった（表4）．
　緑内障に特徴的な所見での精査結果は緑内障以
外の疾患の症例も多く，診断技術や撮影の際の拡
大撮影など改善すべき点もあった．特に眼底出血
の所見での緑内障発見数が多かったが，眼底所見
を見直してみると視神経乳頭周囲出血と採るべき
だった所見が多くみられた（表5）．
　今回の検討では，視神経乳頭陥凹拡大と視神経
乳頭周囲出血の2つの所見と緑内障診断との関連
を検討した．多重ロジスティック回帰分析（年齢，
性で調整）の結果，視神経乳頭陥凹拡大と緑内障
診断率との有意な関連（調整後OR9.9，95％CI: 
5.1-19.3，p＜0.001）および視神経乳頭周囲出血
と緑内障診断率との有意な関連（調整後OR12.9，
95％CI: 8.1-20.5，p＜0.001）を示唆する所見を
得た（表6，7）．
　緑内障に特徴的な所見は緑内障の発見に寄与し
ていたが，他の疾患や正常での精密検査結果の数
も多く診断技術の向上が必要と考える．また，未
受診者や未返送の割合も多く受診勧奨や受診状況
追跡なども課題である（表2）．
本研究の限界
　本研究では，健診管理台帳の精密検査結果をも
とに分析を行った．健康管理台帳には，人間ドッ
クの健診データが含まれておらず，精密検査受診
者それぞれの視力，眼圧等のデータが含まれてい
ない．そのため，眼圧（高眼圧，正常眼圧）での解
析および近視の影響を検討することが困難であっ
た．今後，健診管理台帳のシステム改修が必要と
考えられた．
　今回は，眼底検査のみによる精査結果の検討で
あった．多重ロジスティック回帰分析でも年齢・
性による調整にとどまり，他の要因の検討はでき
なかった．今後，眼圧や症状，近視の有無，家族
歴なども含め緑内障発見のため多角的な解析を行
い，さらなる精度向上に取り組むことが必要であ
ると考える．また，FDT検査など他のモダリティ
による検査結果とも組み合わせて総合的な診断が
できるよう検討したい．以上の限界はあるもの
の，視神経乳頭陥凹拡大と視神経乳頭周囲出血の

2つの所見の導入は，緑内障発見に寄与するもの
と示唆された．

結　語
　我々は緑内障に特徴的な所見を導入することで
緑内障発見への貢献を試みた．試みによって緑内
障発見に寄与でき，スタッフ全員の意識向上，診
断の精度向上が認められた．今後人間ドックにお
ける眼科疾患の発見により視力低下や失明の予防
に取り組んでいくことが重要である．

　なお，本論文の要旨は，第59回日本人間ドッ
ク学会学術大会（2018年，新潟）および第60回日
本人間ドック学会学術大会（2019年，岡山）で報
告した．
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Analysis of the Outcomes of the Fundus Examinations after Observation of the Speci�c 
Physiological Indicators of Glaucoma in Comprehensive Medical Check-ups

Kenichi Kubota1), Mikiko Machihara1), Tomomi Yatsuda1), Makiko Tajiri1), Noriko Tsukada1),  
Mai Maeda1), Manami Yamada1), Yukiko Matsunaga1), Eiko Morimoto1), Yoshio Nonami1),  

Yasuhiro Ogata1), Ayumi Onoue2), Hisamitsu Omori2)

1) Japanese Red Cross Kumamoto Health Care Center
2)  Department of Biomedical Laboratory Sciences, Faculty of Life Sciences,  

Kumamoto University

Abstract
Objective: A number of physiological indicators speci�c to glaucoma included enlarged 
optic disc depression and peri-optic disc hemorrhage have been introduced in the exam-
ination of fundus test results from comprehensive medical check-ups. Here, we aimed to 
study the outcomes of diagnosing novel cases of glaucoma and the viability of the indicators 
a�er their introduction.
Methods:  We compared the outcomes of glaucoma diagnosis before the introduction of 
the indicators in 2013 with those a�er their introduction between 2014 and 2017. We ret-
rospectively studied the data from the ledger of medical follow-up administration of those 
who underwent fundus examinations during comprehensive medical check-ups from 2013  
to 2017. Logistic regression analysis adjusted for age and sex was used to assess the asso-
ciation between the introduction of two indicators (enlarged optic disc depression and 
peri-optic disc hemorrhage) and correct diagnosis of novel cases.
Results: We observed an increase in the number of novel cases of glaucoma a�er the intro-
duction of the diagnostic indicators. �e e�ectiveness of the glaucoma-speci�c indicators 
was 46.5% (enlarged optic disc depression, 29.7%; peri-optic disc hemorrhage, 70.3%), but 
only 8.5% of the other indicators could successfully diagnose glaucoma. Additionally, there 
were no signi�cant di�erences in the rate of correct diagnoses between the indicators (en-
larged optic disc depression, 55.3%; peri-optic disc hemorrhage, 57.8%). Signi�cant associ-
ations were found between the introduction of two indicators (enlarged optic disc depres-
sion and peri-optic disc hemorrhage) and correct diagnosis of novel cases.
Conclusions: �e introduction of enlarged optic disc depression and peri-optic disc hem-
orrhage as speci�c physiological indicators of glaucoma has contributed to an increase in 
the number of correct diagnosis of novel cases.

Keywords: enlarged optic disc depression, peri-optic disc hemorrhage, glaucoma, fundus 
examination
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緒　言
　アルカリホスファターゼ（ALP）は胆道系酵素と
して胆汁うっ滞時に上昇する以外に肝占拠性病変
や骨・甲状腺・副甲状腺疾患，妊娠でも上昇する
ことが知られている 1）．
　臨床や健診の場で他の肝胆道系酵素を含む基本
的な生化学検査に異常がないのにALPが高値と
なる例に遭遇することがある．具体的には骨疾
患，免疫グロブリン結合ALP，一過性高ALP血
症，家族性高ALP血症，悪性腫瘍などでみられ
る．それらのなかで家族性高ALP血症や一過性
高ALP血症，一部の免疫グロブリン結合ALPは
ALPが高値であることの病的意義が少なく，その
理解が乏しいと過剰検査が行われる懸念がある．
　一過性高ALP血症は1977年にPosenらが乳児
期の高ALP血症として初めて提唱した 2）．小児，
特に3歳未満に多く，ウイルス感染などを契機に
ALPが基準範囲の上限の数倍から数十倍まで上昇
し，4週前後で正常化する．ALPアイソザイムの
パターンが特徴的で，通常の肝型ALPが出現する
α2位より陽極側に移動が速い fastα2バンドが出

人間ドックで経験した成人の一過性高 ALP血症
若松弘之 1,3）　大内 輝 1）　津畑宏明 1）　岡崎幸生 1） 

澤田威男 2）　谷口信行 2,3）　山田俊幸 2,3）

要　約
目的：無症状の成人では報告がまれな一過性高アルカリホスファターゼ（ALP）血症を人間ドックで
経験した．アイソザイム検査の再検討を加えたのでその考察も含めて報告する．
対象：一日ドックを利用した30代前半の男性．原因不明の下痢，腹痛，皮疹，発熱で受診歴が以
前あったが，人間ドック利用時は無症状であった．
結果：一日ドック受診時にALPが1,297U/Lと異常高値であったが，その他の検査は異常なかった．
6日後に外来を受診し，ALPは591U/Lに低下し，14日後に327U/Lと正常化した．背景となる病
態は特定されなかった．ALPアイソザイム検査では，人間ドック受診時の血清で一過性高ALP血症
に特徴的な fast α 2バンドを認め，経過とともに減少したが，14日後でもわずかに残存していた．
結論：無症状の成人においても一過性高ALP血症が起こりうる．その診断に際してALPがもし低
下していてもALPアイソザイム検査は有用だろう．

キーワード　アルカリホスファターゼ，一過性高 ALP血症，ALPアイソザイム

現し，全体としてALP3との二峰性パターンとな
るのが典型的である．本邦でも複数の小児の症例
報告 3-6）があり，本邦の小児一過性高ALP血症で
fastα2バンドを確認した症例の第一例は1973年
の虎の門病院臨床生化学科からの報告と推測され
る 3）．その発症頻度は小児科外来の0.5％と推定
されているが 5），fastα2バンドを確認した本邦の
成人例報告はまれである．
　今回，人間ドックで経験した成人の一過性高
ALP血症で，症状や基礎疾患もなく，数値が改善
しても fastα2バンドを証明できた症例を報告す
る．

対　象
　対象は2019年8月に当院人間ドックを受診し
た30代前半の男性．約3年前に上腹部痛で当院救
急外来を受診したが，診断は特定できずに回復し
た．
　当時のALPは 132U/Lでその他の肝機能検査も
基準範囲内であった．前年の5月に発熱，上腹部
痛で他院救急外来を受診し，その後も上腹部痛や
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下痢・皮疹などの症状があり近医を受診するも診
断不明で回復することが何回かあった．前年まで
巡回健診を受けていて異常なし（ALPは133U/L）
であったが，今回は検査項目が多くオプションを
選択できる人間ドックを受診した．人間ドック受
診時には上記の症状も含めて問診と診察で異常は
全く認めなかった．
　ALP活性は JSCC（日本臨床化学会）標準化対応
法で測定された．ALPアイソザイム再分析は
2019年9月下旬に自治医科大学附属病院臨床検
査部で行われ，検査機器は“エパライザージュニ
ア2（ヘレナ研究所，埼玉）”を用い，支持体にアガ
ロースゲル膜を用いた．検体は残余検体を凍結保
存したものを利用した．

結　果
人間ドック受診時
　人間ドックでの検査結果を表1に示す．ALPが
1,297U/Lで基準範囲上限の約3.9倍と高値を示
したものの，他の検体検査には総ビリルビン値が
軽度高値であった以外に目立った異常は認めな
かった．内視鏡検査のために行われた感染症検査
はいずれも陰性であった．画像検査では腹部エ
コーで肝・腎のう胞を認めたが，胸部X線検査と
上部消化管内視鏡検査とも異常は認めなかった．
外来受診時
　人間ドックの結果を受け，6日後に当院総合診
療内科外来を受診した．問診と診察では異常は認

めなかった．血液型はA型と自己申告があった．
腹部造影CT検査が追加され，3年前の救急受診
時のCT検査と同様，肝のう胞と両腎のう胞の多
発を認め増大傾向だが，そのほかに異常は認めな
かった．ALPは591U/Lと，低下が確認された．
一過性高ALP血症の可能性も疑われウイルス検
査が追加された．RS（NT法）は4倍未満で陰性，
CMV（CF法）は4倍未満で陰性，EBV-VCA-IgG
は160倍で既感染の結果であった．
　人間ドックから14日後の外来再診時にはALP 
327U/Lと基準範囲内まで改善した．アイソザイ
ム検査結果も勘案し，一過性高ALP血症と判断し
てそれ以上の精査は見送り，1年後再検として一
旦終診とした．
ALPアイソザイム検査（委託検査結果と再検討結果）
　外来初診時に，6日前の人間ドック時の残余検
体を用いて外部委託の衛生検査所で検査したとこ
ろ，外来再診までに「偽ALP2＋3が100％」とい
う結果が得られた．外注デンシトグラムを図1に
示す．コメントには「臨床的意義は不明だが，一
過性の高ALP血症と思われるバンドを認める．こ
のバンドがALP2，3型の位置と重なって出現し
ている偽ALP2＋3という表現にした」と記載され
ていた．対照検体のパターンが示されておらず，
fast α2バンドがあるのか確信が持てなかったた
め，人間ドック時の検体と外来受診時の検体を再
検討すべく，自治医科大学でALPアイソザイムの
経時分析を行った．それぞれの検体のデンシトグ

表1　人間ドック時の検査結果
尿検査
　一般：比重1.019，pH 5.5，蛋白：陰性，糖：陰性，潜血：陰性，ケトン1＋
　沈渣：赤血球 1未満 /HPF，白血球 1未満 /HPF，扁平上皮 1未満 /HPF
生化学検査
　TP 7.1g/dL，ALB 5.0g/dL，AST 16U/L，ALT 11U/L，γ -GT 14U/L，LD 159U/L，ALP 1297U/L，T.Bil 1.5mg/dL，
　D.Bil 0.5mg/dL，ChE 241U/L，AMY 83U/L，TC 151mg/dL，HDL-C 71mg/dL，LDL-C 73mg/dL，TG 44mg/dL，
　BUN 14.2mg/dL，Cre 0.88mg/dL，UA 5.7mg/dL，CRP 0.06mg/dL，BS 92mg/dL，HbA1c 5.5％
血算と血球分画
　白血球 4300/ μ L，赤血球 493万 / μ L，ヘモグロビン14.5g/dL，ヘマトクリット42.8％，血小板22.0万 / μ L，
　白血球分画（好中球60％，好酸球2％，好塩基球 1％，単球5％，リンパ球32％）
感染症スクリーニング検査
　HBs抗原・HCV抗体・梅毒TP抗体：陰性
画像検査診断
　胸部X線検査　異常なし／腹部エコー　肝・腎のう胞／上部消化管内視鏡　異常なし
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ラムに，同時に電気泳動された対照検体のそれを
重ね合わせて評価した（図2）．人間ドック時の検
体では通常泳動位置を示す対照血清と比べALP2
より陽極側のバンド（fast α2バンド）と偽ALP2＋

3の二峰性バンドを認めた．fast α2バンドは図2a
で明瞭に描出され，6日目（図2b）にも認め，14日
目にはALPの低下に伴いバンドは薄くなるが陽極
側に残存した（図2c）．

考　察
　本例の高ALP血症に対して，外来初診時の腹
部造影CT検査で肝胆道系悪性疾患が否定的と
なった．過去の消化器症状と発熱，皮疹を繰り返
す症状から潰瘍性大腸炎，膠原病などを背景とし
た免疫グロブリン結合ALPによる高値も考えたが
臨床的に否定的であった．また血液型がB型また
はO型なら小腸型ALP5が増加する家族性高ALP
血症も考えられたが，本例の血液型はA型との自
己申告であった．アイソザイムのデンシトグラム
パターンをみたときALP3優位と認識し，骨・内
分泌疾患の精査も検討していた．
　自治医科大学での再検討で外注アイソザイム結
果は本症に特異的な fast α2バンドであったと証
明できたので一過性高ALP血症と最終的に診断
した．その背景として疑われるウイルス感染と
いった要因を今回は特定できなかった．

図1　 人間ドック時の検体を外注したALPアイソザイム・
デンシトグラム（陽極　右）

一過性高ALP血症のコメントから二峰性の陽極側のピークが fast α 2
バンドだが，対照の泳動がないので分かりにくい．図2aの検体の
デンシトグラムと比較して電極の向きが逆なので左右逆パターンに
なっている．

図2　ALPアイソザイムの経過：上段デンシトグラムと下段電気泳動像（陽極　左）
上段がデンシトグラム．濃いエリアが患者検体で，実線が既知の対照血清（ALP1 18.5％，ALP2 36.1％，ALP3 20.0％，ALP5 25.4％）．
人間ドック時の検体ではALP2より陽極側のバンド（fast α 2バンド）と偽ALP2＋3の二峰性バンドを認めた．通常泳動位置を示す対照血清
（下段の上）と重ねて患者血清（下段の下）と比較すると fast α 2バンドの存在が図2aで明瞭に濃く描出され，6日目（図2b）にも認め，14日目
にはALPが基準範囲内まで低下し，それに伴いバンドも薄くなるが陽極側に残存していることが証明できた（図2c）．

a ↑ ・・・fast α２ band                 b                      ↑ ・・・fast α２ band                 c                       ↑ ・・・fast α２ band
上：コントロール 上： コントロール 上： コントロール
下： 8/7 ドック検体 ALP 1,297 U/L 下： 8/13 外来検体 ALP  591 U/L   下： 8/20 外来検体 ALP   327 U/L  

図2 ALPアイソザイムの経過:上段デンシトグラムと下段電気泳動像 (陽極 左)

ALP1 ALP2+3 ALP5 ALP1 ALP2+3 ALP5 ALP1 ALP2+3 ALP5



47 ( 173 )人間ドック　Vol.35  No.2  2020年

　一過性高ALP血症は内科系教科書や雑誌の総
説 1）には記載されておらず臨床検査科や小児科以
外ではその認識は低いと思われる．本症に特異的
であるアイソザイム検査での fast α2バンドも認
識が低く，原因不明の一過性高ALP血症を認めた
場合，アイソザイム検査が依頼される機会は少な
いと想像する．今回のように検査側から「一過性
高ALP血症」のキーワードが臨床医側にコメント
で返されなければ，疑うことは困難であろう．星
野 5）は，国内のALPアイソザイム検査の7割を実
施している衛生検査所に，一過性高ALP血症を
疑った場合は必ずコメントするように求めてい
る．
　fast α2バンドの発現機序は不明であるが，小児
例での報告ではウイルス感染を含む何らかの刺激に
よりALP2＋3が過剰にシアル化され偽ALP2＋3
を形成し血中半減期が長くなりALPが高値とな
る．シアル酸負荷によりALP酵素蛋白表面のマイ
ナス荷電が増すために通常のALP2位よりも陽極
側に速く移動してアイソザイム検査で fast α2バ
ンドが検出されると考えられている 5）．
　ALP活性が正常化すると小児例では fastα2バ
ンドの証明は困難と考えられてきたが，米本 7）や
東 8）の本邦成人例の報告の考察でALP活性が低下
しても fast α2バンドを検出し，急性期を過ぎても
一過性高ALP血症が診断できる可能性に言及し
ていた．しかし，電気泳動像の模式図の提示にと
どまったり，対照と比較した明瞭なデンシトグラ
ムが示されていなかった．本例ではデンシトグラ
ムと電気泳動像において対照と比較してそれを証
明することができた．本例ではALPが正常化した
14日目の検体で fast α2バンドを証明した．骨型
ALPの半減期が2～3日程度，肝型ALPの血中半
減期が7日程度と報告されているが，シアル化に

より糖鎖結合が変位したALPは半減期が長くな
り，14日目でも fast α2バンドが検出されたと推
測する．
　fast α2バンドを証明した本邦成人の一過性高
ALP血症の4例を表2に示す．1例目は悪性リン
パ腫の50代女性 9），2例目は皮疹，38度の発熱を
伴った20代女性 7），3例目はベーチェット病の30
代男性 8）であったが，本例は30代前半の男性で以
前に上腹部痛，皮疹，発熱があったものの人間
ドック利用およびその精査受診時は無症状で基礎
疾患もないことが特筆できる事例であった．本例
のような例はこれまで見逃されている可能性があ
る．理由としてALP高値時の検体を保存してまで
アイソザイム検査が行われることが少ないこと，
経過中に再検してALPが低値になったことで安
心して精査がなされないなどが挙げられる．再検
してALP活性が低下していても，アイソザイム検
査により fast α2バンドを証明することにより本症
を診断できる可能性があるため，高値時の検体が
入手できなくても，受診時の検体でアイソザイム
を依頼することが望ましく，その際は我々の検討
のようにALP高値の検体と対照をともに泳動した
アイソザイムのデンシトグラムが比較しやすく提
示されれば，電気泳動像より fast α2バンドが認
識しやすい．
　ALP検査は人間ドックでも議論となっていた．
和田は2012年の日本人間ドック学会学術大会長
講演でスクリーニング検査として妥当性を検討す
べき臨床検査の例としてALP検査に言及し，ALP
検査は高額な過剰検査につながりやすく，AST，
ALTといった肝機能スクリーニング検査があるの
にALP検査まで必要なのか疑問が残ると述べて
いる 10）．このように人間ドックにおいてもALP検
査の意義が議論になっているが，普及している基

表2　成人の一過性高ALP血症　本邦例（fast α 2バンドが記載されている例）

発生年 年齢 性別 前回値 ALP極値 ALP経過
1週後

ALP経過
2週後

ALP経過
5～6週後 血液型 基礎疾患・臨床状況 文献番号

1989 50代 女 不明 2439 2000前後 1300前後 5週後に基準範囲内 不明 悪性リンパ腫 9）

2015 20代 女 171 1701 - 682 207（6週後） O型 咽頭痛，皮疹等先行後38℃の発熱 7）

2016 30代 男 290 2786 - - 579（5週後） O型 ベーチェット病 8）

2019 30代 男 133 1297 591（6日後） 327 - A型 人間ドック利用時無症状

ALP単位　JSCC法　U/L
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本臨床検査でもあり，結果を適切に評価すること
が必要となる．
　日本人間ドック学会でALP判定基準を設けて
いないのは血液型や性別（妊娠，閉経），年齢を組
み入れた判定基準にすると複雑になるためである
が，肝機能検査の枠組みで当然のように検査され
るALP検査に対し，日本人間ドック学会から判定
基準が示されていないので，基準値を少し超えた
だけで機械的に要精査判定にされている事例も目
にする．内科出身以外の医師の参入が増えている
人間ドック担当医師の現状を考えると，他の検査
結果も参考にして適切に要精査判定から経過観察
判定へ判定変更する作業が適切に行われていない
可能性がある．ALP異常高値で紹介された外来担
当医もALP精査目的の紹介状を受け取ると鑑別
診断に肝胆道系悪性腫瘍や骨・内分泌疾患がある
ので一部で過剰精査してしまう恐れがある．
　ALP以外の肝胆道系酵素に異常がなく，症状や
身体所見のない成人の場合，1～2週間後のALP
高値継続を確認してから肝胆道系疾患や骨疾患の
検査計画を立てても遅くはなく，過剰精査は回避
できると思われるものの，ALPの単独高値につい
ては具体的な定義や検査基準はない．Choosing 
Wiselyを目指し，単独高ALP血症の暫定的定義

を「基準値上限の2倍以上でかつALP以外の肝胆
道系検査値の有意な上昇を認めない」とし，その
診断フローチャートを案として図3に提示する．
　fast α2バンドを証明した本邦成人例の報告は確
かにまれであったが，人間ドックにおいても見出
されているので氷山の一角と考える．まれな病気
は大学病院などの大病院でなければ診断がつかな
いことが多いが，市中病院や人間ドックでも見つ
かることがある．ある大学病院から報告された家
族性高ALP血症 11）は民間健診機関から紹介され
た事例であり，本症例も人間ドックで見つかった
事例である．筆者が経験した遺伝性コリンエステ
ラーゼ欠損症や無症状の高コリンエステラーゼ血
症，遺伝性球状赤血球症はいずれも未発表である
が人間ドックでの経験事例である．健診・人間
ドックでは精検受診率の低さもあり，実態や原因
が解明されていない事例は多いと予想される．人
間ドックには研究材料の宝の山 12）が放置されてい
るのかもしれない．

結　語
　今回の事例から，無症状の成人においても一過
性高ALP血症が起こりうる．ALPアイソザイム
検査は一過性高ALP血症の診断に有用である．ま

図3　成人の単独高ALP血症の診断フローチャート　案

ALP が基準値上限の２倍以上かつ他の肝胆道系検査値の有意な上昇を認めない 
1～２週間後再検 

ALP 低下または正常化  
一過性高 ALP 血症・・・必須ではないが ALP アイソザイム検査で fastα２バンドの確認が推奨される。  
自覚症状 : 小児では下痢・発熱の報告が多い。  
基礎疾患 : 小児では以下のウイルス感染の報告が多いが、成人では基礎疾患が不明なことが多い。 
  ・エンテロウイルス（エコー22、エコー71、コクサッキーB4）、ロタウイルス 

・サイトメガロウイルス、ヘルペスウイルス、アデノウィルス、ＥＢウイルス 
  ・RS ウィルス 
   

ALP 高値持続 妊娠、腎疾患、肝硬変など ALP 検査が入り口にならない病態は鑑別リストから除外した。 
ALP アイソザイム検査提出  
・ALP2 優位 肝胆悪性腫瘍の可能性を念頭に腹部エコー、腫瘍マーカー等検査 
・ALP3 優位  甲状腺・骨・副甲状腺疾患の精査 
・ALP5 優位  家族性高 ALP 血症（血液型 B, O）・・・本人への追加精査は不要、場合によって家族調査で確定診断 
・ALP6 出現 免疫グロブリン結合 ALP・・・原則精査不要。必要に応じて関節リウマチ、潰瘍性大腸炎などの基礎疾患の検索

  
 Choosing Wisely（臨床検査の適正使用に向けたメッセージ） 

 ・Avoid further examination instantly in case of only ALP elevation except for suspicious of malignancy. 
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た，ALPが正常化した検体でも異常バンドの残存
が証明されたのでALPが低下していてもアイソザ
イム検査がその診断に有用と思われる．
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Transient Hyperphosphatasemia in an Adult Identi�ed by a One-day Health Check-up

Hiroyuki Wakamatsu1,3), Hikaru Ohuchi1), Hiroaki Tsubata1), Yukio Okazaki1),  
Takeo Sawada2), Nobuyuki Taniguchi2,3), Toshiyuki Yamada2,3)

1) Division of Health Checkup, Shin-kuki General Hospital
2) Department of Clinical Lavoratory, Jichi Medical University Hospital
3) Department of Clinical Laboratory Medicine, School of Medicine, Jichi Medical University

Abstract
Objective: To report an adult case of transient hyperphosphatasemia, which has been re-
ported to be rarely asymptomatic.
Methods: A healthy male in his early thirties underwent a one-day health check-up. 
Although he had a previous medical history of diarrhea, abdominal pain, rash, and fever of 
unknown etiology, he was asymptomatic at the health check-up.
Results: �e health check-up revealed an abnormally high ALP level of 1,297U/L, but the 
other test results were normal. During follow-up as an outpatient, the ALP level decreased 
to 591U/L a�er six days and to 327U/L a�er 14 days. Several examinations were unable to 
identify background disorders of hyperphosphatasemia. �e ALP isozyme test revealed a 
fast α2 band speci�c to transient hyperphosphatasemia in the serum at the health check-up. 
�e band remained slightly a�er 14 days.
Conclusion: Transient hyperphosphatasemia can occur in asymptomatic adults. Addition-
ally, the ALP isozyme test may be useful for the diagnosis of transient hyperphosphatase-
mia even if the ALP level decreases.

Keywords: alkaline phosphatase, transient hyperphosphatasemia, ALP isozyme
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特定保健指導対象者の当日指導未利用の理由
―協会けんぽ特定保健指導対象者に焦点をあてて―

山﨑 円 1）　山本和美 1）　山田昇司 1）　竹澤二郎 1）　小野田房子 1） 
橋爪直紀 1）　坪井りえ 2）　塩ノ谷朱美 2）

要　約
目的：協会けんぽ特定保健指導対象者の基本属性と当日指導未利用の理由との関連を明らかにする．
方法：対象は，当院で特定健康診査を受診した協会けんぽ被保険者のうち，特定保健指導対象者で
当日指導を希望しない者とした．調査方法は無記名自記式質問紙調査とし，分析は各項目の記述統
計量を算出し，対象者の基本属性と未利用の理由との関連を分析した．
結果：対象者の性別は男性44名（83.0％），女性9名（17.0％）であった．年齢は40歳代が25名
（47.2％）と最も多く，職種はサービス業が17名（32.1％）と最も多かった．未利用の理由は，「この
後すぐ仕事に戻らなければならない」29名（54.7％），「この後仕事には戻らないが時間がとれない」
13名（24.5％），「必要なら自分でやる」10名（18.9％）等であった．未利用の理由と関連があったの
は，当日指導が受けられることを知っていた群と「必要なら自分でやる」，勤務形態では夜勤あり群
と「すでに自分で生活習慣の改善に取り組んでいる」に関連がみられた．
結論：未利用の理由は時間的な理由のほか，干渉されたくない気持ちや健康よりも優先するものが
あると推測された．対象者の健康観を受け止め，適切な情報提供を行うとともに，従業員が特定保
健指導を利用しやすい職場環境となるよう，協会けんぽと連携し事業主に働きかけていくことが重
要である．

キーワード　特定保健指導，特定保健指導未利用の理由，当日特定保健指導，協会けんぽ

はじめに
　現在，各健康保険者がメタボリックシンドロー
ム（内臓脂肪症候群）該当者，および予備軍を減少
させることを目的とした特定健康診査（以下，特
定健診とする）を実施している．そして特定健診
の結果に基づき，メタボリックシンドローム該当
者と予備軍に対して特定保健指導が行われている．
　当院は山間部にあり，他に健診を行うことがで
きる医療機関が少ない．また，高齢化から医療福
祉関連の事業所が多く，観光などサービス業も多
いため当院で健診を受ける方は，全国健康保険協
会（以下，協会けんぽとする）被保険者が8割を占
めている．
　当院は平成25年度から協会けんぽより委託を
受け，協会けんぽ被保険者の特定健診当日に受診
者全員を階層化し，希望者には健診終了後，その
場で特定保健指導を行っている．健診当日に保健

指導を行うことは，改めて保健指導の機会を確保
する必要がないため，対象者にとって利便性がよ
く，健康意識の高いうちに動機付けを行うことが
できるため有効である．また問診・行動変容ス
テージの確認ができ，信頼関係を築くうえでプラ
スとなる 1）．
　厚生労働省の報告 2）では，平成25年度に特定健
診を受けた者のうち，特定保健指導の対象になっ
た者の割合は16.9％であり，そのうち特定保健
指導を終了した者の割合（特定保健指導実施率）は
17.7％である．全国の協会けんぽの特定保健指導
実施率は15.3％である．それに対して，当院健
診センターでは平成25年度の協会けんぽの特定
保健指導実施率（当日）は4.9％と低い．
　健診当日の特定保健指導実施率を向上させるた
めには，対象者がその日に特定保健指導を希望し
ない理由を把握する必要があると考えた．
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　先行研究では，特定保健指導の効果や課題に着
目したもの 3-5）や特定保健指導の影響についての
研究 6）などがあり，特定保健指導未利用の対象者
に注目した研究 7）は1件のみであった．この研究
では，現在の身体状態を健康ととらえる健康観が
根底にあり，生きがいを優先するなどの要素が影
響して未利用の理由を強化していることが示唆さ
れている．しかし，この研究は国民健康保険被保
険者が対象であり，さまざまな職種の現役世代を
被保険者としている協会けんぽの対象者に焦点を
あてた研究はほとんどない．
　そこで，本研究の目的は，協会けんぽ特定保健
指導対象者の当日特定保健指導（以下，当日指導
とする）未利用の理由と対象の基本属性等との関
連を明らかにすることとした．本研究により当日
指導を受けやすい環境を整えることにつながり，
実施率の向上を目指せると考えた．

対　象
　協会けんぽの被保険者で，平成29年11月から
平成30年1月の期間に当院で特定健診を受診した
者のうち，特定保健指導の対象者で当日指導を希
望しない者とした．

方　法
　調査方法は，無記名自記式質問紙調査とした．
質問項目は，先行研究および当院における平成25
年度から平成28年度の協会けんぽ特定保健指導
対象者の特性に基づき独自に作成した．調査項目
は下記のとおりである．
　対象者の基本属性として，年齢，性別，職業，
居住地，職種（業務内容），勤務地，勤務形態につ
いて調査した．さらに未利用と関連すると考えら
れた項目として，仕事以外の未利用の理由を知る
ために勤務以外に生活のなかで時間を割いている
ことや，当日指導を受けられることを知っていた
かを調査した．特定保健指導未利用の理由につい
ては，先行研究および研究者らのこれまでの特定
保健指導経験から選択肢を提示して複数回答と
し，当日指導に関する自由記述欄を設けた．
　分析方法は，対象の基本属性を下記のとおり群

分けした．年齢を40歳代，50歳代，60歳以上の
3群，性別を男，女の2群，居住地，勤務地を郡
内，郡外（県外も含む）の2群に分けた．職種は多
い業務内容からサービス業，医療福祉関係，建設
土木業，製造業，運送業，小売業，これらの職種
に該当しない，その他の業種の7群に分けた．勤
務形態は夜勤の有無を2群に分けた．仕事以外の
社会的役割の有無を2群，当日保健指導を受けら
れることを知っていたかの有無を2群に分けた．
これらの基本属性および未利用に関連すると考え
られた項目と未利用の理由との関連をχ 2検定また
はFisherの直接確率検定を用いて分析した．
　各項目の記述統計量を算出し，自由記述は類似
した内容をまとめて項目ごとに分類した．統計解
析には IBM SPSS Statistics 24（日本アイ・ビー・
エム，東京）を使用し統計学的有意差を5％未満
とした．
　倫理的配慮は，特定健診終了後，保健指導室
（個室）にて特定保健指導利用の有無を確認し，未
利用者に研究の趣旨を説明後，健診センター入口
を出た廊下のブースで質問紙への記入と回収箱へ
の投函を依頼した．研究参加に同意が得られた場
合には同意欄にチェック後，質問紙に記入するこ
と，同意が得られない場合は質問紙には何も記入
せず，回収箱に投函するよう依頼した．鍵のつい
た回収箱を使用し，質問紙の回収は個人が特定で
きないように特定健診を実施しない週末の時間帯
とした．なお，本研究は原町赤十字病院倫理委員
会の承認を得て行った．

結　果
　特定保健指導対象者95名のうち，当日指導実
施者の6名と受診勧奨者等を除く57名に質問紙を
配布した．うち研究協力への同意が得られた56
名を対象とした（回収率98.2％）．そのうち有効
回答53名を分析対象とした（有効回答率94.6％）．
　対象者の属性については，性別は男性44名
（83.0％），女性9名（17.0％）であった．年齢は

40歳代 25名（47 . 2％），50歳代 24名（45 . 3％），
60歳以上4名（7.5％）〔60歳代3名（5.7％），70歳
代1名（1.9％）〕であった．居住地はA病院の所在
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地である郡内が46名（86.8％）と最も多く，郡外
は7名（13.2％）であった．勤務形態は夜勤のある
業務に従事している人が16名（30.2％）であり，
当日指導が受けられることを事前に知っていた
人は28名（52.8％）であった．職種はサービス業
が17名（32.1％）と最も多く，医療福祉関係8名
（15.1％），建設土木業6名（11.3％），製造業5名
（9.4％），運送業3名（5.7％），小売業2名（3.8％）
であった．これらの職種に該当しない，その他の
業種は12名（22.6％）であった．仕事以外にも育
児・介護・地区活動などの社会的役割を果たして
いる人は21名（39.6％）であった（図1～7）．
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図6　対象者の職種
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図2　対象者の年齢
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図3　対象者の居住地

夜勤あり

30.2%

夜勤なし

69.8%

n=53 

図4　対象者の勤務形態
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図5　当日指導を受けられることを知っていた人の割合

　当日指導未利用の理由は，「（この後）すぐに仕
事に戻らなければならない」29名（54.7％），「（こ
の後）仕事には戻らないが時間がとれない」13名
（24.5％），「必要なら自分でやる」10名（18.9％）で
あった．次いで「（勤務地が）遠いため今後来られ
ない」，「すでに自分で（生活習慣の改善に）取り組
んでいる」，「保健指導を受けるのが面倒だ」がそ
れぞれ8名（15.1％）などであった（図8）．その他
に自由記述で「早く帰りたい気持ちがあるので短
時間でできると良い」，「受けたかったが指定日に
続けて来るのは無理」，「事前の告知があるとよ
い」，「食事制限や食事コントロール等がわかりに
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くい」，「面倒な印象がある」，「仕事で疲れてしま
うので休日は体を休めたり家のことをやりたい」，
「冬に向けて体力作りをしている」，「原因はわかっ
ている」，「前回と同じ内容であれば聞かなくて良
い」，「職場で月に一度保健師の面接相談指導があ
るため」，「通院せずに連絡が取れる体制で指導を
受けることが可能ならありがたい」，「もし時間が
とれるようになれば受けたいと思っている」とい
う内容であった（表1）．

　基本属性と未利用の理由との関連については，
運送業では，「この後仕事には戻らないが時間が
とれない」に対して全員が「はい」と回答しており，
有意な差がみられた（p＝0.012）．当日指導が受
けられることを事前に知っていた群と「必要なら
自分でやる」に有意な差がみられた（p＝0.011）．
勤務形態では夜勤あり群と「すでに自分で生活習
慣の改善に取り組んでいる」に有意な差がみられ
た（p＝0.045）（表2）．
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図7　仕事以外の社会的役割（複数回答）
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図8　当日指導未利用の理由（複数回答）
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考　察
　未利用の理由として「（この後）すぐ仕事に戻ら
なければならない」などの時間的な理由に「はい」
と回答した人が多かった．自由記述欄でも時間的
な理由や自身の多忙を理由にしている人が多かっ
た．当院は山間部にあり，健診ができる医療機関
が少なく，遠くから健診に来ること，地域の特性
として，高齢化から医療福祉関連の事業所が多

く，また観光などサービス業が多いため，健診の
後に仕事に戻る等，時間的な制約がある受診者が
多いことが推測される．井上らによる特定保健指
導未利用者へのアンケート調査 8）において「忙しく
て受ける時間がない」と答えたものが22.9％と多
かった．この調査は当日の特定保健指導未利用の
理由についての質問ではないため，一概に同様の
結果とはいえないものの，「時間」は特定保健指導

表1　当日指導を希望しない理由（自由記述）
項　　目 内　　　　容

時間的な理由
・早く帰りたい気持ちがあるので短時間でできると良い．
・受けたかったが指定日に続けて来るのは無理．
・事前の告知があるとよい．

指導が面倒
・食事制限や食事コントロール等がわかりにくい．
・面倒な印象がある．
・仕事で疲れてしまうので休日は体を休めたり家のことをやりたい．

必要なら自分でやる
・冬に向けて体力作りをしている．
・原因はわかっている．
・前回と同じ内容であれば聞かなくて良い．

その他
・職場で月に一度保健師の面接相談指導があるため．
・通院せずに連絡が取れる体制で指導を受けることが可能ならありがたい．
・もし時間がとれるようになれば受けたいと思っている．

表2　対象者の基本属性と未利用の理由との関連（n＝53）

未利用の理由の項目a 未利用の理由と
関連していた基本属性

未利用の理由の回答
p値はい いいえ

計
n（％） n（％）

「この後仕事には戻らないが時間がとれない」

「職種」b
サービス業  2 （ 11.8） 15 （ 88.2） 17

0.125
サービス業以外 11 （ 30.6） 25 （ 69.4） 36
医療福祉  3 （ 33.3）  6 （ 66.7） 9

0.385
医療福祉以外 10 （ 22.7） 34 （ 77.3） 44
運送業  3 （100.0）  0 （  0 .0） 3

0.012*
運送業以外 10 （ 20.0） 40 （ 80.0） 50
建設土木  0 （  0 .0）  6 （100.0） 6

0.167
建築土木以外 13 （ 27.7） 34 （ 72.3） 47
小売り  0 （  0 .0）  2 （100.0） 2

0.566
小売り以外 13 （ 25.5） 38 （ 74.5） 51
製造業  1 （ 20.0）  4 （ 80.0） 5

0.643
製造業以外 12 （ 25.0） 36 （ 75.0） 48
その他  4 （ 36.4）  7 （ 63.6） 11

0.257
その他以外  9 （ 21.4） 33 （ 78.6） 42

「すでに自分で生活習慣の改善に取り組んでいる」
「夜勤」
あり  5 （ 31.3） 11 （ 68.8） 16

0.045*
なし  3 （  8.1） 34 （ 91.9） 37

「必要なら自分でやる」
「当日指導を知っていたか」
知っている  9 （ 32.1） 19 （ 67.9） 28

0.011*
知らない  1 （  4.2） 23 （ 95.8） 24

未利用の理由の項目aは，基本属性と関連のあった項目のみ示す．
基本属性の項目にbと示したものはχ 2検定，無印はFisherの直接確率検定を用いた．
*p＜0.05
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未利用の大きな理由の一つであると考える．
　健診当日に保健指導を行うことは，健康意識の
高いうちに動機付けを行うことができるだけでな
く，改めて保健指導の機会を確保する必要がない
ため，時間的な理由で未利用となっている人に
とっては，よい機会だと考えられる．そのため，
健診の後に従業員が特定保健指導を利用してから
職場に戻ることが一般的となるような職場環境が
整えられるよう，事業主に働きかけていく必要が
あると考える．厚生労働省の労働者健康状況調
査 9）では，事業所の規模が小さいほど健康づくり
に関連する取り組み割合が低いという結果があ
る．小規模事業所では，事業主の考え方によっ
て，従業員の健康管理のとらえ方がまちまちであ
ると思われることから，協会けんぽと連携し，事
業主への働きかけが重要である．また指導する側
の工夫としては，仕事への影響を考慮し短時間で
指導を終える必要がある．運送業では，「この後
仕事には戻らないが時間がとれない」という未利
用の理由に関連がみられたが，今回の結果では運
送業の職種に該当した人は3名のみで全体的な回
答ととらえるには限界がある．しかし，中小企業
の従業員が加入する協会けんぽでは，健診におけ
る時間的な余裕がないことが推測され，当日指導
について短時間でできることを強調して案内する
ことも有効と考えられる．
　先行研究では未利用の理由として赤堀ら 7）は，
特定保健指導対象者が，自身の健康観に基づく自
己決定の権利があると考え，自分らしさを大切に
するとともに，保健師の介入を干渉ととらえてい
ると述べている．赤堀らの研究は国民健康保険被
保険者を対象としていたが，本研究の結果では，
協会けんぽの対象者も同様であった．本研究にお
いても，「必要なら自分でやる」，「すでに自分で
生活習慣の改善に取り組んでいる」など自身で実
施するに「はい」と回答した人が18名（34.0％）お
り，干渉されたくない気持ちの表れもあると推測
された．これは，赤堀ら 7）が述べているように，
特定保健指導対象者は日常生活習慣に自分らしさ
を感じ，その生活を大切にするとともに，その日
常生活に表される生き方やスタイルを維持しよう

とする思いと，保健師が求める生活は，対象者の
日常生活と異なるものであり，考え方の相違から
信頼関係を構築するまでに至らず，「干渉」ととら
えたのではないだろうか．宗像 10）は，「保健行動
が実行されるにしても，その実行のあり方は多様
なものがある．医療従事者がこの多様なあり方を
軽視して，機械的に保健行動を期待することは無
理がありかかわりの効果をほとんど無にする可能
性がある」と述べており，保健行動の実行に伴う
価値観の相違について，医療従事者が陥りやすい
価値観を指摘している．対象者の価値観を理解し
健康観を受け止め，柔軟で共感的な対応が重要と
考えられる．
　当日指導が受けられることを事前に知っていた
人は「必要なら自分でやる」という未利用の理由と
関連があった．これは健康に対して関心があり，
すでに取り組んでいる，もしくは過去に取り組ん
だ経験があるためではないかと推測される．この
ような対象者は過去に保健指導を受けた経験か
ら，同様の指導内容と考えて受けない可能性や自
己流で行っている可能性，先行研究 7）でも示唆し
ているように保健指導を連続して受ける必要性を
認識していないことから未利用になることが考え
られる．このような対象者には継続して行うこと
の大切さや適切な情報提供を行うことが重要と考
える．
　また，勤務形態が夜勤ありの人は，未利用の理
由として「すでに自分で生活習慣の改善に取り組
んでいる」と関連があった．それは，生活が不規
則だからこそ気をつけているとも推測される．そ
の取り組みを尊重し指導につなげていくことが有
効であると考える．さらに夜勤でも取り組みやす
い方法など適切な助言を行っていくことが有効で
あると考える．
　有意な差はみられなかったが，仕事以外の社会
的役割があると回答した群と「保健指導を受ける
のが面倒だ」に「はい」と回答した人が8名（15.1％）
おり，また，世代的に仕事以外にも育児・介護・
地区活動などの社会的役割を果たしている人は
21名（39.6％）だったことから，時間の制約があ
ると回答する理由の一つとなっていると考える．
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先行研究では，「私には良好な健康より大切な生
きがいがある」という未利用の理由があることか
ら，保健指導を受けることよりも，育児や介護な
どの優先するものがあることを理解し受け止めた
うえで，対象者に寄り添った支援をしていく必要
がある．
　周知方法については，指導を受けられることを
事前に知っていた人は28名（52.8％）で，約半数
の受診者が当日指導を受けられることを知らな
かった．自由記述でも「事前の告知があるとよい」
という意見があった．当日指導を受けることにつ
いて，心構えがあると利用しやすい人がいると考
えられる．
　また「仕事で疲れてしまうので休日は体を休め
たり家のことをやりたい」，「原因はわかってい
る」，「食事制限や食事コントロール等がわかりに
くい」，「面倒な印象がある」など，実際の保健指
導内容とは異なるイメージにより未利用を選択し
た人もいた．事前に特定保健指導の内容を具体的
に示し，取り組む事項について理解が得られれば
これらの回答をした人も利用する可能性がある．
周知方法の検討や協会けんぽからの情報提供も必
要である．
　最後に，本研究の限界として，アンケート調査
期間が2ヵ月，解析対象が53名と短期間で少数で
あったことが，未利用の理由と対象者の基本属性
等に有意差を認めたものが少なかった要因となっ
たと思われる．

まとめ
　特定健康診査を受診した協会けんぽ被保険者の
うち，特定保健指導の対象者で当日指導を希望し
ない者に対し，当日指導未利用の理由を質問紙に
より調査し，基本属性との関連を明らかにした．
未利用の理由と関連があったのは，当日指導が受
けられることを知っていた群と「必要なら自分で
やる」，勤務形態では夜勤あり群と「すでに自分で

生活習慣の改善に取り組んでいる」であった．今
後は協会けんぽと連携し事業主に働きかけていく
とともに，利用しやすい環境を整えていく必要が
ある．また，「自分で実施する」「保健指導が面倒」
のように干渉されたくない気持ちや健康よりも優
先するものが根底にあると推測される理由もあっ
たことから，対象者の健康観を受け止め，適切な
情報提供を行うことが重要である．
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Abstract
Objective: �is study aims to clarify the main reasons why patients do not receive speci�c 
health guidance (SHG) on the same day of their check-ups from the Japan Health Insur-
ance Association (JHIA), especially regarding background characteristics.
Methods: Subjects were patients who did not receive SHG on the same day of check-ups 
by the JHIA in our hospital. We investigated the reasons by analyzing a questionnaire as 
well as opinions freely given by these patients.
Results: �e questionnaire was distributed to 57 subjects. We received and examined 53 
(94.6%) valid responses from 44 (83%) men and 9 (17%) women.
A total of 25 patients (47.2%) were in their 40s, 17 (32.1%) were working in service indus-
tries, and 21 (39.6%) were either taking care of their children and seniors, or participating 
in social activities besides their jobs.
Among the main reasons for not receiving SHG the same day of check-ups were the fol-
lowing: “I must go back to work as soon as possible” (29, 54.7%), “I have no time today for 
activities not related to work” (13, 24.5%), and “I’ll improve my lifestyle habits by myself if 
necessary” (10, 18.9%).
Regarding the statistical analyses, there was a significant positive association between 
subjects who beforehand knew they were able to receive SHG on the same day and the re-
sponse “I’ll improve my lifestyle habits by myself.” On the other hand, there was a positive 
association between subjects who worked on the night shi� and the response “I’ve already 
tried to improve my lifestyle habits.”
Conclusion: �is study suggests that the main reasons for insured patients not receiving 
SHG the same day of check-ups were responses related to lack of time and concern that it 
would interfere in matters that were more important than their health problems.
 To increase the rate of receiving SHG the same day, it is important for us to provide proper 
information about this procedure to insured patients. Furthermore, we need to recommend 
employers in cooperation with the JHIA to provide better work conditions for their em-
ployees.

Keywords: speci�c health guidance (SHG), reason for not receiving SHG, SHG the same 
day of check-ups, Japan Health Insurance Association (JHIA)
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高ストレス該当者にみられる生活習慣の特徴
西山里枝　長谷部靖子　羽田野今日子　渡邉早苗　八木 完

要　約
目的：近年，仕事や職業生活に関することで，強いストレスを感じている労働者の割合は半数を超
えており，産業医・産業保健機能の強化が図られている．今回，ストレスと生活習慣の関係を調査
し，保健指導時に心身両面での総合的な健康支援を行うことを目的とし検討を行った．
方法：2017年度に当センターで健康診断とストレスチェックを受検した19,181名（47.3 ± 11.9歳，
男性10,074名，女性9,107名）を対象とした．高ストレス該当者と標準的な質問票の生活習慣項目
との関係について分析を行った．
結果：高ストレス該当者割合は13.0％であり，男性14.2％，女性11.8％と男性が高かった（p＜
0.001）．男性は30歳代（17.6％），女性は29歳以下（18.9％）の該当者割合が最も高く年齢が上がる
につれて減少した．生活習慣項目との関係では，高ストレス該当者では「睡眠で休養が十分とれて
いる」の回答割合が非常に低く，男女ともすべての年代で有意差がみられた（p＜0.001）．また，高
ストレス該当者割合の高い年代では，男女ともに食生活や体重変動などの多くの質問項目で有意差
がみられ，特に女性では高ストレス該当者の喫煙割合が有意に高かった（29歳以下p＜0.01，30歳
代，40歳代p＜0.001，50歳代p＜0.05）．
結論：高ストレス該当者の多くに生活習慣の乱れが認められ，ストレスと生活習慣が互いに影響し
合っていることが示唆された．背景にあるストレスに配慮した生活習慣の指導を行うことにより保
健指導の内容が充実し，メンタルヘルス支援にも寄与できると考えられた．

キーワード　ストレスチェック，高ストレス該当者，生活習慣，保健指導

緒　言
　厚生労働省の労働安全衛生調査によると，仕事
や職業生活に関して，強いストレスを感じる事柄
がある労働者の割合は半数を超えており，平成30
年は58.0％であった 1）．また，業務による心理的
負荷を原因とした労災補償状況でも，精神障害等
に係る請求件数が増加傾向にある 2）．このような
背景があり，2015年12月1日より労働安全衛生
法の一部が改正され，心理的な負担の程度を把握
するための検査（以下，ストレスチェック）および
その結果に基づく面接指導の実施が，事業者に義
務付けられた 3）．一方で，労働安全衛生法におい
てストレスチェックは，同法第66条の10で規定
された健康診断から除くこととされており，健康
診断との明確な区別化が求められているところ
に，制度上の限界がある．現状ではストレス
チェックの面接指導の実施率は非常に低く，スト

レスチェックの場だけでメンタルヘルス支援を行
うだけでは不十分であり，さまざまな場面でのメ
ンタルヘルス支援が望まれる．そのなかで，2019
年4月1日より働き方改革関連法にて，産業医・
産業保健機能の強化が図られるようになった．今
回，生活習慣とストレスの関係を調査し，保健指
導時に心身両面での総合的な健康支援を行うこと
を目的とし検討を行った．

対象と方法
　2017年4月1日から2018年3月31日までに当
センターの職域健診とストレスチェックを受検した
19,181名（平均年齢47.3±11.9歳），男性10,074名
（平均年齢46.8±11.8歳），女性9,107名（平均年
齢47.9±12.0歳）を対象とした．外国籍の者や，
問診・健診項目が未回答・未受診のため欠損して
いる者は除外した．対象者の業種は，日本標準産
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業分類の大分類に基づく主な業種で分類した．高
ストレス該当については，職業性ストレス簡易調
査票（57項目）を用いて，厚生労働省の推奨する素
点換算法にて選定し，生活習慣は，特定健診にお
ける「標準的な質問票」にて評価した．また，飲酒
量は，厚生労働省が提示している「生活習慣病の
リスクを高める飲酒量」である，1日当たりの純ア
ルコール摂取量男性40g，女性20g以上で評価し
た 4）．
　統計学的解析は，連続変数は平均値±標準偏差
で表示し，p＜0.05を統計学的に有意差ありとし
た．質的変数の比較はχ 2検定またはFisher検定を
用いた．
　なお，本研究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等を施設
内およびホームページに掲示し，データはすべて
匿名化して検討した．

結　果
　対象者の背景を表1，性別年代別高ストレス該
当者割合を図1に示す．高ストレス該当者割合は
男性が女性より高かった（14.2％ vs 11.8％ , p＜
0.001）．男性では30歳代（17.6％）が最も高く，
女性では29歳以下（18.9％）が最も高く，年齢が
上がるにつれて低下した．対象者の業種は，製造
業が6,383名（33.3％）と最も多く，医療・福祉，

卸売業・小売業が続いた．
　男女別生活習慣の質問における高ストレス該当
者数を表2に示す．
　男性では，食生活の「就寝前2時間以内の夕食」
「夕食後の間食」「朝食抜き」「食べる速度が速い」の
すべての項目，身体状況の「1年間で±3kg以上の
体重変化」の項目で高ストレス該当者割合が有意
に高く，「睡眠で休養が十分とれている」の項目で
有意に低かった（p＜0.001）．
　女性では，食生活の「就寝前2時間以内の夕食」
「朝食抜き」，身体状況の「20歳から10kg以上の
体重増加」「1年間で±3kg以上の体重変化」，嗜好
では「現在，たばこを習慣的に吸っている」「生活
習慣病のリスクを高める飲酒量」の項目で高ストレ
ス該当者の割合が有意に高く，「睡眠で休養が十分
とれている」の項目で有意に低かった（p＜0.001）．
　次に，男女別年代別生活習慣の質問における高
ストレス該当者数を表3，男性に特徴的な結果を
図2，女性に特徴的な結果を図3，男女・全年代
別の睡眠状況を図4に示す．
　男性の生活習慣において，特に高ストレス該当
者割合が高い30歳代では，食生活の「就寝前2時
間以内の夕食」「夕食後の間食」の項目が有意に高
かった（p＜0.01）．次いで高ストレス該当者割合
が高い40歳代では，食生活の「就寝前2時間以内
の夕食」「夕食後の間食」の項目で有意に高く（p＜

図1　高ストレス該当者割合（性別・年代別）
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表
1　
対
象
者
背
景

全
体
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性
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性

高
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ト
レ
ス
該
当
者

非
該
当
者

合
計

高
ス
ト
レ
ス
該
当
者
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計
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％
）
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％
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.9

±
12

.0
歳
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布

　
～
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歳
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）
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（
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（
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）
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（
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そ
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＜
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.6
％
）

31
42
（

18
.8
％
）
＜

0.
00

1
27

2（
19

.0
％
）

19
67
（

22
.8
％
）
＜

0.
01

11
9（

11
.1
％
）

11
75
（

14
.6
％
）
＜

0.
01

歩
行
速
度
が
速
い

94
0（

37
.6
％
）

65
71
（

39
.4
％
）
　

0.
08

4
58

0（
40

.6
％
）

36
99
（

42
.8
％
）
　

0.
12

5
36

0（
33

.6
％
）

28
72
（

35
.7
％
）
　

0.
15

8
20
歳
か
ら

10
kg
以
上
の
体
重
増
加

10
11
（

40
.4
％
）

58
85
（

35
.3
％
）
＜

0.
00

1
65

2（
45

.7
％
）

36
47
（

42
.2
％
）
＜

0.
05

35
9（

33
.5
％
）

22
38
（

27
.9
％
）
＜

0.
00

1
1
年
間
で

±
3k

g
以
上
の
体
重
変
化

98
0（

39
.2
％
）

51
31
（

31
.4
％
）
＜

0.
00

1
56

2（
39

.4
％
）

28
64
（

33
.1
％
）
＜

0.
00

1
41

8（
39

.0
％
）

22
67
（

28
.2
％
）
＜

0.
00

1
睡
眠
で
休
養
が
十
分
と
れ
て
い
る

64
6（

25
.8
％
）

94
04
（

54
.6
％
）
＜

0.
00

1
41

2（
28

.9
％
）

51
52
（

59
.6
％
）
＜

0.
00

1
23

4（
21

.8
％
）

42
52
（

52
.9
％
）
＜

0.
00

1
現
在
，
た
ば
こ
を
習
慣
的
に
吸
っ
て
い
る

81
4（

32
.5
％
）

44
19
（

26
.5
％
）
＜

0.
00

1
60

2（
42

.2
％
）

34
14
（

39
.5
％
）
　

0.
05

6
21

2（
19

.8
％
）

10
05
（

12
.5
％
）
＜

0.
00

1
生
活
習
慣
病
の
リ
ス
ク
を
高
め
る
飲
酒
量

45
5（

18
.2
％
）

27
88
（

16
.7
％
）
　

0.
06

6
29

2（
20

.5
％
）

18
95
（

21
.9
％
）
　

0.
21

2
16

3（
15

.2
％
）

89
3（

11
.1
％
）
＜

0.
00

1
メ
タ
ボ
リ
ッ
ク
シ
ン
ド
ロ
ー
ム

33
0（

13
.2
％
）

18
16
（

10
.9
％
）
＜

0.
00

1
27

2（
19

.0
％
）

14
79
（

17
.1
％
）
　

0.
07

3
58
（

 5
.4
％
）

33
7（

 4
.2
％
）
　

0.
06

7
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表
3　
生
活
習
慣
の
質
問
項
目
に
お
け
る
高
ス
ト
レ
ス
該
当
者
数（
年
代
別
）

男
性

項
目

～
29
歳

（
n
＝

79
3）

30
歳
代

（
n
＝

20
47
）

40
歳
代

（
n
＝

31
34
）

50
歳
代

（
n
＝

24
18
）

60
歳
～

（
n
＝

16
82
）

該
当

（
n
＝

11
1）

非
該
当

（
n
＝

68
2）

該
当

（
n
＝

36
1）

非
該
当

（
n
＝

16
86
）

該
当

（
n
＝

50
1）

非
該
当

（
n
＝

26
33
）

該
当

（
n
＝

33
2）

非
該
当

（
n
＝

20
86
）

該
当

（
n
＝

12
3）

非
該
当

（
n
＝

15
59
）

就
寝
前

2
時
間
以
内
の
夕
食

（
週

3
回
以
上
）

54
（

48
.6
％
）

23
9（

35
.0
％
）*

*
19

3（
53

.5
％
）

75
8（

45
.0
％
）*

*
27

2（
54

.3
％
）

11
89
（

45
.2
％
）*

**
15

1（
45

.5
％
）

83
7（

40
.1
％
）

44
（

35
.8
％
）

48
2（

30
.9
％
）

夕
食
後
の
間
食（
週

3
回
以
上
）

35
（

31
.5
％
）

17
2（

25
.2
％
）

11
8（

32
.7
％
）

41
9（

24
.9
％
）*

*
15

5（
30

.9
％
）

58
1（

22
.1
％
）*

**
75
（

22
.6
％
）

35
3（

16
.9
％
）*

25
（

20
.3
％
）

24
7（

15
.8
％
）

朝
食
抜
き（
週

3
回
以
上
）

59
（

53
.2
％
）

29
2（

42
.8
％
）*

15
3（

42
.4
％
）

67
7（

40
.2
％
）

17
7（

35
.3
％
）

89
4（

34
.0
％
）

94
（

28
.3
％
）

50
3（

24
.1
％
）

30
（

24
.4
％
）

21
3（

13
.7
％
）*

*
食
べ
る
速
度
が
速
い

49
（

44
.1
％
）

25
3（

37
.1
％
）

16
2（

44
.9
％
）

72
5（

43
.0
％
）

23
5（

46
.9
％
）

10
99
（

41
.7
％
）*

13
4（

40
.4
％
）

77
1（

37
.0
％
）

40
（

32
.5
％
）

49
2（

31
.6
％
）

日
常
生
活
で
の
歩
行
等
の
身
体
活
動

（
1
日

1
時
間
以
上
）

61
（

55
.0
％
）

38
2（

56
.0
％
）

12
5（

34
.6
％
）

69
4（

41
.2
％
）*

16
4（

32
.7
％
）

93
8（

35
.6
％
）

99
（

29
.8
％
）

68
7（

32
.9
％
）

40
（

32
.5
％
）

57
4（

36
.8
％
）

1
回

30
分
以
上
の
軽
い
運
動

（
週

2
日
以
上
，

1
年
以
上
）

28
（

25
.2
％
）

19
1（

28
.0
％
）

58
（

16
.1
％
）

37
0（

21
.9
％
）*

97
（

19
.4
％
）

56
2（

21
.3
％
）

65
（

19
.6
％
）

44
4（

21
.3
％
）

24
（

19
.5
％
）

40
0（

25
.7
％
）

歩
行
速
度
が
速
い

45
（

40
.5
％
）

23
9（

35
.0
％
）

13
5（

37
.4
％
）

70
5（

41
.8
％
）

21
3（

42
.5
％
）

11
21
（

42
.6
％
）

13
5（

40
.7
％
）

93
2（

44
.7
％
）

52
（

42
.3
％
）

70
2（

45
.0
％
）

20
歳
か
ら

10
kg
以
上
の
体
重
増
加

22
（

19
.8
％
）

12
6（

18
.5
％
）

15
0（

41
.6
％
）

65
3（

38
.7
％
）

25
9（

51
.7
％
）

11
88
（

45
.1
％
）*

*
16

7（
50

.3
％
）

96
7（

46
.4
％
）

54
（

43
.9
％
）

71
3（

45
.7
％
）

1
年
間
で

±
3k

g
以
上
の
体
重
変
化

57
（

51
.4
％
）

31
9（

46
.8
％
）

16
0（

44
.3
％
）

74
9（

44
.4
％
）

21
7（

43
.3
％
）

93
9（

35
.7
％
）*

*
96
（

28
.9
％
）

53
1（

25
.5
％
）

32
（

26
.0
％
）

32
6（

20
.9
％
）

睡
眠
で
休
養
が
十
分
と
れ
て
い
る

38
（

34
.2
％
）

43
1（

63
.2
％
）*

**
10

5（
29

.1
％
）

99
2（

58
.8
％
）*

**
13

3（
26

.5
％
）

15
38
（

58
.4
％
）*

**
88
（

26
.5
％
）

11
87
（

56
.9
％
）*

**
48
（

39
.0
％
）

10
04
（

64
.4
％
）*

**
た
ば
こ
を
習
慣
的
に
吸
っ
て
い
る

47
（

42
.3
％
）

21
5（

31
.5
％
）*

16
1（

44
.6
％
）

72
8（

43
.2
％
）

22
8（

45
.5
％
）

11
20
（

42
.5
％
）

12
6（

38
.0
％
）

86
7（

41
.6
％
）

40
（

32
.5
％
）

48
4（

31
.0
％
）

生
活
習
慣
病
の
リ
ス
ク
を
高
め
る
飲
酒
量

10
（

 9
.0
％
）

39
（

 5
.7
％
）

38
（

10
.5
％
）

24
8（

14
.7
％
）*

11
7（

23
.4
％
）

52
7（

20
.0
％
）

90
（

27
.1
％
）

61
1（

29
.3
％
）

37
（

30
.1
％
）

47
1（

30
.2
％
）

メ
タ
ボ
リ
ッ
ク
シ
ン
ド
ロ
ー
ム

11
（

 9
.9
％
）

31
（

 4
.5
％
）*

50
（

13
.9
％
）

17
0（

10
.1
％
）*

96
（

19
.2
％
）

41
7（

15
.8
％
）

85
（

25
.6
％
）

45
7（

21
.9
％
）

30
（

24
.4
％
）

40
4（

25
.9
％
）

*：
p<

0.
05
，

**
：

p<
0.

01
，

**
* ：

p<
0.

00
1　

vs
. 非
該
当

女
性

項
目

～
29
歳

（
n
＝

80
3）

30
歳
代

（
n
＝

13
57
）

40
歳
代

（
n
＝

26
44
）

50
歳
代

（
n
＝

26
49
）

60
歳
～

（
n
＝

16
54
）

該
当

（
n
＝

15
2）

非
該
当

（
n
＝

65
1）

該
当

（
n
＝

17
5）

非
該
当

（
n
＝

11
82
）

該
当

（
n
＝

35
7）

非
該
当

（
n
＝

22
87
）

該
当

（
n
＝

27
7）

非
該
当

（
n
＝

23
72
）

該
当

（
n
＝

11
2）

非
該
当

（
n
＝

15
42
）

就
寝
前

2
時
間
以
内
の
夕
食

（
週

3
回
以
上
）

55
（

36
.2
％
）

17
7（

27
.2
％
）*

63
（

36
.0
％
）

28
6（

24
.2
％
）*

*
14

5（
40

.6
％
）

63
0（

27
.5
％
）*

**
91
（

32
.9
％
）

54
3（

22
.9
％
）*

**
34
（

30
.4
％
）

29
0（

18
.8
％
）*

*

夕
食
後
の
間
食（
週

3
回
以
上
）

45
（

29
.6
％
）

17
6（

27
.0
％
）

49
（

28
.0
％
）

30
3（

25
.6
％
）

10
8（

30
.3
％
）

60
7（

26
.5
％
）

84
（

30
.3
％
）

62
5（

26
.3
％
）

27
（

24
.1
％
）

32
7（

21
.2
％
）

朝
食
抜
き（
週

3
回
以
上
）

60
（

39
.5
％
）

22
7（

34
.9
％
）

58
（

33
.1
％
）

28
1（

23
.8
％
）*

*
92
（

25
.8
％
）

46
8（

20
.5
％
）*

63
（

22
.7
％
）

34
0（

14
.3
％
）*

**
9（

 8
.0
％
）

19
2（

12
.5
％
）

食
べ
る
速
度
が
速
い

38
（

25
.0
％
）

15
4（

23
.7
％
）

48
（

27
.4
％
）

36
9（

31
.2
％
）

11
7（

32
.8
％
）

65
0（

28
.4
％
）

10
4（

37
.5
％
）

71
2（

30
.0
％
）*

43
（

38
.4
％
）

44
9（

29
.1
％
）*

日
常
生
活
で
の
歩
行
等
の
身
体
活
動

（
1
日

1
時
間
以
上
）

68
（

44
.7
％
）

27
9（

42
.9
％
）

58
（

33
.1
％
）

42
3（

35
.8
％
）

11
5（

32
.2
％
）

77
1（

33
.7
％
）

80
（

28
.9
％
）

83
8（

35
.3
％
）*

32
（

28
.6
％
）

53
2（

34
.5
％
）

1
回

30
分
以
上
の
軽
い
運
動

（
週

2
日
以
上
，

1
年
以
上
）

24
（

15
.8
％
）

90
（

13
.8
％
）

21
（

12
.0
％
）

15
2（

12
.9
％
）

32
（

 9
.0
％
）

28
2（

12
.3
％
）

26
（

 9
.4
％
）

35
4（

14
.9
％
）*

16
（

14
.3
％
）

29
7（

19
.3
％
）

歩
行
速
度
が
速
い

39
（

25
.7
％
）

15
9（

24
.4
％
）

47
（

26
.9
％
）

33
9（

28
.7
％
）

13
0（

36
.4
％
）

76
4（

33
.4
％
）

99
（

35
.7
％
）

91
7（

38
.7
％
）

45
（

40
.2
％
）

69
3（

44
.9
％
）

20
歳
か
ら

10
kg
以
上
の
体
重
増
加

23
（

15
.1
％
）

42
（

 6
.5
％
）*

**
57
（

32
.6
％
）

25
3（

21
.4
％
）*

*
11

8（
33

.1
％
）

69
4（

30
.3
％
）

11
8（

42
.6
％
）

76
1（

32
.1
％
）*

**
43
（

38
.4
％
）

48
8（

31
.6
％
）

1
年
間
で

±
3k

g
以
上
の
体
重
変
化

64
（

42
.1
％
）

26
2（

40
.2
％
）

83
（

47
.4
％
）

42
9（

36
.3
％
）*

*
14

3（
40

.1
％
）

68
9（

30
.1
％
）*

**
93
（

33
.6
％
）

59
0（

24
.9
％
）*

*
35
（

31
.3
％
）

29
7（

19
.3
％
）*

*
睡
眠
で
休
養
が
十
分
と
れ
て
い
る

38
（

25
.0
％
）

41
6（

63
.9
％
）*

**
36
（

20
.6
％
）

66
8（

56
.5
％
）*

**
74
（

20
.7
％
）

11
47
（

50
.2
％
）*

**
57
（

20
.6
％
）

11
46
（

48
.3
％
）*

**
29
（

25
.9
％
）

87
5（

56
.7
％
）*

**
た
ば
こ
を
習
慣
的
に
吸
っ
て
い
る

22
（

14
.5
％
）

49
（

 7
.5
％
）*

*
41
（

23
.4
％
）

16
0（

13
.5
％
）*

**
87
（

24
.4
％
）

36
5（

16
.0
％
）*

**
48
（

17
.3
％
）

28
7（

12
.1
％
）*

14
（

12
.5
％
）

14
4（

 9
.3
％
）

生
活
習
慣
病
の
リ
ス
ク
を
高
め
る
飲
酒
量

7（
 4

.6
％
）

20
（

 3
.1
％
）

25
（

14
.3
％
）

11
3（

 9
.6
％
）

64
（

17
.9
％
）

33
6（

14
.7
％
）

52
（

18
.8
％
）

28
7（

12
.1
％
）*

*
15
（

13
.4
％
）

13
6（

 8
.8
％
）

メ
タ
ボ
リ
ッ
ク
シ
ン
ド
ロ
ー
ム

3（
 2

.0
％
）

6（
 0

.9
％
）

7（
 4

.0
％
）

23
（

 1
.9
％
）

24
（

 6
.7
％
）

66
（

 2
.9
％
）*

**
17
（

 6
.1
％
）

13
5（

 5
.7
％
）

7（
 6

.3
％
）

10
7（

 6
.9
％
）

*：
p<

0.
05
，

**
：

p<
0.

01
，

**
* ：

p<
0.

00
1　

vs
. 非
該
当
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0%
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日常生活での歩行等の身体活動

該当 非該当

***
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20%

40%

60%

80%
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男性 ～29歳 30代 40代 50代 60歳～

就寝前2時間以内の夕食 （週3回以上）

該当 非該当

**** ******
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20%

40%
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80%

100%

男性 ～29歳 30代 40代 50代 60歳～

夕食後の間食 （週3回以上）

該当 非該当

*** ** ***
*
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100%

男性 ～29歳 30代 40代 50代 60歳～

1年間で±3kg以上の体重変化

該当 非該当

*** **

*：p<0.05, **：p<0.01, *** ：p<0.001 vs. 非該当

図2　高ストレス該当者に特徴的な生活習慣（男性）

図3　高ストレス該当者に特徴的な生活習慣（女性）
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0.001），身体状況の「20歳から10kg以上の体重
増加」「1年間で±3kg以上の体重変化」の項目でも
高かった（p＜0.01）．また，すべての年代で「睡
眠で休養が十分とれている」の項目で有意に低い
割合を示した（p＜0.001）．
　女性の生活習慣において，特に高ストレス該当者
割合が高い29歳以下は身体状況の「20歳から10kg
以上の体重増加」の項目が有意に高かった（p＜
0.001）．30歳以上では身体状況の「1年間で±3kg
以上の体重変化」が有意に高かった（40歳代p＜
0.001，30・50歳代・60歳以上p＜0.01）．また，
すべての年代で食生活の「就寝前2時間以内の夕
食」の項目（40・50歳代p＜0.001，30歳代・60
歳以上p＜0.01，29歳以下p＜0.05），30歳代か
ら50歳代では「朝食抜き」の項目が有意に高かっ
た（30歳代p＜0.01，40歳代p＜0.05，50歳代p＜
0.001）．60歳以上を除くすべての年齢層の嗜好
では「現在，たばこを習慣的に吸っている」の項目
が有意に高かった（30・40歳代p＜0.001，29歳
以下p＜0.01，50歳代p＜0.05）．特に「睡眠で
休養が十分とれている」の項目は男性と同様に全
年代で有意に低かった（p＜0.001）．

考　察
　ストレスチェック制度のもとだけでメンタルヘ
ルス支援を行うことは，面談実施率の点からも不
十分である．そのようななかで我々は，働き方改
革関連法により労働者と面談する機会を得ること

ができるようになった．今回，高ストレス該当者
の生活習慣に着目することで心身両面からの支援
の可能性について検討を行った．
　まず，高ストレス該当者割合は全国労働衛生団
体連合会の報告 5）と同様に男性が女性より高く，
男性と女性で高ストレス該当者の年代構成が異
なった．よって，保健指導内容も性別年代別に対
応する必要がある．
　今回の検討では，男性は特に30，40歳代の層
で高ストレス該当者割合が高かった．特にこの年
齢層で高ストレス該当者の生活習慣で有意差を認
めた質問回答は，30，40歳代の食生活「就寝前2
時間以内の夕食」「夕食後の間食」，40歳代の身体
状況「20歳から10kg以上の体重増加」「1年間で
±3kg以上の体重変化」である．30，40歳代での
ストレス原因の多くは仕事 6）といわれており，特
にこの年齢層では長時間労働の影響 7）が考えられ
る．長時間労働により，遅い時間帯の帰宅，食事
を食べてすぐ寝ることが習慣化しているのではな
いだろうか．30歳未満までは有意差のない若年労
働者の体重が5年後には勤務形態により有意差が
出たという報告 8）もあるため，保健指導に際して
は，勤務状況についても聴取が必要である．
　女性では29歳までの高ストレス該当者割合が
最も高かった．高ストレス該当者の生活習慣で有
意差を認めた質問回答は，30歳代から50歳代の
食生活「就寝前2時間以内の夕食」「朝食抜き」，身
体状況では，30歳代までの「20歳から10kg以上

図4　高ストレス該当者の睡眠状況
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の体重増加」，30歳以上の「1年間で±3kg以上の
体重変化」，嗜好では50歳代までの「喫煙習慣」の
項目であった．女性のストレスの原因は男性と比
較して仕事の割合は相対的に低く，妊娠，出産，
育児，子供の教育，家事などに関するものの割合
が，20歳代から50歳代前半まで多くを占める 6）．
男性との違いの1つ目は「朝食抜き」が挙げられ
る．忙しいなかで家族のために朝食の支度はする
ものの，自分の時間に余裕が持てない様子が窺
え，特に女性では仕事と家庭を両立させるために
自分の時間を犠牲にしている可能性が考えられ
た．よって，家族構成も含めた生活背景について
の問診が重要である．2つ目は「喫煙習慣」である．
ストレス対処行動の調査のなかで，喫煙が有効な
ストレス対処法であると考えている割合は女性に
高く，他のストレス対処法を選んだ集団よりも心
身の状態が悪かったと報告されている 9）．さらに，
ストレスの場面において，喫煙者は喫煙欲求が高
まり，喫煙本数が増加するとも報告 10）されてい
る．よって，禁煙指導を行う場合には喫煙は有効
な対処法にはならないこと，特にストレスがかか
る状況下で喫煙以外のストレス対処法も含めた指
導が必要である．
　また，男女ともに高ストレス該当者での食生活
の乱れと体重増加に有意差が出ている．ストレス
により，視床下部－下垂体－副腎皮質系および交
感神経－副腎髄質系が亢進し，インスリン抵抗性
の増加，内臓脂肪蓄積，遊離脂肪酸増加が促され
た結果，血糖や脂質の上昇が生じる 11）．さらに，
ストレスがかかると，食事の量に関係なく高カロ
リー，脂質，糖質が高い食品を過剰摂取し野菜な
どの健康的な食品の摂取量が減少することや，身
体活動が低下することにより肥満が起こる 12,13）．
肥満者の特徴として低い自己評価，困難な問題を
回避する傾向，食行動だけでなくすべての欲求や
衝動に対する自己コントロールが不良 14）である場
合が多く，肥満であること自体がストレスとなる
悪循環が生じてくる．肥満の治療としては食事，
運動療法が主になっているが，背景にストレスが
ある場合には高ストレス時にリバウンドを繰り返
す可能性も高く，減量に加えてストレスマネージ

メント（認知再構成，問題解決技法，アサーショ
ントレーニングなど）の併用が必要である 15）．面
談によって心身への気づきがあれば，行動変容が
起こり，その結果ストレスの改善が期待できる．
　そしてすべての年代の高ストレス該当者で有意
に低かった回答は「睡眠で休養が十分とれている」
の項目である．国民健康・栄養調査結果でも睡眠
で休養が十分にとれていない者の割合は近年増加
傾向であると報告されている 7）．面談時には，睡
眠不足の誘因となる，中途覚醒を惹起するアル
コール，入眠を妨げ睡眠を浅くする可能性のある
カフェイン，覚醒作用のあるニコチン（喫煙習慣）
など，嗜好についての確認や睡眠環境についての
聴取が必要である．さらに，睡眠時無呼吸症候群
を代表とする睡眠関連呼吸障害やレストレスレッ
グス症候群のような睡眠関連運動障害など，睡眠
の質を低下させる治療可能な疾患の確認も大切で
ある．また近年，睡眠障害の背景には，社会的
ジェットラグの存在が指摘されている．社会的
ジェットラグは睡眠負債による週末の寝だめ，覚
醒困難，午前中の日照曝露の減少と夜間光やブ
ルーライトの曝露，長時間労働などによる就寝時
間の後退といった悪循環により生じ，慢性化する
ことにより内的脱同調の原因となる．さらに，睡
眠負債からの抑うつ，不眠，夜食，耐糖能障害か
らの生活習慣病の発症といった身体的影響も挙げ
られる 16）．これらの悪循環を断ち切るためには，
できるだけ日々の睡眠を確保し，睡眠覚醒にかか
わる生体機能を強化する配慮と，眠らなければな
らないという過度のこだわりを除くことが大切で
ある 17）．また，ストレスを感じ，睡眠障害を訴え
る場合は経過とともに身体的，精神的疾患を生じ
てくる可能性が高く，専門家への早期受診につな
げていく必要も出てくると考えられた 18）．

結　語
　今回，多くの高ストレス該当者に生活習慣の乱
れが認められ，ストレスと生活習慣が互いに影響
し合っていることが示唆された．生活習慣につい
て保健指導を行う際は，その背景にあるストレス
に配慮した指導を行うことで，メンタルヘルス支
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援にも寄与することができると考える．2019年4
月1日より働き方改革関連法にて，産業医・産業
保健機能の強化が図られており，ストレスチェッ
ク以外でも，労働者とかかわる機会は増えてく
る．今回の結果を活用し，保健指導や受診勧奨
等，労働者にかかわるさまざまな機会に，心身両
面での総合的な健康支援を行うことが可能である
と考えられた．

　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）において発表した内容
を加筆，修正した．
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Characteristics of Lifestyle Habits in People under High Stress

Rie Nishiyama, Yasuko Hasebe, Kyoko Hatano, Sanae Watanabe, Kan Yagi

Junpu Health Care Center

Abstract
Purpose: In recent years, more than half of working professionals have been experiencing 
considerable stress from their jobs and working life. In response, attempts have been made 
to improve the capacity of occupational health physicians and the relevant treatments. In 
this study, the relationship between stress and lifestyle habits was examined, with the aim of 
providing comprehensive physical and mental health support during health instruction.
Method: �e subjects were 19,181 individuals (47.3±11.9 years old; 10,074 males, and 9,107 
females), who underwent health examinations and stress checks at our center in FY2017. 
�e relationship between people under high stress and lifestyle habit items listed on a stan-
dard questionnaire were analyzed.
Results: People under high stress accounted for 13.0% of the subjects, a high number of 
which were males (male: 14.2%, female: 11.8%) (p<0.001). Males in their 30s (17.6%) and 
females aged 29 and below (18.9%) made up the highest percentage of those highly stressed. 
�e percentage decreased as the age increased. In the relationship with lifestyle habit items, 
the response rates in “can take su�cient rest by sleep” were extremely low among people 
under high stress, and signi�cant di�erences were observed across all age groups in both 
men and women (p<0.001). Additionally, in age groups with a high percentage of people 
under high stress, there were signi�cant di�erences in several question items concerning 
diet and weight changes in both men and women. In particular, the smoking rate of wom-
en under high stress was signi�cantly high (29 years old and below: p<0.01, 30s and 40s: 
p<0.001, and 50s: p<0.05).
Conclusion: Most people under high levels of stress had unorganized lifestyles, suggesting 
that stress and lifestyle in�uence each other. It is, thus, concluded that the content of health 
instruction can be improved by giving guidance on lifestyle habits, taking into account the 
individual’s stress background, which could also contribute to mental health support.

Keywords: stress check, person under high stress, lifestyle habits, health instruction
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腹囲正常者における内臓肥満は 
生活習慣や動脈硬化リスク因子と関連する

―腹部生体インピーダンス法による内臓脂肪面積測定の有用性―

渡邉早苗　長谷部靖子　八木 完

要　約
目的：メタボリックシンドロームの概念とともに内臓肥満の評価が重要となっている．腹囲はスク
リーニングとして有用である一方，腹囲正常でも内臓肥満や生活習慣病の合併がみられる．今回，
内臓脂肪面積（Visceral Fat Area: VFA）を測定し，健診における有用性を検討する．
方法：2014年10月から2018年3月に健診でVFAを測定した12,679名（54.2 ± 10.0歳，男性1,424
名，女性11,255名）を対象とした．VFAは腹部生体インピーダンス法にて測定し，動脈硬化リスク
因子や生活習慣について検討した．
結果：腹囲とVFAには有意な正の相関がみられた（r＝0.876）．腹囲正常かつVFA高値は男性
13.8％，女性3.2％であった．これらの受診者はVFA正常群と比較し，リスク因子数が1を超え
有意に多かった（男性 1 .18 ± 0.87 vs. 0 .93 ± 0.82, p＜0.01，女性 1 .14 ± 0.91 vs. 0 .60 ± 0.76, p＜
0.001）．また，「20歳から10kg以上の体重増加」が多く，「食べる速度が速い」「就寝前2時間以内の
夕食」といった食習慣も有意に多かった．
結論：腹囲正常でもVFA高値である受診者はリスク因子が多く，特に体重変化や食習慣で問題があ
る受診者においては腹囲と併せて評価する意義がある．

キーワード　内臓脂肪面積，腹部生体インピーダンス法，動脈硬化リスク因子，メタボリックシン
ドローム

緒　言
　我が国では，2005年に日本内科学会などの8学
会によりメタボリックシンドローム（Metabolic 
Syndrome: MetS）の診断基準が作成され，ウエス
ト周囲径を必須項目とし，高血圧，高血糖，脂質
異常の3項目のうち2項目以上あればMetSと診断
される 1）．このMetSの概念に基づき，2008年よ
り内臓脂肪蓄積に着目した特定健診・特定保健指
導が開始された．特定健診で用いられる腹囲測定
は，内臓脂肪面積（Visceral Fat Area: VFA）を評価
しうる簡便な方法であり，腹囲が基準値を超える
受診者は高血圧など生活習慣病の有病率が有意に
高いことはよく知られている．一方，腹囲が正常
であっても内臓脂肪の蓄積や生活習慣病の合併が
みられることも報告されている 2）．しかしながら，
X線CTによるVFA（CT-VFA）測定は，設備や放
射線被曝の観点から巡回健診を中心とする職域健

診の場では施行困難である．近年，簡便なVFA
測定法として，デュアルインピーダンス法（Dual-
BIA法）を用いたHDS-2000（オムロンヘルスケア，
京都）や腹部生体インピーダンス法（腹部BIA法）
を用いたEW-FA90（パナソニック，大阪）が開発
され，これらインピーダンス法によるVFA測定は
CT-VFAと高い相関を示すことが報告されてい
る 3-5）．
　そこで今回，健診における腹部BIA-VFA測定
の有用性について，動脈硬化リスク因子やその背
景にある生活習慣との関連を検討し，報告する．

対　象
　2014年10月から2018年3月に健診にてVFA
を測定した12,895名のうち，身体計測（身長，体
重，腹囲），動脈硬化リスク因子（血圧，糖代謝，
脂質代謝）および特定健診における「標準的な質問
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票」のすべての項目を評価し得た12,679名（平均
年齢 54.2±10.0歳，男性1,424名，女性11,255
名）について検討した．

方　法
　腹囲は，「標準的な健診・保健指導プログラム」
に基づき，巻き尺を用いて測定した．VFAはEW-
FA90を用い，絶食等の食事制限は設けず，立位，
軽呼気時で測定した．
　動脈硬化リスク因子はMetSの診断基準に準じ，
血圧高値（収縮期血圧≧130mmHgかつ／また
は拡張期血圧≧85mmHg，または投薬あり），糖
代謝異常（空腹時血糖≧110mg/dLかつ／または
HbA1c≧6.0％，または投薬あり），脂質異常（中
性脂肪≧150mg/dLかつ／またはHDLコレステ
ロール＜40mg/dL，または投薬あり）の3項目で
評価した．また，これらリスク因子の合計保有数
をリスク因子数とした．
　生活習慣は，特定健診における「標準的な質問
票」にて評価した．
　腹部BIA-VFAの妥当性の検証として，CT-VFA
やDual-BIA法によるVFA（DS-VFA）との比較検

討を行った．リスク因子等の抽出条件は各報告論
文の抽出条件を用いた 6,7）．
　統計学的解析は，連続変数は平均値±SDまた
はSEで表示し，p＜0.05を統計学的に有意差あ
りとした．量的変数の多群間比較はKruskal-Wallis
検定を使用し，多重比較はSteel-Dwass法で行っ
た．また，質的変数の比較はχ 2検定またはFisher
検定を用い，多変量解析はロジスティック回帰分
析を行った．
　なお，本研究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，施設
内およびホームページのオプトアウトにて対応を
行った．

結　果
　対象者の背景を表1に示す．本研究は，職域健
診を中心に被保険者のほか，被扶養者健診による
女性受診者が多く含まれており，40～60歳代女
性を中心に評価し得た．
　日本人間ドック学会傘下の多施設研究VACATION-J 
studyのCT-VFAを腹部BIA-VFAに置き換えて検討

表1　対象者の背景
全体 男性 女性

人数 12679 1424 11255
平均年齢（歳） 54.2 ± 10.0 54.5 ± 11.7 54.2 ± 9.8
年齢分布
　～39歳  525 157  368
　40歳代 3959 347 3612
　50歳代 3829 338 3491
　60歳代 3712 472 3240
　70歳～  654 110  544
BMI（kg/m2） 22.7 ± 3.5 24.5 ± 3.2 22.5 ± 3.5
腹囲（cm） 79.6 ± 9.6 85.7 ± 8.5 78.9 ± 9.4
内臓脂肪面積（cm2）  68.3 ± 38.0 114.0 ± 46.4  62.6 ± 32.6
収縮期血圧（mmHg） 127 ± 18 133 ± 17 126 ± 18
拡張期血圧（mmHg）  76 ± 11  83 ± 10  75 ± 11
空腹時血糖（mg/dL）  88 ± 15  97 ± 23  87 ± 13
HbA1c（％）  5.5 ± 0.5  5.7 ± 0.7  5.5 ± 0.5
中性脂肪（mg/dL）   102 ± 66.0 137 ± 91  97 ± 60
HDLコレステロール（mg/dL）    68 ± 17.0  57 ± 15  70 ± 17
服薬者（服薬率） 2361（18.6％） 401（28.2％） 1960（17.4％）
高血圧 1606（12.7％） 317（22.3％） 1289（11.5％）
糖尿病  260（ 2 .1％）  75（ 5.3％）  185（ 1.6％）
脂質異常症 1226（ 9 .7％） 144（10.1％） 1082（ 9 .6％）
喫煙者（喫煙率） 1090（ 8 .6％） 410（28.8％）  680（ 6 .0％）



70 ( 196 ) 人間ドック　Vol.35  No.2  2020年

した結果を図1に示す．男女とも100cm2前後で肥
満関連心血管疾患リスク数が1を上回り，CT-VFA
やDS-VFAと同様の結果であった 6,7）．また，動脈

硬化性血管病変危険因子の有無に対するROC曲線
下面積（AUC）は，男性0.813，女性0.765であ
り，それぞれのカットオフ値は99.0cm2，63.0cm2

図1　腹部BIA-VFAにおける肥満関連心血管疾患リスク数
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図2　腹部BIA-VFAにおけるROC曲線

1.0

0.8

0.6

0.4

0.2

0.0

0.0 0.2       0.4       0.6   0.8       1.0

感
度

1-特異度

1.0

0.8

0.6

0.4

0.2

0.0

0.0 0.2       0.4       0.6   0.8       1.0

感
度

1-特異度

1.0

0.8

0.6

0.4

0.2

0.0

0.0 0.2       0.4       0.6   0.8       1.0

感
度

1-特異度

1.0

0.8

0.6

0.4

0.2

0.0

0.0 0.2       0.4       0.6   0.8       1.0

感
度

1-特異度

男性 ⼥性
動脈硬化性⾎管病変危険因⼦の有無

メタボリックシンドローム該当



71 ( 197 )人間ドック　Vol.35  No.2  2020年

であった．MetS該当に対するAUCは，男性0.909，
女性0.962，それぞれのカットオフ値は110.0cm2，
89.3cm2であり，DS-VFAの報告と同様に女性の
カットオフ値の方が低値であった（図2）．
　図3に腹囲とVFAの分布を示す．腹囲とVFA
には有意な正の相関がみられた（r＝0.876, p＜
0.001）．腹囲正常者は，男性691名（48.5％），女

性9,863名（87.6％）であり，そのうち男性197名
（腹囲正常男性の28.5％），女性360名（同女性の

3.7％）がVFA100cm2以上であった．この4群（正
常群，VFA高値群，腹囲高値群，腹囲＋VFA高値
群）におけるリスク因子について検討した（表2）．
血圧高値，脂質異常，糖代謝異常の割合は，女性
では腹囲正常，腹囲高値ともにVFA高値でいず

表2　内臓肥満の有無による動脈硬化リスク因子
（男性）

正常群 VFA
高値群

p値

腹囲
高値群

腹囲＋VFA
高値群

p値腹囲 ＜85cm 85cm≦
内臓脂肪面積 ＜100cm2 100cm2≦ ＜100cm2 100cm2≦
人数 494 197 53 680
（％） （34.7％） （13.8％） （3.7％） （47.8％）
血圧高値 269（54.5％） 118（59.9％） 　0.192 30（56.6％） 500（73.5％） ＜0.01
脂質異常 126（25.5％）  83（42.1％） ＜0.001 20（37.7％） 343（50.4％） 　0.075
糖代謝異常  63（12.8％）  32（16.2％） 　0.229  8（15.1％） 193（28.4％） ＜0.05
リスク因子数 0.93 ± 0.82 1.18 ± 0.87 ＜0.01 1.09 ± 0.90 1.52 ± 0.87 ＜0.01

（女性）

正常群 VFA
高値群

p値

腹囲
高値群

腹囲＋VFA
高値群

p値腹囲 ＜90cm 90cm≦
内臓脂肪面積 ＜100cm2 100cm2≦ ＜100cm2 100cm2≦
人数 9503 360 358 1034
（％） （84.4％） （3.2％） （3.2％） （9.2％）
血圧高値 3479（36.6％） 217（60.3％） ＜0.001 212（59.2％） 747（72.2％） ＜0.001
脂質異常 1692（17.8％） 138（38.3％） ＜0.001 115（32.1％） 427（41.3％） ＜0.001
糖代謝異常  624（ 6 .6％）  57（15.8％） ＜0.001  63（17.6％） 302（29.2％） ＜0.001
リスク因子数 0.60 ± 0.76 1.14 ± 0.91 ＜0.001 1.09 ± 0.89 1.43 ± 0.93 ＜0.001

図3　腹囲とVFAの分布
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れも高かった（p＜0.001）．男性の腹囲正常では
VFA高値で脂質異常の割合が高く（p＜0.001），
腹囲高値ではVFA高値で血圧高値および糖代謝
異常の割合が高かった（p＜0.01およびp＜0.05）．
リスク因子数は，正常群が男性0.93±0.82，女性
0.60±0.76に対し，VFA高値群では男性1.18±
0.87，女性1.14±0.91といずれも1を超え，有意
に多かった（男性p＜0.01，女性p＜0.001）．腹
囲＋VFA高値群では男女とも腹囲高値群よりさ
らに多かった（男性p＜0.01，女性p＜0.001）．
　図4に年代別動脈硬化リスク因子数を示す．リ
スク因子数は男女とも年代が上がるにつれて増加
するが，40歳代男性を除く男女各年代において
VFA高値群は正常群と比較しリスク因子数が有意
に多く（男性；50～60歳代p＜0.05，女性；40～
60歳代p＜0.001），10歳上の正常群と同程度の
リスク因子数であった．
　生活習慣について検討した結果を表3に示す．
VFA高値群では正常群と比較して男女とも「20歳
から10kg以上の体重増加」（p＜0.001），「1年間
で±3kg以上の体重変化」（男性p＜0.05，女性
p＜0.001）といった体重変化が多かった．食習慣

については，男女とも「食べる速度が速い」（男性
p＜0.05，女性p＜0.001），「就寝前2時間以内
の夕食」（p＜0.05）が多く，女性のVFA高値群で
は正常群より「夕食後の間食」はむしろ少なかった
（p＜0.05）．また，男性のVFA高値群では正常群
と比較して，「1回30分以上の軽い運動」が少な
かった（p＜0.05）．腹囲正常者を対象に，これら
有意差のあった生活習慣項目を説明変数，VFA　
100cm2以上を従属変数としてロジスティック回
帰を行った結果を表4に示す．男女とも「20歳か
ら10kg以上の体重増加」の項目が高いオッズ比を
示した（オッズ比 男性；3.95，女性；8.55）．女
性では「1年間で±3kg以上の体重変化」も高く
（オッズ比 1.37），食習慣では「夕食後の間食」が
少なかった（オッズ比 0.55）．

考　察
　現在，VFAの評価にはX線CTによるVFA測定
が一般的であり，よい指標とされている．しかし
ながら放射線被曝や費用の問題があるため，近年
インピーダンス法が開発され，健診や日常診察で
活躍している．腹部BIA法はインピーダンス法を

図4　年代別動脈硬化リスク因子数
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腹部に応用してVFAを測定する方法であり，CT-
VFAと高い相関（r＝0.88）が報告されている 4,5）．
今回我々は，健診受診者を対象に腹部BIA-VFAを
測定，動脈硬化リスク因子や生活習慣について検
討を行い，健診受診者における有用性を検証した．
　最初に腹部BIA-VFAの妥当性についてCT-VFA

表3　内臓肥満者における生活習慣の特徴
（男性）

正常群 VFA
高値群 p値

腹囲
高値群

腹囲＋VFA
高値群 p値

（n＝494） （n＝197） （n＝53） （n＝680）
20歳から10kg以上の体重増加 114（23.1％） 111（56.3％） ＜0.001 29（54.7％） 559（82.2％） ＜0.001
1年間で± 3kg以上の体重変化 134（27.1％）  70（35.5％） ＜0.05 21（39.6％） 265（39.0％） 　0.925
1回30分以上の軽い運動
（週2日以上，1年以上） 178（36.0％）  52（26.4％） ＜0.05 21（39.6％） 174（25.6％） ＜0.05

日常生活での歩行等の身体活動
（1日1時間以上） 223（45.1％）  78（39.6％） 　0.184 22（41.5％） 240（35.3％） 　0.363

歩行速度が速い 267（54.0％）  96（48.7％） 　0.206 21（39.6％） 299（44.0％） 　0.539
食べる速度が速い 178（36.0％）  88（44.7％） ＜0.05 22（41.5％） 321（47.2％） 　0.423
就寝前2時間以内の夕食
（週3回以上） 169（34.2％）  86（43.7％） ＜0.05 20（37.7％） 279（41.0％） 　0.638

夕食後の間食（週3回以上）  86（17.4％）  32（16.2％） 　0.713  9（17.0％） 279（41.0％） ＜0.001
朝食抜き（週3回以上） 102（20.6％）  51（25.9％） 　0.134 10（18.9％） 172（25.3％） 　0.297
睡眠で休養が十分とれている 314（63.6％） 131（66.5％） 　0.437 37（69.8％） 398（58.5％） 　0.107

（女性）

正常群 VFA
高値群 p値

腹囲
高値群

腹囲＋VFA 
高値群 p値

（n＝9503） （n＝360） （n＝358） （n＝1034）
20歳から10kg以上の体重増加 1979（20.8％） 254（70.6％） ＜0.001 277（77.4％） 925（89.5％） ＜0.001
1年間で± 3kg以上の体重変化 2176（22.9％） 141（39.2％） ＜0.001 150（41.9％） 468（45.3％） 　0.270
1回30分以上の軽い運動
（週2日以上，1年以上） 2310（24.3％）  86（23.9％） 　0.856  84（23.5％） 218（21.1％） 　0.346

日常生活での歩行等の身体活動
（1日1時間以上） 3881（40.8％） 149（41.4％） 　0.835 141（39.4％） 360（34.8％） 　0.121

歩行速度が速い 3821（40.2％） 134（37.2％） 　0.256 134（37.4％） 291（28.1％） ＜0.01
食べる速度が速い 2424（25.5％） 126（35.0％） ＜0.001 124（34.6％） 397（38.4％） 　0.205
就寝前2時間以内の夕食
（週3回以上） 1182（12.4％）  58（16.1％） ＜0.05  74（20.7％） 228（22.1％） 　0.585

夕食後の間食（週3回以上） 2010（21.2％）  56（15.6％） ＜0.05  81（22.6％） 273（26.4％） 　0.157
朝食抜き（週3回以上）  879（ 9 .2％）  28（ 7 .8％） 　0.343  43（12.0％） 121（11.7％） 　0.876
睡眠で休養が十分とれている 5919（62.3％） 225（62.5％） 　0.934 212（59.2％） 590（57.1％） 　0.476

表4　内臓肥満に関与する生活習慣のロジスティック解析

問診項目
男性 女性

Odds ratio（95％CI） p値 Odds ratio（95％CI） p値
20歳から10kg以上の体重増加 3.95（2.76-8.55） ＜0.001 8.55（6.76-10.90） ＜0.001
1年間で± 3kg以上の体重変化 1.22（0.83-1.78） 0.317 1.37（1.09-1.73） ＜0.01
1回30分以上の軽い運動（週2日以上，1年以上） 0.72（0.49-1.06） 0.100
食べる速度が速い 1.17（0.81-1.69） 0.396 1.20（0.95-1.51） 　0.125
就寝前2時間以内の夕食（週3回以上） 1.13（0.78-1.63） 0.514 1.11（0.82-1.50） 　0.502
夕食後の間食（週3回以上） 0.55（0.40-0.74） ＜0.001

やDS-VFAによる過去の検討 6,7）と比較を行った．
その結果，腹部BIA-VFAにおいても男女とも
100cm2前後にて肥満関連心血管疾患リスク数が
1を上回り，CT-VFAやDS-VFAと同様に100cm2

という値は妥当であると考えられた．一方，動脈
硬化性血管病変危険因子の有無やMetS該当に対
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するカットオフ値の検討では，DS-VFAと同様に
女性の方が男性より低いカットオフ値であった
が，男女ともDS-VFAより高いカットオフ値で
あった．VFA値を評価する際には男女差や機器に
よる特性を把握しておく必要があると思われる．
　インピーダンス法によるVFA測定は，簡便か
つ非侵襲的，低コストといった多くの利点がある
一方，CT-VFAと同様に測定条件の影響を受ける．
本研究においても測定者間差を抑えるため事前研
修を行い，測定部位や呼吸条件を統一して計測を
行った．本来なら絶食にて計測を行うべきである
が，職域健診では測定時間や食事条件はさまざま
であり，統一することは困難であった．今回その
条件下においてもリスク因子や生活習慣との関連
を見出すことができ，腹部BIA-VFAはさまざま
な条件下で行う職域健診においても有用であると
思われた．
　腹囲は巻き尺1つでVFAを評価しうる簡便な方
法であるが，腹囲が正常でも内臓脂肪蓄積やリス
ク因子の合併を認めることも報告されている．佐
藤らの検討では，成人男性の約20％が腹囲正常
にもかかわらずCT-VFAが100cm2以上であった 2）．
我々の検討でも男性の13.8％，女性の3.2％が
VFA高値群であり，正常群よりリスク因子が多
かった．腹囲正常・VFA高値の割合は女性では少
なく，その背景因子はこれまで十分評価されてい
ない．本研究は女性受診者が多く，腹囲正常・
VFA高値女性360名について検討できた．その結
果，腹囲正常女性においてもVFA高値群はリス
ク因子が多く1を上回った．年代別では，女性の
場合閉経後にリスク因子数が増加するが，閉経前
後にかかわらず40～60歳代においてVFA高値群
は正常群よりリスク因子は多く，10歳上の正常群
と同程度のリスク因子数であった．男性において
も同様に，VFA高値群では正常群よりリスク因子
が多く1を上回ったが，有意差があったのは脂質
異常のみであった．年代別にみても40歳代の
VFA高値群は正常群よりリスク因子数が多かった
が，有意差はみられなかった．原因として職域健
診受診者が多く，正常群においてもリスク因子数
が高めであったことが挙げられる．蔦谷らの追跡

調査 8）におけるMetS非発症群と比較しても，本
研究の男性正常群では運動習慣は少なく，遅い夕
食の割合が高かった．横断研究であるため因果関
係を言及することはできないが，これらの生活習
慣がVFA高値群，VFA＋腹囲高値群へと移行さ
せ，リスク因子を重複させる原因になりうると思
われる．今後，縦断研究にて生活習慣とVFA変
化についても検討していく必要がある．
　腹囲正常だが内臓肥満が疑われる受診者の特徴
を検討するため，今回我々は特定健診の質問票を
用いて生活習慣について検討した．これまでのコ
ホート研究によると，年齢と腹囲を調整しても
「就寝前2時間以内の夕食」や「20歳から10kg以上
の体重増加」は，MetS発症リスクを有意に上昇さ
せている 8）．また，成人若年期の「食べる速度が速
い」「遅い夕食」「朝食抜き」といった食習慣はリス
ク因子と相関し 9），非肥満日本人において食べる
速度が速い人はVFA100cm2以上の割合が高いと
いう報告もある 10）．腹囲正常群における我々の検
討でも体重変化や食習慣にVFAと関連がみられ
た．食習慣においては，VFA高値群は男女とも，
夕食が遅く，食べる速度が速いといった特徴がみ
られ，これらの食習慣が内臓脂肪蓄積に関与して
いくと思われた．また，男性においては運動習慣
も少なかった．本研究の対象者は職域健診受診者
も多く，40～60歳代が約9割を占めている．その
ため，遅い夕食や食べる速度が速いといった食習
慣の背景には仕事や家庭のやむを得ない事情も大
きいと思われる．そのなかで女性のVFA高値群
では，夕食後の間食はむしろ正常群より少ない結
果であった．その理由としては夕食が遅いことも
あるが，腹囲高値群や腹囲＋VFA高値群では間
食が増えていることから，腹囲正常・VFA高値群
では間食を控えたり運動したりといった自分でで
きうる生活習慣にはある程度気をつけていること
が推測される．
　職域健診では受診者の背景を考慮しつつ，上述
の生活習慣が内臓脂肪の蓄積やリスク因子の増
加，ひいては心血管合併症の発症へとつながるこ
とを意識し，できうることから生活改善を促して
いくことが重要である．そのためには，受診者自
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身の気づきを促す「見える化」も必要である．フォ
ローアップ検査による保健指導効果の増大 11）や，
腹部BIA-VFA測定による内臓脂肪蓄積の自覚が
生活習慣の改善や体重減少に有用であったという
報告 12），また腹部BIA-VFAは腹囲や体重より変
化量が大きいことも報告されており 13），今後は保
健指導の場での活用も期待される．

結　語
　腹囲正常であってもVFA高値である受診者で
は動脈硬化リスク因子が多く，注意を要する．特
に生活習慣にリスクがある受診者においては，腹
囲と併せて評価する意義があると考えられた．イ
ンピーダンス法によるVFA測定は簡便かつ非侵
襲な検査であり，巡回健診においても使用でき
る．今後は保健指導の場にも活用し効果を高めた
い．

　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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Visceral Obesity with Normal Waist Circumference is Associated  
with Lifestyle and Arteriosclerotic Risk Factors:  

Bene�ts of Visceral Fat Area Measurement  
by Abdominal Bioimpedance Method

Sanae Watanabe, Yasuko Hasebe, Kan Yagi

Junpu Health Care Center

Abstract
Objective: The evaluation of visceral obesity is important in relation to metabolic syn-
dromes. While measurement of waist circumference (WC) is useful, visceral obesity and 
lifestyle-related diseases are detected even with normal WC. In this study, we measured vis-
ceral fat area (VFA) and examined its bene�t in health check-ups.
Methods: We studied 12,679 patients (54.2 ± 10.0 years old, 1,424 men, and 11,255 wom-
en) who underwent a health check-up between October 2014 and March 2018. VFA was 
measured by the abdominal bioimpedance method, and atherosclerotic and lifestyle risk 
factors were evaluated.
Results: Signi�cant positive correlations were observed between WC and VFA (r=0.876). 
We determined that 13.8% men and 3.2% women from the patient group had normal WC 
and high VFA. �ese patients had signi�cantly higher number of risk factors that exceeded 
1.0 (men, 1.18 ± 0.87 vs. 0.93 ± 0.82, p<0.01; women, 1.14 ± 0.91 vs. 0.60 ± 0.76, p<0.001) 
when compared to patients with normal VFA. In addition, there were significant differ-
ences in weight change which was de�ned as weight gain of 10kg past 20 years of age and 
eating habits such as fast eating speed and duration of less than 2 hours between dinner and 
bedtime.
Conclusion: Patients with high VFA will likely develop risk factors for atherosclerosis in 
spite of normal WC. In these patients, especially those with di�culties in weight change 
and eating habits, it is important to measure VFA in addition to WC.

Keywords: visceral fat area, abdominal bioimpedance method, risk factors of atherosclerosis, 
metabolic syndrome
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体重増減と高血圧症，糖尿病 
および高 non-HDLコレステロール血症の 
罹患リスクに関する 5年間の縦断研究
上村精一郎 1）　宮脇龍一郎 1）　柴田優子 1）　榎本亜里沙 1） 

水野真希 1）　池水彩加 1）　今任拓也 2）　畝 博 1）

要　約
目的：体重増減が高血圧症，糖尿病および高non-HDLコレステロール血症の罹患リスクに及ぼす
影響について5年間の縦断研究により明らかにすることを目的とした．
方法：30～69歳のbody-mass index（BMI）が25kg/m2以上または腹囲が85cm以上の男性労働者
を対象として，5年間の体重増減を5％以上増加，3～5％増加，1～3％増加，－1～＋1％（体重変
化なし群），1～3％減少，3～5％減少，5％以上減少の7群に分類して高血圧症，糖尿病および高
non-HDLコレステロール血症の罹患リスクについて検討した．なお，高血圧症，糖尿病および高
non-HDLコレステロール血症の分析対象者はそれぞれ2,534人，3,115人および2,019人であった．
結果：高血圧症，糖尿病および高non-HDLコレステロール血症の罹患リスクはいずれも体重増加
に伴い上昇し，体重減少に従い低下する傾向が認められた．体重変化なし群と比較して，高血圧症
では体重が5％以上減少群のオッズ比が0.60で，糖尿病では1～3％減少群，3～5％減少群および
5％以上減少群の3群のオッズ比が0.42，0.26，および0.12で，高non-HDLコレステロール血症
では3～5％減少群と5％以上減少群の2群のオッズ比が0.42と0.33で，それぞれ有意な罹患リス
クの低下が認められた．
結論：体重を5％以上減少することにより，虚血性心疾患や脳血管疾患の主要な危険因子である高
血圧症，糖尿病，および高non-HDLコレステロール血症の3疾患すべての罹患リスクは体重変化
なし群と比較して有意に低下することが示唆された．

キーワード　体重増減，高血圧症，糖尿病，高 non-HDLコレステロール血症

はじめに
　2008年からメタボリックシンドロームに注目
した特定健診が開始され，メタボリックシンド
ロームと判定された者に対して栄養指導や運動指
導を中心とした特定保健指導が行われ，減量して
内臓脂肪を減少させることにより，高血圧，高血
糖，および脂質異常を予防することが試みられて
いる．
　特定健診・特定保健指導の1年程度の短期的な
効果に関して，積極的支援を受けた者では体重が
減少し，血圧，血糖，脂質が改善していることが
報告されている 1-3）．津下 1）は特定健診で積極的支
援と判定され，特定保健指導を受けた者を対象と
して，体重減少の程度別に血圧および血液生化学

検査値との関係を検討した結果，体重が3～5％
減少した者では血圧，血糖，脂質が有意に改善し
ており，これらの結果から，メタボリックシンド
ロームの者に対して，まず4％減量することを勧
めている．
　特定健診・特定保健指導の積極的支援受診者を
対象とした減量に関する研究ではSelection Bias
があることが示唆されており 3），積極的支援と判
定された者でも検査の値があまり改善しなかった
者では特定保健指導からドロップアウトする傾向
があるのではないかと考えられる．また，肥満や
メタボリックシンドロームのために減量に取り組
んだ者では一時的には減量に成功するが，長期的
にはリバウンドしてしまう者が多いことが報告さ
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れている 4,5）．著者ら 4）はメタボリックシンドロー
ムの者を3年間追跡調査して，生活習慣の改善に
取り組んでいると回答した者のうち，3年後に
42％の者は生活習慣の改善が継続できず，体重が
増加したと報告している．したがって，肥満者や
内臓脂肪蓄積者に対する長期間にわたる減量の効
果を明らかにすることは重要で，興味のあるとこ
ろであるが，我が国では長期間の体重増減別に高
血圧症，糖尿病，および脂質異常症の罹患リスク
について検討した研究はきわめて少ない 6,7）．
　本研究ではbody-mass index（BMI）が25kg/m2

以上または腹囲が85cm以上の男性を対象として
体重増減の程度別に5年間の高血圧症，糖尿病，
および高non-HDLコレステロール血症の罹患リ
スクについて比較検討したので報告する．

対　象
　2008年度から2012年度（観察開始時）における
職場の定期健康診断を医療法人親愛の天神クリ
ニックとステーションクリニックで受診し，5年
後（観察終了時）の定期健康診断も受けた30～69
歳の男性労働者は7,126人であった．観察開始時
のBMIが25kg/m2以上の者（2,389人）とBMIが
25kg/m2未満であったが，腹囲が85cm以上を超
えていた者（1,302人），合計3,691人から観察終
了時にがん，心筋梗塞・狭心症，脳血管疾患，人
工透析・腎不全の既往のある者（248人）を除いた
3,443人を研究対象とした．表1に対象者3,443人
の年齢，BMI，体重，腹囲，血圧，non-HDLコレ
ステロール，およびヘモグロビンA1c（HbA1c）値
の平均値を示した．
　高血圧症のリスクの分析では対象者3,443人か
ら観察開始時に高血圧症の治療中の者と血圧値が
140/90mmHgを超える者を除いた2,534人を分
析対象者とした．5年後の観察終了時に高血圧症
の治療を受けている者と血圧が140/90mmHgを
超える者を高血圧症とした．
　糖尿病のリスクの分析では対象者3,443人から
観察開始時に糖尿病の治療中の者とHbA1c値が
6.5％を超える者を除いた3,115人を分析対象者
とした．5年後の観察終了時に糖尿病の治療を受

けている者とHbA1cが6.5％を超える者を糖尿
病と定義した．
　高non-HDLコレステロール血症のリスクの分
析では対象者3,443人から観察開始時に脂質異常
症の治療中の者とnon-HDLコレステロール値が
170mg/dLを超える者を除いた2,019人を分析対
象者とした．5年後の観察終了時に脂質異常症の
治療を受けている者とnon-HDLコレステロール
値が170mg/dLを超える者を高non-HDLコレス
テロール血症とした．高non-HDLコレステロー
ル血症は動脈硬化性疾患予防ガイドライン2017
年版で定義されている170mg/dL以上とした 8）．
表2に高血圧症，糖尿病および高non-HDLコレス
テロール血症の年齢階級別分析対象者数を示した．

方　法
　5年間の後ろ向き研究により，体重増減の程度
別に5年間の高血圧症，糖尿病，および高non-
HDLコレステロール血症の罹患リスクについて
検討した．体重増減の分類は5年間に体重が5％
以上増加，3～5％未満（3～5％）増加，1～3％未
満（1～3％）増加，変化なし（－1％未満～＋1％未
満），1～3％未満（1～3％）減少，3～5％未満（3～
5％）減少，5％以上減少の7群に分けて分析した．
　統計解析にはStatistical Analysis System（SAS）

表1　対象者3,443人の特性
項　　目 平均±標準偏差

年齢（歳） 47.8 ± 9.0
BMI（kg/m2） 26.2 ± 2.8
体重（kg） 76.6 ± 9.4
腹囲（cm） 92.0 ± 6.5
収縮期血圧（mmHg） 121.4 ± 13.6
拡張期血圧（mmHg）  77.9 ± 10.3
non-HDLコレステロール（mg/dL） 159.1± 34.8
HbA1c（％）  5.8 ± 0.8

表2　年齢階級別分析対象者数

年齢階級 高血圧症の
分析対象者

糖尿病の
分析対象者

高non-HDLコレステロール
血症の分析対象者

30～39歳 671 712 480
40～49歳 1015 1154 714
50～59歳 622 897 602
60～69歳 226 352 223
合　計 2534 3115 2019
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9.4（SAS Institute Inc.）を使用し，体重増減別の
罹患率を計算するとともに，Logistic Regression 
Analysisにより年齢，BMI，喫煙，飲酒，運動習
慣に対して補正を行い，高血圧症，糖尿病，およ
び高non-HDLコレステロール血症の罹患に対す
るオッズ比を求めた．高血圧症の分析では観察開
始時の収縮期血圧と拡張期血圧を，糖尿病では
HbA1c値を，高non-HDLコレステロール血症で
はnon-HDLコレステロール値を，それぞれ補正
に加えた．有意水準は0.05とした．なお，喫煙，
飲酒，運動習慣の情報は特定健診の標準的な質問
票 9）の問8の喫煙の項目，問18の飲酒の項目，問
10の運動習慣の項目から得た．
　本研究では医療法人親愛の倫理委員会の承認を
得て，個人識別可能な情報はデータから削除して
分析を実施した．

結　果
高血圧症罹患に対する体重増減別のオッズ比
　表3に5年間における体重増減別の高血圧症罹
患率とその罹患に対するオッズ比を示した．高血

圧症罹患率とその罹患に対するオッズ比は体重が
増加するに従い上昇し，体重が減少するとともに
低下する傾向が認められた．体重変化なし群を
referenceとして体重減少群のオッズ比をみると，
1～3％減少群（オッズ比＝1.10）と3～5％減少群
（オッズ比＝0.86）では有意なリスクの低下が認め
られなかったが，5％以上減少群（オッズ比＝
0.60）では有意なリスクの低下が認められた．
糖尿病罹患に対する体重増減別のオッズ比
　表4に5年間における体重増減別の糖尿病罹患
率とその罹患に対するオッズ比を示した．糖尿病
罹患率とその罹患に対するオッズ比は高血圧症と
同様に，体重増加に従い上昇し，体重減少に伴い
低下する傾向が認められた．
　体重変化なし群をreferenceとして体重減少群
のオッズ比をみると，3～5％減少群（オッズ比＝
0.26）と5％以上減少群（オッズ比＝0.12）では有
意なリスクの低下が認められた．さらに，1～3％
減少群（オッズ比＝0.42）においてさえリスクの低
下は有意であり，体重の増減は糖尿病罹患に大き
な影響を与えていた．

表3　体重増減と高血圧症罹患リスクに関するLogistic Regression Analysisの結果

体重増減
高血圧症 高血圧症の

罹患率（％）1） オッズ比 （95％信頼区間）2） p値
（－） （＋）

5％以上増加 325 73 18.3 2.02 （1.32－3.09） 0.001
3～5％増加 231 47 16.9 1.71 （1.07－2.72） 0.025
1～3％増加 356 57 13.8 1.16 （0.75－1.79） 0.516
変化なし 375 59 13.6 1.00 （reference） /

1～3％減少 285 52 15.4 1.10 （0.70－1.72） 0.682
3～5％減少 242 29 10.7 0.86 （0.51－1.46） 0.575
5％以上減少 363 40  9.9 0.60 （0.38－0.96） 0.032

  1） 5年間の高血圧症の罹患率． 
2） 観察開始時の年齢，BMI，収縮期血圧，拡張期血圧，喫煙，飲酒，運動習慣に対して補正した．

表4　体重増減と糖尿病罹患リスクに関するLogistic Regression Analysisの結果

体重増減
糖尿病 糖尿病の　

罹患率（％）1） オッズ比 （95％信頼区間）2） p値
（－） （＋）

5％以上増加 432 46 9.6 5.61 （2.99－10.52） ＜0.001
3～5％増加 334 29 8.0 1.76 （0.91－3.42） 0.093
1～3％増加 469 26 5.3 1.19 （0.61－2.30） 0.610
変化なし 514 34 6.2 1.00 （reference） /

1～3％減少 404 21 4.9 0.42 （0.21－0.85） 0.016
3～5％減少 325 12 3.6 0.26 （0.11－0.60） 0.002
5％以上減少 458 11 2.3 0.12 （0.05－0.29） ＜0.001

1） 5年間の糖尿病の罹患率． 
2） 観察開始時の年齢，BMI，HbA1c値，喫煙，飲酒，運動習慣に対して補正した．
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高non-HDLコレステロール血症に対する体重増
減別のオッズ比
　表5に5年間における体重増減別の高non-HDL
コレステロール血症罹患率とその罹患に対する
オッズ比を示した．体重増減に伴う高non-HDL
コレステロール血症罹患率とその罹患に対する
オッズ比は高血圧症や糖尿病と同様に，体重増加
に従い上昇し，体重減少に伴い低下する傾向が認
められた．
　体重変化なし群をreferenceとして体重減少群
のオッズ比をみると，1～3％減少群（オッズ比＝
0.85）では有意なリスクの低下が認められなかっ
たが，3～5％減少群（オッズ比＝0.42）と5％以上
減少群（オッズ比＝0.33）では有意なリスクの低下
が認められた．

考　察
　肥満度が増すに従って，虚血性心疾患や脳血
管疾患の主要な危険因子である高血圧症，糖尿病，
および脂質異常症のリスクは上昇し，減量により
低下することはよく知られた事実である 1-3,10-14）．
本研究においても同様に，体重増加に従い高血圧
症，糖尿病，および高non-HDLコレステロール
血症の罹患リスクは上昇し，体重減少に伴い低下
する傾向が認められた．
　2008年に内臓脂肪蓄積を基盤として高血圧，
高血糖，および脂質異常を合併するメタボリック
シンドロームに注目した特定健診が開始され，メ
タボリックシンドロームと判定された者に対して
生活習慣改善により内臓脂肪を減少させるための
特定保健指導が行われるようになった．

　津下 1）は2008年度に特定健診を受診し，メタボ
リックシンドロームと判定され，積極的支援を受
けた者を対象として，体重減少の程度別に1年後
の血圧，血糖，脂質について検討した結果，体重
変化なし群と比較して，1～3％減少群では中性脂
肪，LDLコレステロール，HDLコレステロール，
およびHbA1cが，それに加えて3～5％減少群で
は収縮期血圧，拡張期血圧，および空腹時血糖が
それぞれ有意に改善したと報告しており，「まず
は4％減量」を目指した保健指導が行われるよう
になった．
　体重減少と高血圧症との関係についての報告を
みると，Mooreら 12）はBMIが25kg/m2以上の過
体重の中年男性を対象として4年間における体重
減少の程度別に，その後の高血圧症罹患リスクに
ついて追跡調査を行って報告している．その結
果，体重変化なし群と比べて，1.8～3.6kg減少
群ではRelative Riskが0.80，3.6～6.8kg減少群
では0.81，6.8kg以上減少群では0.63であり，
6.8kg以上減少群では有意な罹患リスクの低下で
あったと報告している．Mooreらの研究ではデー
タが示されていないので，6.8kg減が体重の何％
減になるか分からないが，対象が米国人であるの
で平均身長が180cm，平均BMIが27kg/m2と仮
定すると，6.8kg減は体重の7.7％減と推計され，
有意なリスクの低下がみられる体重減少の程度は
本研究の結果より若干大きいと考えられた．
Mooreらの研究は4年間の体重変化の後の追跡調
査を行って高血圧症罹患のリスクを検討してお
り，体重変化と高血圧症の罹患の観察期間が同じ
である本研究より，体重減少によるリスク低下は

表5　体重増減と高non-HDLコレステロール血症罹患リスクに関するLogistic Regression Analysisの結果

体重増減
高non-HDLコレステロール血症 高non-HDLコレステロール血症

の罹患率 1） オッズ比 （95％信頼区間）2） p値
（－） （＋）

5％以上増加 226 98 30.2 2.43 （1.63－3.62） ＜0.001
3～5％増加 175 52 22.9 1.45 （0.94－2.26） 　0.096
1～3％増加 224 75 25.1 1.47 （0.99－2.20） 　0.059
変化なし 285 72 20.2 1.00 （reference） /

1～3％減少 219 47 17.7 0.85 （0.55－1.32） 　0.463
3～5％減少 196 21  9.7 0.42 （0.24－0.73） 　0.002
5％以上減少 299 30  9.1 0.33 （0.20－0.53） ＜0.001

1） 5年間の高non-HDLコレステロール血症の罹患率． 
2） 観察開始時の年齢，BMI，non-HDLコレステロール値，喫煙，飲酒，運動習慣に対して補正した．
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小さくなるのではないかと推察される．
　本研究では糖尿病の罹患リスクは体重増加によ
り大きく上昇し，体重減少とともに大きく低下し
ていた．体重増減は高血圧症，糖尿病，高non-
HDLコレステロール血症のなかでも，糖尿病に
最も強く影響を与えており，当然ながら，糖尿病
では体重のコントロールがきわめて重要であるこ
とを改めて示す結果であった．
　長期の体重変化と糖尿病罹患リスクの研究では
Kimらの研究 13）がある．Kimらは肥満者（BMI25kg/
m2以上）の4年間の体重変化とその後の糖尿病罹
患リスクを検討した結果，体重増減が±3％の変
化なし群と比較して，3～6％減少群と6～9％減
少群ではHazard Ratioがそれぞれ0.89と0.83で
有意ではなかったが，9％以上減少群ではHazard 
Ratioが0.74で有意であったと報告している．Kim
らの研究はMooreらと同様に，4年間の体重変化
の後の追跡調査を行って糖尿病罹患のリスクを検
討しており，体重減少による糖尿病のリスク低下
は本研究よりも小さくなるのではないかと考えら
れる．また，亀谷 7）は糖尿病前症の者を平均6年
間追跡して糖尿病発症と体重減少との関係につい
て検討した結果，体重減少が1％未満の者と比較
して，1～4％未満減少の者ではハザード比が
0.65，4～7％未満減少の者では0.33，7％以上減
少の者では0.29であり，減量により，糖尿病発
症のリスクが著明に低下することを報告してい
る．
　LDLコレステロール値はFriedewaldの式から
求められるが，中性脂肪の測定値は食事の影響を
受けるといわれており 15），空腹時に採血している
が，食事の影響は避けられない．また，LDLコレ
ステロール直接測定法は精度管理が十分ではない
との指摘がある 16）．一方，non-HDLコレステロー
ルは食事の影響が少なく，かつ冠動脈疾患のリス
クを反映する有力な指標であるといわれており 15），
本研究ではnon-HDLコレステロールと体重増減
の関係について検討した．体重が3～5％減少群
と5％以上減少群では高non-HDLコレステロー
ル血症のリスクが有意に低下し，そのリスクが半
分以下になっていた．

　体重減少と脂質との関係についての報告をみる
と，Dattiloら 14）はメタアナリシスを実施し，体重
が1kg減少ごとに，LDLコレステロールが0.77mg/
dL低下すると報告しているが，体重増減別に高
LDLコレステロール血症あるいは高non-HDLコ
レステロール血症の罹患リスクについて検討した
研究は少なく，Ishikawa-Takataらの報告 6）を除い
て見当たらなかった．Ishikawa-Takataらは体重
変化と高血圧症，糖尿病，高コレステロール血症
の罹患リスクの関連について4年間追跡調査し，
体重が2kg以上減少した群と－2kg～＋2kgと体
重が変化しなかった群と比較した結果，前者に高
血圧症，糖尿病，高コレステロール血症の罹患リ
スクの低下は認められなかったと報告しており，
本研究の結果とも，他の多くの研究の結果とも異
なっていた．Ishikawa-Takataらは高血圧症，糖
尿病，高コレステロール血症の罹患リスクの低下
が認められなかった原因として，体重減少の程度
が小さかったためではないかと考察している．
　データには示していないが，直接法で測定した
LDLコレステロール値を用いて，体重増減別に高
LDLコレステロール血症（140mg/dL以上）の罹患
リスクについて検討した．その結果，1～3％減少
群ではオッズ比が0.80，3～5％減少群では0.76，
5％以上減少群では0.57であり，5％以上減少群
では有意なリスクの低下であった．体重減少によ
る影響はnon-HDLコレステロールの方がLDLコ
レステロールよりやや鋭敏である傾向が認められた
が，両者の結果には大きな違いはなかった．
　本研究では体重，血圧，HbA1c，総コレステ
ロール，HDLコレステロールの測定値は観察開
始時点と終了時点のみのデータを用い，2年目か
ら4年目までのデータはまったく考慮しなかった．
また，Logistic Regression Analysisのモデルに入
れた運動，喫煙，および飲酒の習慣は観察開始時
点のものを使用して，5年間における習慣の変化
は考慮しなかった．血圧，HbA1c，総コレステ
ロール，HDLコレステロールの測定値には食生
活が大きく影響するが，分析に食生活の項目を入
れることができなかった．これらの要因が結果に
影響を与える可能性は否定できない．
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まとめ
　5年間の体重増減とこの間の高血圧症，糖尿病
および高non-HDLコレステロール血症の罹患リ
スクについて検討した結果，体重が変化なしの者
と比較して5％以上体重が減少した者ではこれら
3疾患すべての罹患リスクが有意に低下すること
が示唆された．

利益相反
　なし．
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E�ects of Weight Change on the Risks for Hypertension, Diabetes Mellitus  
and High Non-HDL Cholesterol in a 5-year Longitudinal Study

Seiichiro Kamimura1), Ryuichiro Miyawaki1), Yuko Shibata1), Arisa Enomoto1),  
Maki Mizuno1), Ayaka Ikemizu1), Takuya Imatoh2), Hiroshi Une1)

1) Tenjin Clinic
2)  National Cancer Center, Center for Public Health Sciences,  

Division of Cohort Research

Abstract
Objective: �e aim of this study was to analyze the e�ects of weight changes over 5 years 
on the risk of developing hypertension, diabetes mellitus, and high non-HDL cholesterol 
levels.
Methods: �e study subjects were men with BMI ≥ 25kg/m2 or waist circumference ≥ 85 
cm. �ey were divided into 7 groups based on the change in their weight over a period of 
5 years: >5% gain, 3%–5% gain, 1%–3% gain, stable weight, >5% loss, 3%–5% loss, 1%–3% 
loss. We analyzed the subjects’ risks of developing hypertension, diabetes mellitus, and high 
non-HDL cholesterol using logistic regression analysis.
Results: A signi�cant risk reduction was observed in the >5% weight loss group [odds ratio 
(OR)=0.60] for hypertension; for three weight loss groups of 1%–3% (OR=0.42), 3%–5% 
(OR=0.26), and >5% (OR=0.12) for diabetes mellitus; and for two weight loss groups of 
3%–5% (OR=0.42) and >5% (OR=0.33) for high non-HDL cholesterol compared to the 
stable weight group.
Conclusion: Our results suggest that, compared to those with stable weight, men who lost 
more than 5% of their body weight have signi�cantly reduced risk for all three diseases.

Keywords: weight change, hypertension, diabetes mellitus, high non-HDL cholesterol
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はじめに
　Fabry病は，1898年にドイツの皮膚科医 Johannes 
Fabry1）と英国の皮膚科医William Anderson2）に
よって初めて報告されたライソゾーム病である．
本症の責任遺伝子はX染色体長腕Xq22.1に存在
するα-ガラクトシダーゼA（GLA）遺伝子であり 3），
X連鎖性の遺伝形式をとる．GLA遺伝子の変異に
よってライソゾームにあるα-ガラクトシダーゼA
（α-Gal A）の活性低下・欠損がおこり，本来不要
なスフィンゴ糖脂質（グロボトリアオシルセラミ
ドなど）が分解されずに心臓・腎臓・脳神経・皮膚・
眼といった全身の臓器の血管内皮細胞や心筋細
胞・神経節細胞などに蓄積することから，進行性
にさまざまな症状がひきおこされる．多数の遺伝
子変異がみつかっており，2019年2月現在，1,000
以上の遺伝子変異が報告されている 4）．
　臨床経過は性別と病型によって異なる．男性の

人間ドックにおける尿中マルベリー細胞の検出を契機に 
遅発型 Fabry病の確定診断に至った一症例

宮脇昌美 1）　平野 杏 1）　梅田美幸 1）　古林愛子 1）　松本由美 1）　高倉玲奈 1）　 
藤本 敬 1）　西 律子 2）　森島淳之 3）　山本一帆 4）　牧野和香奈 5）　平岡久豊 5）

要　約
　今回我々は，人間ドックにおいて尿中マルベリー細胞を検出したことから遅発型Fabry病の確定
診断に至った症例を経験した．症例は50代男性．40代後半より高血圧加療中であった．人間ドッ
クの心電図で左室肥大型波形を認め，心エコー検査などの結果から，無症候性の肥大型心筋症が疑
われ経過観察されていた．翌年人間ドック時の尿沈渣でマルベリー細胞を認め，Fabry病が疑われ
たため循環器内科に再受診となった．精査の結果白血球中α -Gal A活性の低下があり，遺伝子検査
で心亜型として知られるp.N215Sミスセンス変異を認め，遅発型Fabry病と診断された．
　遅発型Fabry病は進行性に左室肥大をきたす疾患である．その予後は難治性心不全や致死性不整
脈に規定されるといわれているが，酵素補充療法による治療法が存在することから早期の確定診断
がきわめて重要となる．人間ドックでの左室肥大型の心電図異常を呈する症例のなかには遅発型
Fabry病が潜在する可能性があり，そのような症例に対し尿中マルベリー小体／細胞の検出および
同定を念頭においた尿検査を行うことは診断の一助になり得ると考えられた．

キーワード　遅発型 Fabry病，左室肥大，尿沈渣，マルベリー細胞

場合，α-Gal A活性が著しく低下もしくは欠損し
ており小児期に四肢疼痛や低汗症といった症状で
発症しさまざまな臓器症状が進行していく古典
型，酵素活性がある程度保たれるため小児期はほ
ぼ無症候で経過し成人期になってから心臓や腎臓
を中心に症状が出現する遅発型（亜型）に大別され
る 5）．ヘテロ接合体である女性の場合は軽症で遅
発型であることが多いが，X染色体の不活化パ
ターン次第では古典型に近い表現型を呈すること
もある 6）．診断は，男性の場合α-Gal A活性の著
明な低下があれば確定するが，酵素活性の低下が
中等度の場合は，遺伝子検査が必要となる 7）．し
かしながらこれらの検査は簡便ではなく結果に時
間がかかるため，近年Fabry病の簡便なスクリー
ニング法として，尿沈渣中のマルベリー小体／細
胞の検出・同定の有用性が注目されている 8）．
　今回我々は，肥大型心筋症の経過観察中に，当



85 ( 211 )人間ドック　Vol.35  No.2  2020年

院人間ドックの尿沈渣でマルベリー細胞を検出し
たことを契機に遅発型Fabry病の確定診断に至っ
た症例を経験したので報告する．

症　例
50代，男性．
主訴：特になし．
既往歴：小児喘息，4年前に左人工股関節全置換
術．
家族歴：両親，がんで死去（母方の家族歴不明）．
同胞（弟），健診では異常指摘なし．
現病歴：40代後半より近医で高血圧加療中であっ
た．人間ドック時の心電図で左室肥大型波形を認
め，循環器内科での心エコー図検査などの精査の
結果，無症候性の肥大型心筋症が疑われ経過観察
されていた．翌年人間ドック時の尿沈渣でマルベ
リー細胞を認めたことからFabry病が疑われ，循
環器内科への再紹介となった．
現症：身長166cm，体重70kg，血圧142/88mmHg，
脈拍56回／分・整，頸動脈怒張なし，胸部心音
清・肺胞呼吸音正常，腹部・四肢に異常所見なし，
下腿浮腫なし．
尿・血液検査：尿蛋白1＋（表1），尿沈渣中にマ
ルベリー細胞を認める（表1，図1）．BNP，トロ
ポニン Iにごく軽度の上昇あり．
心電図：洞調律，心拍数56回／分，RSR’パター
ン，ST-T変化を伴う左室肥大（図2）．
胸部単純X線：心胸郭比54％，肺うっ血像なし
（図3）．
経胸壁心エコー図：非対称性の著明な左室肥大を

認める（図4）．
冠動脈造影：冠動脈に有意狭窄を認めず．
心臓造影MRI：【Cine像】Stroke Volume Index 52.4 
mL/m2, Cardiac Index 2.62L/min/m2, Mass Index 
136.1g/m2（左室心筋重量増大あり），【遅延造影
像】左室心筋の広範囲に非虚血性の淡い遅延造影
を認める（図5）．
腎生検：光学顕微鏡（光顕）像（図6）；PAM（peri-
odic acid-methenamine-silver stain）染色標本で糸
球体上皮細胞（podocyte）に著しい空胞化あり．メ
サンギウム細胞や内皮細胞内，尿細管上皮細胞，

図1　尿中マルベリー細胞
渦巻き状構造を有する脂肪球の集塊が認められる．

表1　尿・血液検査所見
【尿一般定性】 【生化学】
色調 黄色 AST 18U/L
混濁 clear ALT 12U/L
pH 6.5 ALP 175U/L
比重 1.023 γ -GTP 25U/L
尿蛋白 1＋ HDL-C 46mg/dL
尿糖 － LDL-C 127mg/dL
尿潜血 － TG 102mg/dL

TP 6.6g/dL
【尿沈渣】 ALB 4.4g/dL

RBC 1/1-5HPF UN 12mg/dL
WBC 1/1-5HPF CRE 0.87mg/dL
尿細管上皮 1/1-5HPF eGFR 71.2mL/min/1.73m2

硝子円柱 1＋ UA 6.3mg/dL
上皮円柱 a few HbA1c 5.8％
マルベリー細胞 1/3-5HPF FPG 103mg/dL

【全血球計算】 【循環器内科検査項目】
WBC 5300/ μ L BNP 19.2pg/mL
RBC 512×103 / μ L トロポニン I 0.050ng/mL
Hb 15.0g/dL
Ht 43.30％
PLT 164×103 / μ L

HPF: high power field, TP: total protein, ALB: albumin, CRE: creatinine,
PLT: platelet, BNP: brain natriuretic peptide
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podocyteを中心に円層状ミエリン様構造とゼブラ
体を認め，メサンギウム細胞内にも同所見を若干認
める．免疫蛍光抗体法；抗 fibrinogen（－），IgG（－），

図2　安静時12誘導心電図 図3　胸部単純X線

小動脈の平滑筋や間質細胞内にも同所見を若干認
める．メサンギウムの硬化や小動脈壁の肥厚と
いった所見はない．電子顕微鏡（電顕）像（図7）；

図4　経胸壁心エコー図　a：傍胸骨長軸像，拡張期　　b：傍胸骨短軸像，拡張期
左室拡張末期径46mm，左室収縮末期径29mm，心室中隔壁厚20mm，左室後壁厚12mm，左室駆
出率67％（Teichholz法），左房径34mm，E/A0.73，E-DcT211msec，E/e’13.1．

図5　心臓造影MRI（遅延造影像）　a：四腔長軸像，b：左室短軸像
左室心筋の広範囲に非虚血性の淡い遅延造影を認める．
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IgA（－），IgM（－），C3（－），C4（－），C1q抗体（－）．
頭部MRI・MRA：両側大脳白質にごく軽度の慢性
虚血性変化のみ．脳主幹動脈に有意所見なし．

臨床経過
　循環器内科外来で施行された白血球中α-Gal A
活性は3.9nmol/mg protein/hr（正常値：49.8～
116.4nmol/mg protein/hr）と低下しており，Fabry
病が強く疑われた．小児期の発汗異常や四肢疼痛
といったエピソードはなく，皮膚，眼，耳，脳神
経系に有意な所見は認められなかった．臨床的に
は左室肥大と尿蛋白を認めるのみであり，心およ
び腎評価目的で精査入院となった．心臓に関して
は冠動脈造影検査および心臓MRI検査を，腎臓
に関しては糸球体腎炎など他の腎疾患との鑑別も
兼ねて腎生検を施行した．心臓造影MRIでFabry
病に合致する所見を認めた．腎生検でもFabry病

に特徴的な所見を認め，糸球体腎炎は否定的で
あった．確定診断のためにインフォームドコンセ
ントのうえで遺伝子検査を行い，遅発型（心亜型）
Fabry病の遺伝子変異として報告 9）のあるexon5
のp.N215Sミスセンス変異を認め，確定診断に
至った．退院後，酵素補充療法が開始となった．

考　察
　人間ドックにおける尿中マルベリー細胞の検出
を契機に遅発型Fabry病の確定診断に至った症例
を経験した．本症例は無症候性で著明な左室肥大
を認めたもののFabry病を疑う家族歴が明らかで
はなかったため，肥大型心筋症として経過観察さ
れていた症例であった．
　Fabry病は進行性に左室肥大を認める疾患の一
つであり，男性の左室肥大症例の約3％ 10），肥大
型心筋症の約4％ 11）にFabry病が存在するといわ
れている．
　遅発型Fabry病は，α-Gal A活性がある程度残
存するため，小児期はほぼ無症候で経過し 12），成
人期以降に心臓や腎臓の臓器症状を主徴とし（心
亜型，腎亜型と呼ばれる）発症する．その生命予
後は，腎臓や心臓病変によって規定されるが，
Fabry病の死因の半数以上が難治性不整脈や心不
全などの心イベントによるという報告 13）があり，
酵素補充療法などの効果の期待できる治療法が存
在することから早期の確定診断がきわめて重要と
なる．本症例では心筋生検は未施行だが，心臓
MRI検査で著明な左室肥大を認め，広範囲の線維

図6　腎生検　光顕像（×400），PAM染色
糸球体上皮細胞（podocyte）に空胞変性を多数認める．

図7　腎生検　電顕像　左：×1000，右：×2500
podocyteを中心に円層状ミエリン様構造とゼブラ体を多数認める．
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化が疑われておりFabry病に合致する所見であっ
た．心筋線維化が進行すると壁の菲薄化や局所壁
運動異常をきたし致死性不整脈や心不全の危険性
が高まるため，今後の酵素補充療法の治療効果に
期待をしている．
　本症例のFabry病診断の契機となったマルベ
リー細胞は，マルベリー小体とともにFabry病の
スクリーニング法として近年その簡便性と有用性
が注目されている尿沈渣所見である．大きさは
3～15μmで，形態学的にはマルベリー小体は渦
巻き状構造をもつ脂肪球，マルベリー細胞はマル
ベリー小体が詰まった桑の実（マルベリー）に類似
する上皮細胞といわれており 14,15），いずれも
Fabry病の腎病変によって尿中に出現するものと
考えられている．小さい成分ゆえに見逃される可
能性が高く，これらの検出にはまずは弱拡大視野
（10×）において脂肪含有細胞を，強拡大（40×）
で小さな脂肪球を見逃さないこと，そして特徴的
な渦巻き状構造を見つけることがポイント 16）であ
る．脂肪球やシュウ酸カルシウム結晶，酵母様真
菌，卵円形脂肪体などとの鑑別も必要となる．小
児期～思春期のFabry病の腎病理所見を検討した
報告 17）では，顕性蛋白尿が出現する前にすでに
podocyteにゼブラ体が認められており，尿沈渣中
のマルベリー小体／細胞の検出はFabry病における
腎病変の早期発見にもつながると考えられている．
本症例の場合，全自動尿統合分析装置UX-2000
（シスメックス，兵庫）で潜血－赤血球数のクロス
チェック解離検体となり臨床検査技師による鏡検
がなされたことに加え，担当技師が渦巻き状構造
を伴う脂肪球を疑い該当者の病歴（肥大型心筋症
疑い）を確認したことが，マルベリー細胞を同定
するに至った要因と考える．今回の経験を踏まえ，
今後当健診施設では，男性で心電図や心エコー検
査で左室肥大所見が認められる場合は，速やかに
尿検査担当技師へ情報提供を行い，たとえ尿定性
検査に著しい異常がなくても遅発型Fabry病の潜
在を念頭に置いて，マルベリー小体／細胞の有無
について尿沈渣で詳しく目視観察するという取り
組みを行うこととした．
　本症例の遺伝子検査結果は心亜型として報告例

のあるp.N215Sミスセンス変異 9）であった．Nakao
ら 10）が初めて報告した心亜型Fabry病は，従来腎
機能は比較的保たれ生命予後にはあまり影響しな
いと考えられていた．本症例も腎機能は保持され
軽度の蛋白尿を認めるのみであり典型的な心亜型
Fabry病と思われたが，腎臓に明瞭にFabry病を
示唆する病理所見が得られたことは大変興味深
い．近年p.N215Sミスセンス変異型Fabry病で末
期腎不全に至る例の報告 18）もあり，遅発型Fabry
病において程度の差はあっても心腎いずれにも病
変が存在する可能性があることを認識すべきであ
ると考えられる．心亜型Fabry病における腎臓へ
のスフィンゴ糖脂質の沈着分布パターンと腎不全
との関連性についての報告 19）によると，腎機能が
保たれる例ではスフィンゴ糖脂質沈着が主に
podocyteに認められ，腎機能悪化をきたす例はメ
サンギウム細胞や間質，血管内皮細胞，平滑筋細
胞，尿細管上皮細胞などへも沈着がみられること
が指摘されている．本症例の腎生検（電顕像）では
円層状ミエリン様構造やゼブラ体（スフィンゴ糖
脂質の沈着）はpodocyteを中心に認められたが，
メサンギウム細胞内にも若干認められたため，今
後酵素補充療法中においても腎機能やマルベリー
細胞の出現状態などを含めて，注意深い経過観察
が望ましいと考えられる．

結　語
　今回我々は，人間ドックの尿沈渣でマルベリー
細胞を検出したことから遅発型Fabry病の確定診
断に至った症例を経験した．Fabry病においては，
近年効果の期待できる酵素補充療法などの治療法
が確立され，確定診断を早期に行う必要性は高
い．左室肥大型の心電図異常を呈する成人症例の
なかに遅発型（心亜型）Fabry病が潜在する可能性
がある．そのような例においても腎病変が存在す
る可能性があることを認識すべきであり，健診施
設における尿中マルベリー小体／細胞の検出・同
定は診断の一助になり得ると考えられる．

　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）にて報告した．
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　なお，本論文の投稿にあたり，本人へのイン
フォームドコンセントは得ている．
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　本論文の利益相反はない．
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Late-onset Fabry Disease Diagnosed by the Detection of  
Urinary Mulberry Cells during Medical Check-up
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Yumi Matsumoto1), Rena Takakura1), Takashi Fujimoto1), Ritsuko Nishi2),  
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4) Second Department of Internal Medicine, Kansai Medical University Medical Center
5) Department of Cardiology, Sumitomo Hospital

Abstract
　We report a case of late-onset Fabry disease diagnosed by the detection of urinary mul-
berry cells during a medical check-up. A Japanese male patient in his mid-50s had been 
treated for hypertension since his late 40s. His electrocardiogram in a medical check-up 
showed a typical pattern of left ventricular hypertrophy. Based on the echocardiogram 
�ndings in our hospital, he was considered to have asymptomatic hypertrophic cardiomy-
opathy. In the next year’s check-up, mulberry cells were observed in his urine sediment. 
Since he was suspected to have Fabry disease, he underwent detailed examinations by a 
cardiologist. He had low alpha- galactosidase activity in the leucocytes. �e gene mutation 
analysis identi�ed the p.N215S missense mutation, which is a well-known lesion of “cardiac 
variants”; therefore, he was diagnosed with late-onset Fabry disease.
　Late-onset Fabry disease is a disease with progressive le� ventricular hypertrophy, and 
its prognosis depends on heart failure and fatal arrhythmia. Enzyme replacement therapy 
has been recognized as an e�ective treatment for Fabry disease in recent years; however, 
an early de�nitive diagnosis is crucial. In cases where a medical check-up presents with le� 
ventricular hypertrophy, such patients may potentially have late-onset Fabry disease. We 
suggest that urinary mulberry bodies and cells should be helpful in con�rming the diagno-
sis of this disease.

Keywords: late-onset Fabry disease, left ventricular hypertrophy, urinary sediment, 
mulberry cells
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はじめに
　安心・安全で精度の高い医療を提供することは
医療機関の責務であり，健診においても同様であ
る．一方，受診者の健診に求める要望はますます
高まり，多種多様となっている．健診の精度や安
全管理のみならず，受診者の多様な要望にも耳を
傾け受診者満足度を向上させることは継続受診に
つながり，有意義な健診に重要なことと考えられ
る．
　安心・安全で精度の高い健診を提供するための
当施設の『あなたの相談室』の取り組みについて報
告する．

『あなたの相談室』の設置
　当施設では，人間ドック，職域・地域の一般健
診，婦人検診など各健診フロアーごとにフロアー

人間ドックにおける受診者サービス向上にむけて 
『あなたの相談室』の役割

工藤留美子　安武裕栄　斎藤静香　本橋美紀　吉永好恵 
大村崇夫　五十木孝子　根本克幸　三浦 猛　菊池美也子

要　約
目的：人間ドックにおける受診者サービス向上にむけて『あなたの相談室』を設置し，医療安全管理
体制との連携を強化することで，安心・安全な健診の提供および受診者満足度の向上に寄与するこ
とを目的とした．
方法：受診者の声を『あなたの相談室』に集約し，分析・改善提案を含めた一元管理をすることで，
リスクマネージメントの強化を図った．また医療安全管理体制との連携により有害医療事象のス
ムーズな問題解決を図るとともに，『あなたの相談室』に医療連携機能を持たせ事後フォローの充実
に努めた．
結果：有害医療事象9件について，『あなたの相談室』に配置した医療メディエーターが受診者との
懸け橋役となり問題解決するとともに，再発防止にむけての活動を行った．また受診者の声から受
診適合基準を作成するなど，安心・安全な健診のための対策を行った．『ご意見箱』の集計では，苦
情が毎年100件前後ある一方，『あなたの相談室』が設置された翌年以降は要望が減り感謝の声が増
えた．
結論：受診者の声を一元管理しリスクマネージメントに取り組むとともに，医療安全管理体制を組
織化することでより安全な健診の提供と受診者満足度の向上につながるとともに，リスク管理に対
するスタッフの意識も向上した．

キーワード　リスクマネージメント，医療安全，受診者の声

マネジャーを配置し快適受診のための取り組みを
行ってきた．しかし，フロアーごとの取り組みは
改善の内容やレベルにばらつきが生じたり，改善
案を全フロアーで共有できないという課題がみえ
てきた．また，有害医療事象への対策も各フロアー
の医師の判断だけでは抜本的な改善が難しい事例
も発生した．そこで，当施設では全健診フロアー
の受診者の声を集約し，医療安全管理体制とも強
く連携をとりながら抜本的な改善対策を図るため
に平成23年2月に『あなたの相談室』を設置した．

『あなたの相談室』の構成
　『あなたの相談室』は受診者の声を一元管理し，
組織全体として改善策を講じることを目的に，メ
ンバーは健診の渉外担当，予約担当，保健師，健
診現場を統括する事務部門で構成した．問題解決
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のために，受診者と組織間で中立な立場がとれる
医療メディエーターも構成メンバーとした．ま
た，平成26年に設置された医療安全管理会議な
どの医療安全管理体制と連携することでより抜本
的な改善にかかわることが可能になった．

『あなたの相談室』の役割
　『あなたの相談室』の役割は，（1）医療安全管理
体制との連携，（2）受診者の声への対応，（3）医療
連携機能の3つである．
医療安全管理体制との連携
医療安全管理体制
　当施設では，平成26年11月に医療安全管理会
議を設置し，医療的な対応を必要とする事象に関
してその責任体制を明確に定めるとともに，医療
安全管理規定を制定し，その規定に則り医療安全
管理の充実を図った．当会議は医療安全管理統括
責任者（医師）のもと，各健診責任医師とコメディ
カルの各部門長で構成し，医療の安全管理を体系
化し医療としての健診の質向上を図ることを目的
とした．また，その下部組織として有害医療事象に
対応する医療事象検討会議，およびリスクマネー
ジメント全般に対応するリスクマネージャー会議を
設置した．それらの会議は『あなたの相談室』と連
携をとりながら医療安全管理の実務を行う（図1）．
　①医療事象検討会議は，医療的な有害事象が発
生した際，事故の詳細な内容把握や有害レベルを
分類し，原因追究や再発防止のための改善策を講

じる．有害医療事象発生時の流れを図2に示す．
医療事象の発生部署から報告を受けた医療安全管
理統括責任者が必要と判断した場合に医療事象検
討会議が開かれる．当会議の議長は有害事象の内
容により必要な検討委員を指名・招集し，関係者
からの聞き取りや情報収集を行い，原因究明や改
善策を検討する．再発防止のための対策を継続的
に多職種間で検討する必要がある場合は，リスク
マネージャー会議に要請する．また，受診者から
の意見聴取や受診者への説明が必要な場合は，医
療メディエーターの研修・認定を受けた『あなた
の相談室』のメンバーが担当する．医療メディ
エーターは，医療現場でのさまざまなトラブルに
際し，患者（受診者）と医療機関（健診機関）のいず
れにも偏らず，両者の対話の橋渡しを行う高度な
専門技法と倫理性を備えた人材である 1-3）．
　②リスクマネージャー会議は，人間ドックの医
師を中心に看護師，放射線技師，臨床検査技師，
事務スタッフおよび『あなたの相談室』メンバーで
構成されている．リスクマネージメントのプロセ
スは，健診現場のヒヤリハット・ミスクレーム報
告，ご意見箱に寄せられた要望・クレーム，有害
医療事象などからリスクを把握し，背景要因を評
価・分析し抜本的な改善策を考える．さらに，そ
れらをスタッフに周知徹底し必要に応じスタッフ
教育まで担い，その改善策の有効性につき追跡・
評価を継続的に行う（図3）．当会議でのリスクマ
ネージメントプロセスは医療事故防止対策だけで

図1　医療安全管理体制
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はなく，受診者満足度の向上にむけた対応・対策
にも及んでいる 4）．
医療安全管理体制下での取り組み事例
　医療事象検討会議が発足した平成26年11月か

ら平成30年8月までに当会議で取り扱った事案は
9件である（表1）．このうち，採血時の神経損傷
（採血関連合併症），バリウムによる腸管穿孔，略
語の解釈間違いによる所見入力ミスの3件に関し

図2　有害医療事象発生時の流れ

 

 

 

図3　リスクマネージメントプロセス

 

 

ヒヤリハット、ミスクレーム、受診者の
声、医療事象から医療事故や受診者満足
度低下に発展する可能性のある問題点を
把握する　　　　　　　　　　　　　　
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ては，再発防止に向けての改善策の検討とスタッ
フ教育をリスクマネージャー会議に要請した．医
療事象として最も多い採血関連トラブル（特に神
経損傷や内出血）の改善策としては，安定性のよ
い採血ホルダーへの変更，尺側皮静脈や手背・手
首などでの採血時に翼状針を使用すること，採血
の手技に関する看護師教育と評価態勢の強化を
図った 5）．上部消化管X線検査後のバリウムによ
る腸管穿孔の防止策としては，胃検診前の注意書
きに『健診時，3日以上排便のない場合は検査がで
きない場合があります』と追記するなど改定し受
診者に周知させるとともに，検査前の確認の徹底
を図った．略語の解釈間違いによる所見入力ミス
に対しては，各部署で使用している医療用語の略
語を洗い出し，間違いやすい略語の使用禁止も含
めた取り扱いルールを作成した．
受診者の声への対応
受診者の声の収集
　当施設では受診者からの声を受けるために，各
健診フロアーに『ご意見箱』を設置している．『あ
なたの相談室』は毎日ご意見箱を確認し，可能な
限り健診当日に受診者と直接話すことで，不満を
持ったまま受診者が帰ってしまうことがないよう
に努めている．
　また，健診フロアーに『ご意見箱』を置くだけで
なく，『あなたの相談室のカード（名刺）』を置いた
りデジタルサイネージで紹介したりすることで，
受診者が意見を伝えやすい環境を整備し，なるべ

く健診当日に『あなたの相談室』メンバーが直接受
診者から話を聞くことができるよう配慮してい
る．スピーディーな初期対応をすることで，受診
者が不満を抱いたまま帰られることが少なくなり，
その後の継続受診にもつながると考えられる．
　収集されたご意見は苦情，要望，感謝に区分
し，苦情や要望に関してはリスクマネージャー会
議との連携で改善策を検討する．検討した改善策
については，医療安全管理会議に報告するととも
に，フロアーのデジタルサイネージに掲載し健診
の待ち時間に受診者にみていただいている．
ご意見箱の集計・分析結果
　『あなたの相談室』が開設された平成23年度か
ら29年度までに，『ご意見箱』に寄せられたご意見
を集計し分析を行った．集まったご意見は7年間
で896通で延べ1,216件（年平均174件）であった．
ご意見の内訳をみると，『あなたの相談室』の開設
当初（平成23年度）は苦情65.3％，要望29.3％，
感謝5.3％であったが，翌年からは要望が減ると
ともに感謝の声が増え，平成29年度は苦情57.1％，
要望13.2％，感謝29.6％であった（図4）．項目
別にみると，健診スタッフの接遇に関すること
32.1％と最も多く，施設やアメニティ29.5％，医
師の診察13.7％，待ち時間8.9％，健診着3.6％，
ドックの食事2.1％であった．スタッフの接遇や
施設の快適さへの関心が高いことが再確認された．
受診者の声から改善策を検討した事例
　受診者の声から『あなたの相談室』を中心にリス

表1　医療事象検討会議事例
検討事象 改善策

1 バリウムによる腸管穿孔（＊） 胃検診の注意書きの改定
2 採血時の神経損傷（＊） 採血ホルダーの変更・翼状針の使用と教育体制の強化
3 子宮がん検診における出血 適正なサイズのクスコ選択と愛護的な挿入手技の徹底
4 略語の解釈間違いによる所見入力ミス（＊） 医療用語の略語の見直しと統一

5 要精検者の結果発送の遅延 工程管理表に結果発送済みのチェック欄を追加し，予定を過ぎたら
赤字表示されるように変更

6 診察における名前確認の不徹底による受診者
間違い ICTタブレット上で受診者自身に名前を確認してもらい診察を始める

7 子宮がん検診における綿球の取り忘れ 糸つき綿球の使用

8 胃内視鏡検査時の嘔吐反射による顔面浮腫 嘔吐反射が強い場合の検査の中止と受診者の緊張を和らげるための
看護師の介助教育

9 MMG撮影時の圧迫による胸痛 圧迫力は110ニュートンを目安とし130ニュートンを限度とする．
検査開始前に「痛いときは言って下さい」と必ず説明する．

（＊）リスクマネージャー会議に検討依頼
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クマネージャー会議で改善に取り組んだ案件に
は，1）健診における検査の『受診適合基準』の改定，
2）救急時対応マニュアルの再整備，3）障害を持つ
受診者への対応マニュアルの作成などがある．1）
の健診における検査の『受診適合基準』の改定は，
「腰痛のため胃の検査を中止したいが誰にいえば
いいのですか？」という声から検討が行われた．
検査を安全に実施するためには中止基準を整備す
る必要があり，『受診適合基準』を全面的に見直し，

各検査の中止基準と中止を決定できる職種を明記
し，検査をすることで予想されるトラブルも記載
した（図5）．全スタッフがこの基準を共有するこ
とにより，健診の渉外・予約の段階や健診現場に
おいても迷わず判断できるようになり，受診者の
不利益を未然に防ぐことができるようになった．
2）の救急時対応マニュアルには医師，看護師の対
応手順に加え，救急車の要請などの搬送手順や
AED・救急カートの配置図なども挿入し，あわて

図5　受診適合基準
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図4　ご意見箱の年度別集計
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ず的確な対応ができるようになった．また，視覚
障害を持つ受診者から「親切な対応をありがとう
ございました」との感謝の声からもヒントをいた
だき，3）の『障害を持つ受診者への対応マニュア
ル』を作成した．視聴覚障害や歩行障害など障害
の内容ごとに配慮すべき点を職種別に取りまと
め，安全で受診者に優しい健診が提供できるよう
スタッフ教育も行った．同時に性同一症候群の受
診者に対する対応もマニュアルに含めた 6）．
医療連携機能
医療連携室としての取り組み
　『あなたの相談室』は医療連携機能を持ち，現時
点で20施設の医療機関と連携を結び，健診結果
から要精密検査・要受診となった受診者で他機関
を希望される場合や専門医療機関への受診が望ま
しい場合は，受診者の病状やライフスタイルに合
わせた大学病院，専門病院，地域医療機関などへ
の紹介を行う．『あなたの相談室』に医療連携機能
が付加された平成23年度から29年度までに他機
関を紹介した件数は6,805件であり，平成29年
度に紹介した診療科は，消化器222件，乳腺97
件，呼吸器79件，婦人科40件，循環器36件，泌
尿器29件，その他43件であった．また，他機関
の地域医療連携室との連携が密接になり，さらに
予約代行も行うことで受診者の負担を軽減でき
サービス向上に貢献できた．
医療連携機能と人間ドックの事後フォロー
　人間ドックは，精度の高い検査を提供するだけ
ではなく，事後フォローを充実させてこそ総合健
康支援の役割を果たすことができる．当施設の人
間ドックでは健診の受けっぱなしを極力減らすた
めに，専任コーディネーターを置き受診勧奨や受
療内容の確認を行っているが，『あなたの相談室』
に医療連携機能を持たせたことで，受診者の病状
やライフスタイルに合った的確な医療機関への紹
介が可能になった 7）．また，紹介先から戻った報
告書は人間ドック健診後の追跡調査にも活用して
いる．健診後の受療状況は次回の健診にフィード
バックさせ，健診の判定や相談時などに活用し経
年的な支援に役立てている．

まとめ
　近年は，健診受診者の権利意識の高まりや多く
の健康情報などにより，受診者の健診機関に対す
る要求は個別化・多様化しているが，受診者の声
は健診機関にとって真のサービスを提供するうえ
で非常に貴重なものであり，真摯に向き合う必要
がある．受診者の視点に立ち，その要求を『丁寧
に聴く』ことがより重要であり 8），受診者の気持に
添った対応を図るため当施設では『あなたの相談
室』を設置した．以前は健診フロアーごとの受診
者対応であったが，『あなたの相談室』の設置によ
り受診者の声を一元管理することができるように
なり，施設全体の取り組みとなり共通認識にもつ
ながった．
　また，安心・安全で精度の高い健診の提供は健
診機関の責務であり，確実な医療安全管理体制を
持つことが望まれる．日本人間ドック学会の「人
間ドック健診施設機能評価」においても医療安全
管理体制の確立が整備され継続的に改善活動して
いることが問われており，受診者本位の健診の質
と安全を保証するシステムを作る必要がある 9,10）．
当施設では，安心・安全の課題を共通認識とし職
種・部署を横断した組織全体での取り組みを行う
ため，医師を中心とした多職種で医療安全管理体
制を構築した．医療的な有害事象においては受診
者と医療側の考え方や立場にしばしばギャップが
あり，その不偏的な橋渡し役として医療メディ
エーターの認定を受けた『あなたの相談室』メン
バーが，両者の話を中立的な立場で聞くことでス
ムーズな解決に向け支援している．リスクマネー
ジメントにおいては，『あなたの相談室』に寄せら
れた受診者の声やヒヤリハット，有害医療事象の
事案から，背景にある根本的な問題を洗い出し改
善策を検討し，適正な対応・対策が図れるように
なった．特に，受診適合基準の作成は，健診現場
スタッフはもちろん渉外・予約担当など事務部門
まで全スタッフ間で問題意識を共有することがで
き，安全な健診の提供に有用と考えられる．医療
の安全性を高めるには健診現場スタッフへの意識
だけでなく，受診適合基準に則り検査の中止など
に対する受診者の理解を得ることも必要である．
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　『あなたの相談室』は，受診者目線でその気持ち
に添いながら対応することで受診者の満足度向上
に貢献し，医療安全体制とも強く連携をとること
で安心・安全な健診の提供とスタッフの意識向上，
医療的リスクを受診者に理解してもらうという点
でも有効だと考えられる．これまでの取り組みを
継続・徹底させるとともに，今後も受診者の声を
貴重な財産として活用し，さらに快適で有意義な
健診の提供を目指していきたい．

おわりに
　受診者の声を丁寧に拾い上げ一元管理し，その
声を十分に活かして医療安全管理に取り組むこと
により，安心・安全な健診の提供と受診者満足度
の向上につながり，リスク管理に対するスタッフ
の意識も向上すると考えられ，今後も継続的な改
善活動に取り組んでいきたい．

　本研究はヘルシンキ宣言を遵守し，神奈川県予
防医学協会の倫理委員会に承認を得た．
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　本論文に関する利益相反はない．
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Role of “Your Consultation Room” in the Improvement of  
Physical Check-up Examinee Services

Rumiko Kudo, Hiroe Yasutake, Shizuka Saitou, Miki Motohashi,  
Yoshie Yoshinaga, Takao Ohmura, Takako Isogi, Katsuyuki Nemoto,  

Takeshi Miura, Miyako Kikuchi

Kanagawa Health Service Association

Abstract
Purpose: �e goal of this study was to contribute to improved safety and peace of mind 
for examinations, as well as examinee satisfaction, by strengthening cooperation with the 
medical safety management system and establishing “Your Consultation Room” to improve 
examinee services.
Methods: By carrying out universal management of examinee feedback through “Your 
Consultation Room,” including collection, analysis, and improvement proposals, this study 
attempted to strengthen risk management. In addition to striving for smooth problem-solv-
ing related to adverse medical events through coordination with the medical safety man-
agement system, the study also strived to strengthen post-event follow-up by incorporating 
medical coordination functions into “Your Consultation Room.”
Results: For nine cases of medical adverse events, the medical mediator assigned to “Your 
Consultation Room” served as a bridge to the examinee, solving problems while simultane-
ously carrying out activities to prevent recurrences. In addition, measures such as the cre-
ation of examination compliance standards were taken based on examinee feedback, which 
led to improved safety and peace of mind. Although around 100 complaints had been col-
lected from the suggestion box each year up until now, starting from the year a�er “Your 
Consultation Room” was established, the number of requests decreased and the number of 
expressions of gratitude increased.
Conclusion: By carrying out universal management of examinee feedback and making 
e�orts for risk management while simultaneously organizing the medical safety manage-
ment system, this study not only provided safer examinations and greater examinee satis-
faction but also improved risk management awareness among sta� members.

Keywords: risk management, medical safety, examinee feedback
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2020年度　一日ドック基本検査項目表
区分 項　目 備　　　　　考

必
　
須
　
項
　
目

身
体
計
測

身　　　　　長
体　　　　　重
肥　　満　　度

BMI
腹　　　　　囲

生
　
　
理

血　圧　測　定 　原則2回測定値と平均値
心　　電　　図
心　　拍　　数
眼　　　　　底 　両眼撮り
眼　　　　　圧
視　　　　　力
聴　　　　　力 　簡易聴力
呼　吸　機　能 　1秒率、%肺活量、%1秒量（対標準1秒量）

Ⅹ
線
・
超
音
波

胸　部　Ⅹ　線 　2方向
上部消化管Ⅹ線 　食道・胃・十二指腸。4ツ切等8枚以上　＊1

腹  部  超  音  波 　検査対象臓器は肝臓（脾臓を含む）・胆のう・膵臓・腎臓・腹部大動脈とする。但し、膵臓検出でき
　ない時はその旨記載すること。

生

化

学

総  　蛋　  白
ア ル ブ ミ ン
クレアチニン

eGFR
尿　　　　酸

総コレステロール
HDLコレステロール
LDLコレステロール

Non-HDLコレステロール
中　性　脂　肪
総 ビ リ ル ビ ン

AST（GOT）
ALT（GPT）

γ -GT（γ -GTP）
ALP

血糖（空腹時）
HbAlc

血
液
学

赤　　血　　球
白　　血　　球
血　　色　　素
ヘマトクリット

MCV
MCH

MCHC
血　小　板　数

血
清
学

CRP 　定量法
血液型（ABO　Rh） 　本人の申し出により省略可

HBs抗原 　本人の申し出により省略可

尿 尿一般・沈渣 　蛋白・尿糖・潜血など
　沈渣は、蛋白､ 潜血反応が陰性であれば省略可

便 潜　　　　血 　免疫法で実施（2日法）
問
診
・
診
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，臨床経験または活動報告，

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．また，編集委員会の判断で投稿区分の変更をお願いすることがあります．
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，臨床経験（活動報告）6頁（12,000字）以内，総説8頁（16,000字）以内，
Letters to the Editor半頁（1,200字）以内を原則とします．
用語は日本医学会編「日本医学会医学用語辞典英和・和英」（日本医学会医学用語辞典WEB版：http://

jams.med.or.jp/dic/mdic.html），日本内科学会編「内科学用語集」により，略語については巻末の「日本人間
ドック学会誌 略語一覧」を使用すること．掲載略語以外は，初出時に正式用語を使い，（　）に略語を示す．
外国語は固有名詞，文頭にきた語句のみ，最初の1字を大文字とします．
度量衡の単位はSI単位を原則とします．（例）kg，g，mg/dL，L，mL，m，cm，℃など，数値には3

桁ごとに（, ）を入れます．（例）1,234,567,890
図，表は計10点以内とします．図，表はA4サイズ以下で作成し，1枚につき原稿400字分とします．

図，表の挿入位置は，本文中の該当箇所に（表1）の様に入れてください．画像ファイルは，本文とは別ファ
イルにて作成して，アップロードしてください．原稿の末尾に，図，表の標題および説明を番号順にま
とめて記載してください．
統計解析にソフトを使用した場合は，ソフト名等を記載してください．（例）統計解析ソフトはSPSS 

ver17 for Windowsを用いた．
4．投稿論文の書き方
（a）論文記載の順序，形式
（1） タイトル頁：題名，著者名，所属機関，所在地および筆頭著者の職種，氏名，連絡先（Tel，Fax，
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E-mail），別刷りの希望部数を書いてください．なお，題名，著者名，所属機関には英文を併記し
てください．

（2） 2頁目：和文要約（600字以内）を目的：，方法：，結果：，結論：の順に書いてください．キーワー
ドを4個以内で併記してください．

（3） 3頁目：英文要約（ダブルスペース，250 words以内），キーワード（英文）を4個以内で併記してく
ださい．なお，英文要約についてはその作成を学会に依頼することも可能ですが，その場合には
有料となります．英文要約を学会で作成することを希望される場合には，その旨を3頁に明記し
てください．

（4） 4頁目以後：本文を書き，緒言（はじめに），対象，方法，結果（成績），考察（考案），結語（まとめ），
利益相反（Con�ict of Interest），（謝辞），文献の順として，それぞれ行を変えてください．

（b）文献の引用
（1） 本文中に引用番号順に番号を「福間ら 1）の研究によれば……」のように上付きで入れてください．
（2） 雑誌の引用の場合，略号は日本文献は医学中央雑誌，外国文献は Index Medicusに従ってくださ

い．著者が4名以上の場合は3名併記のうえ「ほか」または‘et al’としてください．
（例）1） 福間淑子，海老沢雅子，佐藤勤子ほか：除菌治療への誘導を意識した健診専門施設の胃が

んリスク検診 (ABC分類 )－当施設受診者の偽A群とD群の特徴－．人間ドック 2016；31：
435-444．

2） Arase Y: Evaluation of severity and complications of nonalcoholic fatty liver disease. Ningen 
Dock Int 2014; 1: 16-23.

（3） 単行本の引用の場合，著者名（上記の通り），題名，監修・編者名，書名，版数，発行所名，発行地，
発行年号（西暦）引用頁 -頁の順としてください．

（例）1） 鏑木淳一：Ⅳ 検査項目とその判定・事後指導計画  16.リウマトイド因子・血清梅毒反応．日
本人間ドック学会監，篠原幸人編，人間ドック健診の実際，文光堂，東京，2017，174-175.

2） Kaplan NM: Measurement of blood pressure. In: Kaplan NM(ed), Kaplan's Clinical 
Hypertension. 7th edit, Lippincott William & Wilkins, Philadelphia, 2002, 25-55.

（4） ホームページの引用の場合，著者名：タイトル．発表年，引用元のURL［確認した日付*］の順と
してください．*引用のために確認した日付を記入してください．

（例）1） 厚生労働省健康局総務課 生活習慣病対策室：禁煙支援マニュアル．2006，http://www.
mhlw.go.jp/topics/tobacco/kin-en-sien/manual/index.html［2012.3.2］

2） Ministry of Health, Labour and Welfare : Fact sheet of abridged life tables for Japan 2010. 
2011, (In Japanese) http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/life/life10/index.html (accessed 
July 28, 2011)

5．原稿の採択
受け付ける原稿は投稿規定に従ったものとします．投稿規定に従っているかは，オンライン上に投稿
用チェックリストがありますのでチェックしてください．投稿規定に従っていないものは受理せず返却
しますので投稿規定に従って書き直しをして再提出してください．受理した原稿の採否および掲載順序
は編集委員会が決定いたします．査読終了後の再投稿は，3カ月以内とします．それ以後は新規論文と
して扱います．
6．原稿の校正
校正は初校のみを著者校正としますが，校正に際しては原則として文章の書き換え，図，表の変更は
認められません．
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7．別刷り
別刷りを希望する場合は投稿時に申し込んでください．
30部までは無料ですので，「100部希望：30部（無料）＋70部」のようにタイトルページに明記してく
ださい．なお，有料分は20部から10部単位で受け付け，1部100円（税別）をいただきます．
8．掲載料
刷り上がり原著6頁，症例報告・短報4頁，臨床経験（活動報告）6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9月4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，臨床経験または活動報告，

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．また，編集委員会の判断で投稿区分の変更をお願いすることがあります．
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，臨床経験（活動報告）6頁（12,000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，臨床経験（活動報告）6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9月4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



121 ( 247 )人間ドック　Vol.35  No.2  2020年

□ 論文内容，ことに方法に関して，倫理的考慮を要する場合には，方法にその倫理問題につい
ての配慮を記載したか

□ 略語は，本文の初出の時に正式用語を使い，（ ）に略語を示したか

□ HbA1cはNGSP値で表記されているか

文　献

□ 記載方法に誤りはないか

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

□ 文献番号は，本文で引用した順序になっているか

図・表，写真

□ 図・表は計10点以内としたか

□ 図の説明文（表題）は，図の順に別紙に記載したか

□ 表に縦線を使用していないか
 　　注：表には縦線は使用しない

□ 図・表の挿入希望箇所を，本文の欄外に記載したか

□ 写真の裏面に，筆頭著者名，写真番号，天地を記載したか

投稿直前のチェック

□ 投稿原稿は2部あるか

□ CD-ROM 1部を同封したか

□ 責任者に投稿の最終チェックを受けたか

□ 投稿承諾書を同封したか

□ 利益相反がある場合，利益相反（COI）自己申告書を同封したか

全チェック項目に∨印のある事を確認しました．

　　　年　　　月　　　日，　　著者署名

職　　種
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投稿承諾書
日本人間ドック学会　殿

論文題名：

上記論文は，  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    所属の

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

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

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

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

筆頭著者署名 （Ａ　　　　）

共著者署名 （Ａ　　　　） 共著者署名 （Ａ　　　　）

共著者署名 （Ａ　　　　） 共著者署名 （Ａ　　　　）

共著者署名 （Ａ　　　　） 共著者署名 （Ａ　　　　）

共著者署名 （Ａ　　　　） 共著者署名 （Ａ　　　　）

共著者署名 （Ａ　　　　） 共著者署名 （Ａ　　　　）

共著者署名 （Ａ　　　　） 共著者署名 （Ａ　　　　）

年　　月　　日　提出
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日本人間ドック学会  御中

利益相反（COI）自己申告書

論文題名：

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

項　目 該当の状況 有であれば，著者名：企業名などの記載

①報酬額　
1つの企業・団体から年間 100 万円以上

有 ・ 無

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

有 ・ 無

③特許権使用料　
1つにつき年間 100万円以上

有 ・ 無

④講演料　
1つの企業・団体から年間合計 50万円以上

有 ・ 無

⑤原稿料　
1つの企業・団体から年間合計 50万円以上

有 ・ 無

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

有 ・ 無

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

有 ・ 無

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

有 ・ 無

⑨旅費，贈答品などの受領
1つの企業・団体から年間 5万円以上

有 ・ 無

著者名（署名）：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
年　　月　　日　提出
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INSTRUCTIONS TO AUTHORS
Ningen Dock International

Official Journal of Japan Society of Ningen Dock

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

References
References should be numbered consecutively in order of appearance in the text and cited in the text 
using superscript numbers. For example, according to the study by Sasamori 1 . For journals, the names 
and initials of the �rst three authors, followed by “et al.” if there are other coauthors, the complete title, 
abbreviated journal name according to Index Medicus, volume, beginning and end pages, and year should 
be included. For books, the names and initials of the �rst three authors, followed by “et al.” if there are 
other coauthors, the complete title, book name, edition number, beginning and end pages, name and city 
of publisher, and year should be included. Examples of references are given below.
Journal: Ishizaka N, Ishizaka Y, Nagai R, et al.: Association between white cell count and carotid 
arteriosclerosis in Japanese smokers. Atherosclerosis 2004; 175: 95-100.
Book: Kaplan NM: Measurement of blood pressure. In: Kaplan NM(ed), Kaplan's Clinical Hypertension. 
7th ed., Lippincott William & Wilkins, Philadelphia, 2002, 25-55.

Tables
Tables should be cited in the text, and numbered sequentially with Arabic numerals. Each table should be 
given a number and a brief informative title, and should appear on a separate page. Explain in footnotes all 
abbreviations used.

Figures
Figures should be cited in the text, and numbered sequentially with Arabic numerals. A brief descriptive 
legend should be provided for each �gure. Legends are part of the text, and should be appended to it on a 
separate page. Color �gures can be reproduces if necessary, but the authors will be expected to contribute 
towards the cost of publication.

Con�ict of Interest (COI) 
All authors are required to disclose any conflict of interest (COI) on the form designated by the Japan 
Society of Ningen Dock. 

If no author has any COI, this should be indicated in the manuscript. 

Page proofs
�e corresponding author will receive PDF proofs, the author should correct only typesetting errors. A�er 
correcting, page proofs must be returned promptly.

Reprints
�irty reprints of each paper are free, and additional reprints are available at charge in lots of 10, but for 
a minimum order of 50 . Reprints should be ordered on submission of the manuscript as follows: For 
example, “I order 100 reprints: 30 (free) + 70.”

The Editorial Board considers only manuscripts prepared according to the Instructions to Authors, 
and makes decisions regarding the acceptance of manuscripts as well as the order of printing them. All 
published manuscripts become the permanent property of Japan Society of Ningen Dock, and may not be 
published elsewhere without written permission from the Society.
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Check list for submission of papers to Ningen Dock International
Official Journal of Japan Society of Ningen Dock

Categories of manuscript:

  □ Original article (not more than 4,000 words)

  □ Case report (not more than 3,000 words)

  □ Review article (not more than 5,000 words)

Typing:

  □ Manuscript on A4 paper with wide margins

  □ Type double space using 12-point

Title page:

  □ Title of paper

  □ Full names of authors and a�liations without title of MD, PhD, etc

  □ Full name and address of a corresponding author including fax number, telephone number 
and e-mail address.

  □ Running title not more than 50 characters.

Abstract:

  □ Not more than 250 words.

  □ Arranged in the order of Background, Methods, Results, and Conclusion.

  □ Up to four key words.

Text of paper:

  □ Manuscript is arranged in the order of Objective, Methods, Results,  Discussion, (Conclusion), 
(Acknowledgments), and References.

  □ Measurements are expressed in SI units.

  □ Abbreviations are spelled out at �rst usage.

References:

  □ References are numbered consecutively in order of appearance in the text and cited in the text 
using superscript numbers.

  □ Format is consistent with examples in Instructions for Authors.
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Tables:

  □ Each table is given a number and a brief informative title, and appears on separate page.

  □ All abbreviations used are explained in footnotes.

Figures:

  □ Figure legends are appended to the text on a separate page.

  □ �e top of the �gure, the �rst author's name, and the �gure number are indicated lightly in 
so� pencil on the back of the four �gures.

Submission:

  □ Check list, agreement, cover letter, manuscript (title page, abstract, text, acknowledgments,  
and references), �gure legends, tables, �gures and/or photos prepared in due form.

  □ One set of the original manuscript and three sets of the copies (with original photos, if any)  
are submitted.

  □ All pages are numbered.

Date:

Name (print) 　　　　　　　　　　　　　　　Signature
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O�cial Journal of Japan Society of Ningen Dock's Agreement

1. �e authors undersigned hereby a�rm that the manuscript entitled :

is original and does not infringe any copyright, and that it has not been published in whole or in part 
and is not being submitted or considered for publication in whole or in part elsewhere except in the 
form of an abstract.

2.  Assignment of Copyright. The authors hereby transfer, assign or otherwise convey all copyright 
ownership to Japan Society of Ningen Dock in the event this work is published by Japan Society of 
Ningen Dock in any format.

3. Signature of all authors : 

Name (print) Signature Date 
( A                           )

Name (print) Signature Date 
( A                           )

Name (print) Signature Date 
( A                           )

Name (print) Signature Date 
( A                           )

Name (print) Signature Date 
( A                           )

Name (print) Signature Date 
( A                           )

Name (print) Signature Date 
( A                           )

※著者が人間ドック学会のＡ会員の場合は，署名欄の右に会員番号も併記してください．
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日本人間ドック学会誌 略語一覧
略語 正式名（英） 正式名（和）

1 1,5-AG 1,5-anhydroglucitol 1,5-アンヒドログルシトール
2 17-OHCS 17 α -hydroxycorticosteroid 17-ハイドロキシコルチコステロイド
3 95% CI 95% con�dence interval 95%信頼区間
4 α -GI α -glucosidase inhibitor α -グルコシダーゼ阻害薬
5 β 2 -MG β 2 -microglobulin β 2 -ミクログロブリン
6 γ -GTP γ -glutamyl transpeptidase γグルタミルトランスペプチターゼ
7 A/G比（A/G ratio） albumin-globulin ratio アルブミン /グロブリン比
8 ABI ankle-brachial index 上腕足関節血圧比
9 ACTH adrenocorticotropic hormone 副腎皮質刺激ホルモン

10 ADL activities of daily living 日常生活動作
11 AFP α -fetoprotein α -フェトプロテイン
12 ALP alkaline phosphatase アルカリホスファターゼ
13 ALT alanine aminotransferase アラニンアミノトランスフェラーゼ
14 Apo（a） apolipoprotein (a) アポリポ蛋白（a）
15 APTT activated partial thromboplastin time 活性化部分トロンボプラスチン時間
16 AST aspartate aminotransferase アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ
17 BMI body-mass index 体格指数
18 CA125 carbohydrate antigen 125 シーエー125
19 CA19-9 carbohydrate antigen 19-9 シーエー19-9
20 cAMP cyclic adenosine 3’, 5 ’-monophosphate 環状アデノシン3’、5’-一リン酸
21 CAPD continuous ambulatory peritoneal dialysis 持続携行式腹膜透析
22 CBC complete blood cell count 全血球計算
23 Ccr creatinine clearance クレアチニンクリアランス
24 cDNA complementary deoxyribonucleic acid 相補的デオキシリボ核酸
25 CEA carcinoembryonic antigen がん胎児性抗原
26 cGMP cyclic guanosine 3’, 5 ’-monophosphate 環状グアノシン3’，5’-一リン酸
27 ChE cholinesterase コリンエステラーゼ
28 CKD chronic kidney disease 慢性腎臓病
29 COI con�ict of interest 利益相反
30 COPD chronic obstructive pulmonary disease 慢性閉塞性肺疾患
31 CK creatinine kinase クレアチンキナーゼ
32 CRP c-reactive protein C反応性タンパク
33 CT computed tomography コンピューター断層撮影
34 CVA cerebrovascular accident 脳血管障害
35 D-Bil direct bilirubin 直接ビリルビン
36 DBP diastolic blood pressure 拡張期血圧
37 DNA deoxyribonucleic acid デオキシリボ核酸
38 DRG diagnosis-related group 診断別分類
39 dsDNA double stranded deoxyribonucleic acid 二本鎖デオキシリボ核酸
40 EBM evidence-based medicine 科学的根拠に基づく医療
41 ECG electrocardiogram 心電図
42 eGFR estimated glomerular �ltration rate 推算糸球体濾過量
43 EIA enzyme immunoassay 酵素免疫測定法
44 ELISA enzyme-linked immunosorbent assay 酵素免疫吸着測定法
45 EPO erythropoietin エリスロポエチン
46 ESR erythrocyte sedimentation rate 赤血球沈降速度
47 FBG fasting blood glucose 空腹時全血ブドウ糖
48 FDA Food and Drug Administration 食品医薬品局
49 FEV forced expiratory volume 努力呼気量
50 FEV1 forced expiratory volume in one second 1秒量
51 FEV1 % forced expiratory volume % in one second 1秒率
52 FPG fasting plasma glucose 空腹時血糖
53 FSH follicle stimulating hormone 卵胞刺激ホルモン
54 FT3 free triiodothyronine 遊離トリヨードサイロニン
55 FT4 free thyroxine 遊離サイロキシン
56 FVC forced vital capacity 努力肺活量
57 GFR glomerular �ltration rate 糸球体濾過量
58 GH growth hormone 成長ホルモン
59 Hb hemoglobin ヘモグロビン
60 HbA1c hemoglobin A1c ヘモグロビンA1c
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略語 正式名（英） 正式名（和）
61 hCG human chorionic gonadotropin ヒト絨毛性ゴナドトロピン
62 HCV hepatitis C virus C型肝炎ウイルス
63 HDL-C high-density lipoprotein cholesterol 高比重リポ蛋白コレステロール
64 HLA histocompatibility ［leucocyte］ antigen 組織適合（性）抗原
65 HPLC high-performance liquid chromatography 高速液体クロマトグラフィー
66 Ht hematocrit ヘマトクリット
67 ICD International Classi�cation of Disease 国際疾病分類
68 ICU intensive care unit 集中治療室
69 IFG impaired fasting glucose 空腹時血糖異常
70 IGT impaired glucose tolerance 耐糖能異常
71 IMT intima-media thickness 内膜中膜複合体厚
72 LAP leucine aminopeptidase ロイシンアミノペプチダーゼ
73 LDH lactate dehydrogenase 乳酸脱水素酵素
74 LDL-C low-density lipoprotein cholesterol 低比重リポ蛋白コレステロール
75 Lp(a) lipoprotein (a) リポ蛋白（a）
76 LPL lipoprotein lipase リポプロテインリパーゼ
77 MCH mean corpuscular hemoglobin 平均赤血球血色素量
78 MCHC mean corpuscular hemoglobin concentration 平均赤血球血色素濃度
79 MCV mean corpuscular volume 平均赤血球容積
80 METs meatbolic equivalent メッツ（運動強度指数）
81 MetS metabolic syndrome メタボリックシンドローム
82 MMG mammography マンモグラフィー
83 MRA magnetic resonance angiography 磁気共鳴血管造影
84 MRI magnetic resonance imaging 磁気共鳴画像
85 mRNA messenger RNA メッセンジャーリボ核酸
86 MRSA methicillin-resistant Staphylococcus aureus メチシリン耐性黄色ブドウ球菌
87 MSW medical social worker 医療ソーシャル・ワーカー
88 NMR nuclear magnetic resonance 核磁気共鳴
89 PET positron emission tomography 陽電子放射断層撮影
90 PSA prostate-speci�c antigen 前立腺特異抗原
91 PTH parathyroid hormone 副甲状腺ホルモン
92 PWV pulse wave velocity 脈波伝播速度
93 QOL quality of life 生活の質
94 RBC red blood cell 赤血球
95 RF rheumatoid factor リウマトイド因子
96 RI radioactive isotope 放射性同位元素
97 RIA radioimmunoassay 放射免疫測定法
98 RNA ribonucleic acid リボ核酸
99 SBP systolic blood pressure 収縮期血圧

100 SD standard deviation 標準偏差
101 SEM standard error of the mean 標準誤差
102 STD sexually transmitted disease 性行為感染症
103 T-Bil total bilirubin 総ビリルビン
104 T3 triiodothyronine トリヨードサイロニン
105 T4 thyroxine サイロキシン
106 TC total cholesterol 総コレステロール
107 TG triglyceride トリグリセライド
108 TIA transient (cerebral) ischemic attack 一過性脳虚血発作
109 TIBC total iron binding capacity 総鉄結合能
110 tPA tissue plasminogen activator 組織プラスミノーゲン活性化因子
111 TPHA Treponema pallidum hemagglutination assay 梅毒トレポネーマ血球凝集テスト
112 TSH thyroid stimulating hormone 甲状腺刺激ホルモン
113 TTT thymol turbidity test チモール混濁試験
114 UCG ultrasonic echocardiography 心臓超音波検査
115 UIBC unsaturated iron binding capacity 不飽和鉄結合能
116 UN urea nitrogen 尿素窒素
117 VLDL very-low-density lipoprotein 超低比重リポ蛋白
118 WBC white blood cell 白血球
119 WHO World Health Organization 世界保健機構
120 ZTT zinc sulfate (turbidity) test 硫酸亜鉛混濁試験
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「人間ドック」著作権管理委託について

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

記

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

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

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

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

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

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

　新型コロナウイルスの感染拡大が一旦収束に向
かっていると，皆様も少し安堵していた頃であった
この7月から相澤孝夫先生が新理事長に就任され，
学会は新体制に入りました．その後第2波とも受け
とれるコロナ感染再拡大傾向が明らかとなり，今後
のわが国を含む世界の動向がまだ不透明ななかで，
相澤新理事長に本学会の会員の皆様への就任挨拶と
今後の本学会の活動方針を巻頭言として執筆して頂
きました．
　総説は，長年にわたり虎の門病院で腎臓疾患を中
心に診療されてきた原茂子先生に「尿酸・（酸性尿）と
諸疾患との関連性」について最新の話題も取り入れな
がら詳細に解説して頂きました．予防医療，実地診
療に関わるすべての医療従事者にとって有益な内容
となっていると思います．原著論文は8編です．そ
の内容は，保健指導体制の充実について，喫煙によ
る呼吸機能の経年変化，眼底検査での緑内障発見精
度向上について，ALPの一過性高値の原因について，
特定保健指導実施率向上に向けての課題，ストレス
と生活習慣の関連について，インピーダンス法によ
る内臓脂肪面積測定の有用性について，体重増減に
よる生活習慣病関連因子の変化についての縦断的解
析報告の計8編で，そのすべてが内容的にも優れた
論文と思われます．その他，人間ドックを契機に発
見されたFabry病の症例報告，人間ドック受診者の

満足度向上を目指した取り組みについての報告を，
学会員の皆様に有益な内容と思われるため「臨床研
究」として掲載しています．
　本誌発行をこれまで担ってきた編集委員会も相澤
理事長就任に伴い，井上和彦先生を委員長とする新
体制に移行しましたが，今回の編集後記担当者は，
15年以上にわたって本誌編集の仕事に関わらせて頂
くこととなりました．本誌の内容は学会誌として年々
充実してきていると思います．和文論文掲載に留ま
らず，予防医療，人間ドック健診の有用性を世界に
向けて発信していくためには，英文の投稿数を増や
していく必要があります．本号に掲載された原著論
文にも英文誌として投稿して頂きたいようなハイレ
ベルな論文が数多く見られます．日々の忙しい業務
のなかで，英語論文を執筆することはさらに時間と
労力を要することとなりますが，学会員の皆様には
英文誌Ningen Dock Internationalへの投稿を是非考
えて頂きたくお願い申し上げます．我々編集委員会
としても論文作成支援体制をさらに充実させていき
たいと考えております．本学会のレベルアップ，皆
様が従事されている健診・医療施設のグレードアッ
プ，そしてわが国の予防医療・ドック健診の有用性
の世界への発信に向けて，ご協力のほどよろしくお
願い申し上げます．
 （福井敏樹）

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

発 行 責 任 者 相澤　孝夫
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日本人間ドック学会　入会申込書
　貴学会の趣旨に賛同し，入会いたします．

※①～⑥の全項目にご記入のうえ，会費振替受領証のコピーを裏面に貼り，下記送付先にお送りください．
　（施設・賛助会員の場合①，④及び⑤は不要です）

①

ふ り が な ：
氏　　名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印　　□ 男性  ・  □ 女性

生年月日：19　　　　年　　　　月　　　　日（★必ず記入）

医師免許：（登録番号）　　　　　　　　　 　　 （★ A会員のみ記入）

E - m a i l：
　　　　　　　 　　□  メール配信を希望する　　□  メール配信を希望しない

社団法人日本内科学会の「認定内科医」または「総合内科専門医」の方はその認定番号をご記入下さい．

認定内科医：　　　　　　　　　　　　　　総合内科専門医：

②

いずれかをマルで囲み，年会費を下記口座へお振り込みのうえ，お申し込み下さい．

・A会員（医師のみ）
  〔年会費 1名 10,000円〕

・B会員（医師以外）※健診施設等医療機関に勤務されている方
  〔年会費 1名 6,000円〕
□保健師　□管理栄養士　□看護師　□その他（　　　　　　）

（↑★必ず記入）
・C会員（施設会員）医療機関
  〔年会費 1施設 30,000円〕

・S会員（賛助会員）企業など
  〔年会費 1施設 30,000円〕

※裏面に振替受領証のコピーを貼り付けてください
　郵便振込先：00150－ 5－ 81128　名義（受取人）：日本人間ドック学会
　他の金融機関からの振込先：ゆうちょ銀行　○一九店（ゼロイチキュウ店）・当座・0081128
　通信欄に，お名前，施設名，ご連絡先，お電話番号を明記の上，お払い込み下さい．

③

施設区分：いずれかをマルで囲んで下さい．
01 厚生労働省 06 国（その他） 11 北海道社会事業協会 16 船保会 21 医療法人
02 独立行政法人国立病医院機構 07 都道府県 12 厚生連 17 健保及び連合 22 学校法人
03 国立大学法人 08 市町村 13 国保連 18 共済及び連合 23 会社
04 独立行政法人労働者健康福祉機構 09 日赤 14 全社連 19 国保組合 24 その他法人
05 その他公的 10 済生会 15 厚生団 20 公益法人 25 個人

ふりがな：
施設名：　　　　　　　　　　　　　　　　　   所属：

住所：（〒　　―　　　）

TEL：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　FAX：
C会員，S会員はご記入ください．※記入のない場合は人間ドックご担当者様宛に資料をお送りいたします
部課名：　　　　　　　　　　　　　　　  担当者：
E - m a i l：
　　　　　　　※上記アドレスには厚生労働省関連のお知らせや各種研修会開催案内等の最新情報を配信いたします

④
自宅住所：（〒　　―　　　）

TEL：　　　　　　　　　　　　　　FAX：

⑤ 入会後の通知および資料は（　勤務先　・　自宅　）あてに送付（未記入は勤務先）

⑥
個人情報の取扱いについて（裏面の「個人情報の取扱いについて」をご覧下さい．）
当学会の個人情報の取扱いについて同意いただける方は，「同意する」にチェックし，同意いただけない方は， 
「同意しない」にチェックしてください．

（第 1号様式）

【送付先】〒 102-0075　東京都千代田区三番町 9-15　ホスピタルプラザビル 1F
　　　　　　　　　　　公益社団法人　日本人間ドック学会　入会申込　係
  【TEL】　03-3265-0079　　　

□　同意する　　　　□　同意しない

FAXは不可

（↑★必ず記入）
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個人情報の取扱いについて（会員用）

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

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

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

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

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

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

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

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

1. 転勤・引っ越しなどにより，勤務先（自宅）住所が変わった場合

2. 資料送付先を勤務先から自宅へ，またはその逆へ変更する場合

3. C会員（施設会員），S会員（賛助会員）で施設名が変更になった場合

4. C会員，S会員で担当者が変更になった場合

【現在，届けている項目】

会員番号

氏　　名
（※↑ C，S会員はご担当者）

施 設 名

所属部署　　　　　　　　　　　　　　　　　　役職名

施設住所（〒　　–　　　）

施設電話　　　　　　　　　　　　　　　　　　施設 FAX

自宅住所（〒　　–　　　）

自宅電話　　　　　　　　　　　　　　　　　　自宅 FAX

E-mail

【新しく変更する項目】※変更箇所のみご記入お願い致します．

氏　　名

施 設 名

所属部署　　　　　　　　　　　　　　　　　　役職名

施設住所（〒　　–　　　）

施設電話　　　　　　　　　　　　　　　　　　施設 FAX

施設 E-mail
（※↑ C，S会員のみ）

自宅住所（〒　　–　　　）

自宅電話　　　　　　　　　　　　　　　　　　自宅 FAX

E-mail

資料送付先　　【　施設住所　・　自宅住所　】　※どちらかに○をご記入下さい．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　無記入の場合は登録どおりとします．

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

□ 同意する　　　　　　　□ 同意しない

【備考】

（第 2号様式）

FAX 03-3265-0083まで



PMS-M03b-01

個人情報の取扱いについて（会員用）

1．個人情報の利用目的
会員登録情報管理のため．

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

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

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

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

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

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

個人情報保護管理者（兼　苦情・相談窓口責任者）：総務課
TEL：03-3265-0079　FAX：03-3265-0083　E-Mail：info@ningen-dock.jp
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日本人間ドック学会　退会届
　理事会御中

　全項目をご記入ください．

　年　　　　　月　　　　　日をもって貴会を退会いたします．

　退会理由：

【A会員，B会員】

会 員 名 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 印

会員番号

連 絡 先 （〒　　　　　　）

電　話

【C会員，S会員】

施 設 名 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 印

会員番号

連 絡 先 （〒　　　　　　）

電　話

【この届けを記入した人】　会員ご本人の場合は未記入で結構です

氏　名

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

□ 同意する　　　　　　　□ 同意しない

（第 3号様式）

FAX 03-3265-0083まで

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

公益社団法人
日本人間ドック学会　退会　係あて
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個人情報の取扱いについて（会員用）

1．個人情報の利用目的
会員登録情報管理のため．

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

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

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

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

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

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

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