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学術大会長ご挨拶

　第61回日本人間ドック学会学術大会の準備においては、虎の門病院健康管理センター・画像診断セ
ンターを中心とした運営組織を構築させていただきました。このような伝統ある学会の運営を拝命し、
スタッフ一同は大変光栄に考え、準備してまいりました。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 
Checkup）」です。人間ドック健診のミッション、すなわち社会的使命はその時代時代になしうる最良
の予防医療を提供することです。そこで、本大会では特別講演として「人工知能が変える未来の医療」
（中村祐輔先生）、「超高齢社会における医療のあり方－フレイル予防を中心に」（大内尉義先生）、「骨粗
鬆症の診断から骨折の予防へ：人間ドックへの期待」（竹内靖博先生）、「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」（曽根博仁先生）を、また教育講演、シンポジウム、特別企画
においても、現在・未来の予防医療に裨益するような内容を選ばせていただきました。
　本学会は当初、2020年 11月 26日より、横浜のパシィフィコ横浜に皆さま方をお迎えして集合開催
する予定でした。しかしながら、新型コロナウイルスの世界的な蔓延および流行の長期化が起こってし
まいました。新型コロナウイルスの猛威は、現在に至るまで留まることなく世界を覆っています。施設
によっては、現在も県外、特に人口過密地帯での学会・研究会・診療等を見合わせるよう警戒を継続し
ておられます。このような状況下において参加される方々の安心・安全を第一に考え、Webでの開催
に舵を切らせていただきました。Web形式の発表では、発表者が事前録画した動画データあるいは
PowerPoint 画面に音声を吹き込んだデータをオンラインで公開する等の方法で発表を行わせていただ
きます。
　当初、Web方式では、混みあっている際には Log in できない、ディスカッションがうまくできない、
等の問題点が指摘されておりました。しかしながら、従来の集合形式の学会にはない優れた機能も明ら
かになってきました。すなわち、①講演時間の重複を気にせず、聞きたい演題を多く聴講できる、②興
味ある演題を繰り返し聴講できる、③会場を動き回って疲労することが少ない、④自然災害による中止
リスクが低減できる、等の長所面もみえてきました。実際に参加者が現地に集まり熱い議論や深い懇親
を交わすことも学会の重要な役割です。従って今後集合型の大会がなくなる事はないと思われます。将
来、集合型とオンライン型の長所を活かしたハイブリッド形式等の構築により学会、研究会、講演会、
会議等が効率的に行われ、大会参加の裾野も広がると思われます。
　最後に、今回の大会をその試金石のひとつとし、将来に向けてどのような学術大会方式が好ましいの
か後進の方々に順送りしていけることを祈念いたします。

Web開催への変更に関してのご挨拶

荒瀬　康司

国家公務員共済組合連合会虎の門病院付属 
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）12：00～12月11日（金）23：59
（一部のプログラムは2020年11月26日（木）12：00～27日（金）23：59の期間限定配信）

■ 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
国家公務員共済組合連合会虎の門病院付属　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（本学術大会に関するお問い合わせ先）
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　10：00～17：30　平日のみ　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（国家公務員共済組合連合会虎の門病院　院長）

大会顧問 大内　尉義（国家公務員共済組合連合会虎の門病院　顧問）

大会顧問 熊田　博光（国家公務員共済組合連合会虎の門病院　顧問）

学術大会長 荒瀬　康司（ 国家公務員共済組合連合会虎の門病院付属　 
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（国家公務員共済組合連合会虎の門病院　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(締切済み）
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。

学術大会参加登録費

区分 早期参加登録
（10月 23日締切）

通常参加登録
（12月 11日正午締切）

参
加
登
録
費

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。
※ 参加登録画面の入力が完了した時点で、参加は仮登録され、いただいたメールアドレス宛に、
　 「【第61回日本人間ドック学会学術大会】参加登録を受け付けました」という件名にてメールをお送りしております。
　 メールが届いていない場合は仮登録に至っておりませんのでご注意ください。
※ お支払締切日迄のお支払いを持って、正式な参加登録とし、参加登録時にご登録いただいたメールアドレス宛に、
　   「【第 61回日本人間ドック学会学術大会】お支払が完了しました」という件名にてメールをお送りしておりますの
でご確認ください。メールが届いていない場合は正式な参加登録に至っておりませんのでご注意ください。

上記２つのメールが届いていない場合は
・  メールが迷惑メールボックス等に紛れている、あるいは誤って削除されていないかを御確認の上、未着の場合は下
記までお問い合わせください。

■参加登録に関するお問い合わせ先
第 61回日本人間ドック学会学術大会 /第 27回国際健診学会 /第 4回国際人間ドック会議　　
オンライン参加登録サポートデスク
メールアドレス：dock2020@reg-convention.com
（受付時間：平日午前 10時から午後 5時 30分まで）

※   期限内のお支払が完了していない場合は、参加登録画面の入力が完了しておりましても早期参加登録、通常参加登
録とも取り消しとなりますのでご注意ください。

※ 学術大会参加費には本抄録集代を含んでおりません。
※ 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。

■ Web配信の視聴方法/視聴の際の注意事項について（重要）
【Web配信特設サイトへのログイン用 ID・PW】は、参加登録時にご登録いただいたメールアドレス宛
に「【第 61回日本人間ドック学会学術大会】Web配信：視聴方法のご案内」という件名にて送信します
のでメールを削除することのないよう大切に保管してください。
※参加登録をされた際にご使用になられた ID・PWとお間違えのないようご注意ください。
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 早期参加登録をされた方への送信は 11月中旬を、通常参加登録をされた方への送信は参加登録後の自動
返信メールに記載を予定しております。
上記の期間内に【Web配信特設サイトへのログイン用 ID・PW】が届かない場合は、迷惑メール等の中
に紛れていないことを御確認の上、下記までお問い合わせください。

■参加登録に関するお問い合わせ先
第 61回日本人間ドック学会学術大会 /第 27回国際健診学会 /第 4回国際人間ドック会議　　
オンライン参加登録サポートデスク
メールアドレス：dock2020@reg-convention.com
（受付時間：平日午前 10時から午後 5時 30分まで）

すべてのプログラムはWeb配信特設サイトから視聴できます。
Web配信特設サイトは 11月 16日（月）のOPENを予定しております。OPEN時刻変更の場合は学術
大会HPに掲載いたします。
　本学術大会ホームページ（URL: https://site2.convention.co.jp/dock2020/）
　Web配信の視聴環境は
　Windows 10/8  Google Chrome （最新版） および
　macOS  (Mojave 以上 ) Google Chrome for mac （該当OSで使用できる最新版） です。
上記以外の環境では、安定した視聴は保証いたしかねます。恐れ入りますが、安定した視聴のため、 
事前に上記の視聴環境をご準備くださいますよう、お願い申しあげます。

プログラムの視聴は 11月 26日（木）正午開始予定です。開始時刻変更の場合は学術大会HP、Web配
信特設サイトでお知らせします。
一部の主要プログラムは、11月26日（木）、27日（金）の期間限定オンデマンド配信に、一部のWebセ
ミナーは11月26日（木）あるいは27日（金）のLive配信のみになっておりますので、ご注意ください。
オンデマンドプログラムは 12月 11日（金）23:59 まで視聴することができます。
今回の大会ではプレナリーセッション講演・一般演題講演には座長を置かずに発表をお願いしております。
また、演者にWeb上で質問するシステムは採用いたしませんでした。よろしくご理解の程、お願い申し
あげます。
一部の一般演題は、演者のご裁量で音声なしでご発表いただいております。システム障害ではございませ
んのでご了承ください。

視聴の際の注意点
　本講演の内容に関する著作権は、演者に帰属しています。
　本講演の著作権、肖像権の保護に同意いただいた上で、視聴いただくことができます。
　１つのログイン IDで複数の端末から同時にWeb配信特設サイトにアクセスすることはできません。
　ログイン IDやパスワードを他者が知らせ、共有することなどのないよう管理してください。

視聴に関してご不明の点は、下記までお問い合わせください。

■Web配信の視聴方法に関するお問い合わせ先
第 61回日本人間ドック学会学術大会 /第 27回国際健診学会 /第 4回国際人間ドック会議　　
運営準備室
メールアドレス：dock2020@convention.co.jp   Tel：03-3508-1214
（受付時間：平日午前 10時から午後 5時 30分まで）
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■ 参加証明書・領収書
参加証明書・領収書はWeb配信特設サイト内のページより、ご自身で発行いただきます。
※Web配信特設サイトは 11月 16日（月）のOPENを予定しております。
参加証明書・領収書の発行ができるのはWeb配信特設サイト内のページのみです。
学術大会会期後は参加証明書・領収書の発行ができなくなりますのでご注意ください。

■ プログラム・抄録集について
非会員の方で抄録集購入をご希望の方は、学術大会ホームページの「抄録集購入について」よりお申込み
ください。（2,000 円 /1 冊）

■ 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
●  本学会医師個人会員は、第61回学術大会 (Web配信 )に参加登録し、11月中旬にお送りするWeb 配
信特設サイト用の ID・PW にてログインし、配信期間中に視聴することで、10 単位の取得が可能です。
  Web配信特設サイトについては、P.6の「Web配信の視聴方法 /視聴の際の注意事項について（重要）」
をご確認ください。

①　 人間ドック認定医等（資格希望者）　　単位数：10単位
人間ドック認定医の単位シールの配布は、ございません。
  ご自身の控え用として、配信期間中にWeb配信特設サイト内の　【マイページ画面】　より、【大会参
加証明書】を印字の上、更新時まで保管・提出してください。

②　 人間ドック健診専門医　　単位数：10+10　計 20単位
人間ドック健診専門医は、合同開催する国際大会 10 単位分も併せ、20単位取得可能です。
  ご自身の控え用として、配信期間中にWeb配信特設サイト内の　【マイページ画面】　より、【大会参
加証明書】を印字の上、更新時まで保管しておくことをお勧めします。
（1月末頃、ご自身の専門医単位確認画面にて、取得単位をご確認ください）

※  視聴に関して、特に制限等はありませんが、ログイン情報にて単位加算としますので、必ず配信期間中
にログインの上、各種プログラムを視聴してください。

※  後日、単位加算および大会参加証明書の再発行はできません。必ず配信期間中に上記の手続きを完了し
てください。

※なお、一般演題の発表単位については、2021年 2月頃に証明書等を送付いたします。

■ Web抄録について
本学術大会の抄録の閲覧は、演題検索等ができるWeb抄録サービスをご利用ください。
Web抄録は 11月 16日（月）に学術大会ホームページより公開予定です。
パソコンでご利用いただける PC版、スマートフォンやタブレット端末でご利用いただけるスマートフォ
ン版がありますので、用途に合わせてご利用いただけます。
また、PC版では、お気に入りの抄録を登録することで、マイアブストラクトを簡単に作成することがで
きます。
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■ 管理栄養士企画　  見て、食べて、うれしいお弁当を召し上がれ♪ 
～セッションの合間のひと時にお楽しみください～

　ランチョンセミナーでご用意する予定でした３つのお弁当をオンデマンド配信にてご紹介いたします。

・  き（人気）の腸活！食物繊維UPで動脈硬化も予防弁当

・  き（元気）ハツラツ！骨粗鬆症も防ぐフレイル予防弁当

・ （ドック）でどっきり！脂肪肝から脱出弁当

レシピ考案・コンテンツ制作：国家公務員共済組合連合会 虎の門病院・栄養部
　土井悦子　山本恭子　平野実紀枝　菅井美都　小清水孝彦　手呂内翠子
　伊丹瑞貴　小玉真由香　竹田佑衣
料理制作：KKRホテル東京（国家公務員共済組合連合会東京共済会館）調理部　日本料理課
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主要プログラム
■ 学術大会長講演 オンデマンド配信
「人間ドック・健診へのミッション」

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（  国家公務員共済組合連合会虎の門病院付属　健康管理センター・画像診断センター　
統括センター長）

■ 理事長講演 オンデマンド配信
「我が国の人口構造の変化に対応した学会活動の変革を目指して」

座長：荒瀬　康司（  国家公務員共済組合連合会虎の門病院付属　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（公益社団法人　日本人間ドック学会　理事長）

■ 特別講演1 オンデマンド配信
「超高齢社会における医療のあり方 ―フレイル予防を中心に」

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（国家公務員共済組合連合会虎の門病院　顧問）

■ 特別講演2 オンデマンド配信
「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　人間ドック会館クリニック　上板橋病院　内科）

演者：竹内　靖博（国家公務員共済組合連合会虎の門病院　内分泌センター　センター長）

■ 特別講演3 オンデマンド配信
「健診・人間ドックビッグ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　教授 / 
新潟大学ビッグデータアクティベーションセンター）

■ 教育講演1 オンデマンド配信
「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）

■ 教育講演2 オンデマンド配信
「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　臨床検査医学講座　教授・附属柏病院副院長・中央検査部
診療部長）
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■ 教育講演3 オンデマンド配信
「人間ドックにおける健診と乳房疾患について」

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）

■ シンポジウム1 オンデマンド配信
「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 / 新潟県労働衛生医学協会）
　　　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）
人工知能が変える未来の医療

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）
胃内視鏡診断におけるAI の活用について

　　　寺本　篤司（藤田医科大学　医療科学部　放射線学科　教授）
胸部Ｘ線診断におけるAI の活用について

　　　加藤　浩晃（デジタルハリウッド大学大学院　客員教授 / 京都府立医科大学　眼科学教室）
眼科診断におけるAI の活用

　　　井上　謙一（湘南記念病院　乳がんセンター　副センター長）
乳腺領域におけるAI の活用について

　　　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 / 新潟県労働衛生医学協会）
保健指導におけるAI の活用について

■ シンポジウム2 期間限定配信（11月26日（木）～11月27日（金））
「健康寿命の延伸・幸福感享受のための人間ドック健診の役割」

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）
健康寿命延伸を見据えたこれからの保健事業

　　　西﨑　泰弘（東海大学医学部総合診療学系健康管理学　領域主任　教授）
エビデンスに基づく超高齢社会に有益な人間ドック健診項目とは： 
東海大学東京病院健診センター抗加齢ドックのデーターから

　　　福井　敏樹（医療法人如水会　オリーブ高松メディカルクリニック　院長）
人間ドック健診における継続的な動脈硬化検査実施の意義 
～脈波伝播速度と内臓脂肪検査を中心に～

　　　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）
人間ドックにおけるフレイル・サルコペニア健診と保健指導

　　　鏑木　淳一（医療法人社団慈誠会　人間ドック会館クリニック　上板橋病院　内科）
“Positive psychiatry” が健康長寿の延伸に果たす役割
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■ シンポジウム3 オンデマンド配信
「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　消化器内科　科長）
　　　斎藤　　聡（国家公務員共済組合連合会虎の門病院　肝臓センター　医長）

演者：石原 眞木子（  国家公務員共済組合連合会虎の門病院付属　画像診断センター　センター長）
PET/CT がん検診の現状と将来展望

　　　角田　博子（聖路加国際病院　放射線科　医長）
乳がん検診のモダリティ―その現況と展望―

　　　小川　眞広（日本大学病院　消化器内科　科長）
健診で使える超音波検査の最新情報

　　　斎藤　　聡（国家公務員共済組合連合会虎の門病院　肝臓センター　医長）
CTおよびMRI の新展開と健診への臨床応用への道

■ シンポジウム4 オンデマンド配信
「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）
これからの胃がん対策に果たす人間ドックの役割

　　　野崎　良一（大腸肛門病センター高野病院　消化器内科　科長）
人間ドックに求められるこれからの大腸がん検診

　　　小川　眞広（日本大学病院　消化器内科　科長）
消化器がん対策における超音波健診の果たす役割

　　　花田　敬士（JA尾道総合病院　消化器内科　診療部長）
膵癌の早期診断における人間ドックへの期待

■ シンポジウム5 期間限定配信（11月26日（木）～11月27日（金））
「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）
レセプトデータから見た高齢者の健康課題と健康診査・保健指導

　　　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）
ロコモティブシンドローム評価のための運動器健診システムの構築

　　　遠藤　直人（新潟県立燕労災病院　整形外科）
高齢者のための骨粗鬆症検診と予防

　　　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）

糖尿病性腎症重症化予防事業：高齢者への保健指導における注意点

　　　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）
聴力低下と認知症に関する臨床研究の最近の話題と高齢者健診への展望
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■ 特別企画1 オンデマンド配信
「腹部超音波検診判定マニュアル2021年版」

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）
検診判定マニュアルの作成・改訂と所見用語

　　　西村　重彦（一般財団法人住友病院　外科　外科系診療局長）
腹部超音波検診判定マニュアル－実施基準－

　　　小川　眞広（日本大学病院　消化器内科　科長）
腹部超音波検診判定マニュアル肝臓・脾臓

　　　岡庭　信司（飯田市立病院　消化器内科　部長・健康管理課　主任部長）
腹部超音波検診判定マニュアル －胆道・膵臓の判定基準変更案－

　　　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）
腎・腹部大動脈における改訂のポイント

■ 特別企画2 オンデマンド配信
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）

演者：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）
はじめに

　　　髙橋　直樹（Ver.4.0 運営WG委員 /医療法人社団　相和会　横浜総合健診センター　院長）
Ver4 受審結果からわかること（V4中間報告）

　　　渡川　　勲（健診施設機能評価・支援事業委員会　委員 / 施設支援WG 委員）
受審前後に活用できる支援事業について

受審準備セミナー（オンデマンド配信版）のご紹介

認定施設事例発表

　　　　（1）山川　陽子（  医療法人社団東山会　調布東山病院　 
レセプションコンシェルジュ・マネージャー　接遇マナーインストラクター）

　　　　   　五箇谷 亜子（  医療法人社団東山会　調布東山病院　 
レセプションコンシェルジュ・接遇マナーインストラクター）

　　 「接遇マナーの取り組み～機能評価審査を終えて～」

　　　　（2）稲岡　美穂（一般財団法人淳風会　淳風会健康管理センター　事務部長）
　　 「組織で取り組む健診事後措置 ～事務的な視点からの質改善」

　　　　（3）秋山　彰美（社会福祉法人　三井記念病院総合健診センター　保健師）
　　 「現場からの保健指導体制の構築」
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■ 特別企画3 期間限定配信（11月26日（木）～11月27日（金））
「第1部　知っておきたいこの疾患・覚えておきたいこの画像【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）

「第2部　知っておきたいこの疾患・覚えておきたいこの画像【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・健康管理課　主任部長）

■ 特別企画4 オンデマンド配信
「職域検診における子宮頸がん検診の課題とこれから」

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（福井大学医学部附属病院　産婦人科　准教授）
子宮頸がん検診におけるHPV検査の意義

　　　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　医長）
職域検診における子宮頸がん検診の問題点 ～企業・労働衛生機関の立場から～

　　　鵜飼　雅信（株式会社リンケージ　顧問）
健康保険組合による子宮頚部細胞診+HPV併用検診の導入 
～子宮頸がん死をなくするために～

共催：ロシュ・ダイアグノスティックス株式会社

■ 特別企画5 オンデマンド配信
「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（東京ミッドタウンクリニック　院長 / 先端医療研究所　所長）

演者：田口　淳一（東京ミッドタウンクリニック　院長 / 先端医療研究所　所長）
遺伝学的検査アドバイザー講習・実践とアップデート

　　　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）
多因子遺伝の遺伝学的検査 ―ロールプレイを中心に―

　　　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 / 理化学研究所　生命医科学研究センター）

ポリジェニック・リスク・スコアの現状と将来

※  こちらは遺伝学的検査アドバイザー資格取得の対象プログラムです。 
資格認定を希望される方は、受講登録、講義レポート、受講証明の提出が必要です。 
詳細はドック学会のホームページをご確認ください。

■ 日本人間ドック学会会員集会 オンデマンド配信

・2020年度　事業計画・収支予算　報告

・各種委員会報告

・2019年度　学会誌優秀論文賞　報告
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Webセミナー
11月26日（木） Live

■ Webセミナー1 12：45～13：45
ここまできたウイルス性肝炎の最新治療 
～C型肝炎を中心に脂肪性肝炎（NASH）・B型肝炎・肝癌の最新情報も含めて～
座長：藤山　重俊（医療法人創起会　くまもと森都総合病院　理事長）

演者：熊田　博光（国家公務員共済組合連合会虎の門病院　顧問）

共催：アッヴィ合同会社

■ Webセミナー2 12：45～13：45
こんなに進んだウイルス肝炎の治療 
～B型もC型も経口剤による外来治療の時代へ～
座長：赤池　　淳（JA北海道厚生連　札幌厚生病院　健診センター　センター長）

演者：鈴木　義之（国家公務員共済組合連合会虎の門病院　肝臓内科　部長）

共催：ギリアド・サイエンシズ株式会社

■ Webセミナー3 12：45～13：45
インクレチン関連薬のアジアにおける有用性
座長：森　　保道（国家公務員共済組合連合会虎の門病院　内分泌代謝科　部長）

演者：五十川 陽洋（社会福祉法人三井記念病院　糖尿病代謝内科　部長）

共催：MSD株式会社

■ Webセミナー4 12：45～13：45
新しい腹部超音波検診判定マニュアルにおける腎嚢胞性疾患スクリーニング
座長：田中　幸子（大阪がん循環器病予防センター　顧問）

演者：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）
腹部超音波検診判定マニュアルの改訂目的および腎臓健診について

　　　福井　　亮（  東京慈恵会医科大学腎臓・高血圧内科　助教／ 
NPO法人日本腎臓病協会　慢性腎臓病対策部会　東京ブロック副代表）

専門医との診療連携による腎疾患対策　～透析導入患者 10％減少を目指して～

共催：大塚製薬株式会社 メディカル・アフェアーズ部
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11月27日（金） Live
■ Webセミナー5 12：00～13：00
乳がん検診のNext Step：J-STARTからみた高濃度乳房対策 
～進行再発乳癌におけるエリブリンの話題も添えて～
座長：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）

演者：石田　孝宣（東北大学大学院医学系研究科　乳腺・内分泌外科学分野　教授）

共催：エーザイ株式会社

■ Webセミナー6 12：00～13：00
2型糖尿病早期治療の意義～食事療法から薬物治療まで～
座長：新　　智文（JA北海道厚生連　帯広厚生病院　健診センター　センター長）

演者：森　　保道（国家公務員共済組合連合会　虎の門病院　内分泌代謝科　部長）

共催：大日本住友製薬株式会社

■ Webセミナー7 12：00～13：00
健診段階での指摘が予後改善の ・進行性線維化を来す間質性肺疾患の早期診断
のためのポイント
座長：岸　　一馬（東邦大学　医学部　内科学講座呼吸器内科学分野　教授）

演者：一門　和哉（済生会熊本病院　呼吸器センター呼吸器内科　部長）

共催：日本ベーリンガーインゲルハイム株式会社

■ Webセミナー8 12：00～13：00
人間ドックにおける炎症性腸疾患 －最新の話題－
座長：鈴木　康夫（東邦大学医療センター佐倉病院　IBDセンター　センター長）

演者：岩男　　泰（慶應義塾大学病院予防医療センター　特任教授）
炎症性腸疾患の内視鏡診断

　　　吉村　直樹（JCHO東京山手メディカルセンター　炎症性腸疾患内科　診療部長）
新しい時代にはいった潰瘍性大腸炎の内科治療

共催：アッヴィ合同会社 /EAファーマ株式会社

■ Webセミナー9 12：00～13：00
企業の新型コロナ対応と、コロナ下での生活習慣病予防 
～個人と組織のヘルスリテラシー向上を目指して
座長：石坂　裕子（三井記念病院　総合健診センター長）

演者：福田　　洋（順天堂大学大学院医学研究科　先端予防医学・健康情報学講座　特任教授）

共催：ノーベルファーマ株式会社／株式会社メディパルホールディングス
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■ Webセミナー11 12：00～13：00
『新しい生活様式』でのBNP検査の必要性

演者：桝田　　出（医療法人社団康生会　武田病院健診センター　所長）

共催：塩野義製薬株式会社／東ソー株式会社／株式会社ＬＳＩメディエンス／  
アボットジャパン合同会社／シーメンスヘルスケア・ダイアグノスティクス株式会社／ 

積水メディカル株式会社／富士レビオ株式会社

■ Webセミナー12 12：00～13：00
ミネラルコルチコイド受容体拮抗薬　～新しい時代へ～
座長：児玉　隆秀（  国家公務員共済組合連合会虎の門病院　循環器センター内科　部長 

／心臓・血管カテーテルセンター　センター長）

演者：佐藤　敦久（国際医療福祉大学三田病院　副院長／国際医療福祉大学医学部　腎臓内科学　教授）

共催：第一三共株式会社
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オンデマンド
■ Webセミナー13 オンデマンド配信
ゲノム情報を活用した健康増進・先制医療の可能性
演者：小林　孝史（イルミナ株式会社　シニアアプライドゲノミクススペシャリスト）

遺伝子解析により向上する予防医療のコンセプト

　　　志田　　結（株式会社サイキンソー　管理栄養士）
人間ドックにおける腸内フローラ検査の活用

　　　石倉　清秀（株式会社 PFDeNAヘルスケア事業部　アソシエートディレクター）
ExRNAを標的としたがんスクリーニングシステムの開発

共催：イルミナ株式会社

■ Webセミナー14 オンデマンド配信
アミノインデックス®の新展開
演者：森川　文淑（医療法人社団圭泉会　旭川圭泉会病院　精神科　診療副部長）

認知症・軽度認知障害の早期発見とスクリーニング検査

共催：味の素株式会社

■ Webセミナー15 期間限定配信（11月26日（木）～11月27日（金））
C型肝炎撲滅をめざして－患者拾い上げから治療へ－
座長：荒瀬　康司（  国家公務員共済組合連合会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：玄田　拓哉（学校法人順天堂　順天堂大学医学部附属静岡病院　消化器内科　教授）

共催：アッヴィ合同会社

■ Webセミナー16 オンデマンド配信
ロコモからフレイルの流れにおける壮年期からの継続的な運動器評価の重要性
座長：岩男　　泰（慶應義塾大学病院予防医療センター　特任教授）

演者：泉田　良一（  仁生社　江戸川病院　慶友人工関節センター　センター長 
／ロコモ　チャレンジ！推進協議会　アドバイスドクター）

ロコモティブシンドロームの現状と展望

　　　石田　浩之（慶應義塾大学スポーツ医学研究センター・大学院健康マネジメント研究科　教授）
運動器健診（運動器ドック）の経験と現場実装に向けた課題

共催：アルケア株式会社
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■ Webセミナー17 オンデマンド配信
人間ドック・健診施設における遺伝学的検査導入の実際、説明同意から結果回付まで。 
～がん、アルツハイマーの事例を解説～
演者：田口　淳一（東京ミッドタウンクリニック　院長／先端医療研究所　所長）

共催：特定非営利活動法人こどもたちのこどもたちのこどもたちのために

■ Webセミナー18 オンデマンド配信
人間ドックにおけるH.pylori検査の有効活用
座長：三原　修一（みはらライフケアクリニック　院長）

演者：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）

共催：富士フイルム和光純薬株式会社

■ Webセミナー19 オンデマンド配信
眼科健診の現状と未来
座長：中野　　匡（東京慈恵会医科大学　眼科学講座　主任教授）

演者：中野　　匡（東京慈恵会医科大学　眼科学講座　主任教授）
眼科健診の重要性を考える

　　　奥出　祥代（東京慈恵会医科大学）
眼科検診における視野検査の重要性と課題、そして将来

共催：株式会社 クリュートメディカルシステムズ

■ Webセミナー20 オンデマンド配信
人間ドックにおける腸内フローラ検査の普及と今後の展望
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 

／淳風会ロングライフホスピタル　消化器内科部長）

共催：株式会社サイキンソー

■ Webセミナー21 オンデマンド配信
眼底検査のブレークスルー　OCTで何がわかるか？Part2 
～3次元眼底検査 “OCT” 役割と期待～
座長：中野　　匡（東京慈恵会医科大学　眼科学講座　主任教授）

演者：中野　　匡（東京慈恵会医科大学　眼科学講座　主任教授）
3 次元眼底検査 “OCT” 眼科学から見た役割

　　　立道　昌幸（東海大学　医学部基盤診療学系衛生学公衆衛生学　教授）
3 次元眼底検査 “OCT” 公衆衛生学から見た期待

共催：株式会社トプコンメディカルジャパン
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■ Webセミナー22 オンデマンド配信
胃がん・肺がんにおける早期発見のための最新画像診断技術
演者：大澤　博之（自治医科大学内科学講座消化器内科学部門）
　　　関本　篤人（昭和大学病院　医学部放射線医学講座診断部門）

共催：富士フイルムメディカル株式会社



一般演題
プログラム

演題番号

例：PO-01
PO：口演、PP：ポスター

プレナリー演題 一般演題 演題番号

例：A-1-01
分類区分

グループA　診断およびスクリーニング機能
A-1 医療面接、受診者情報、診察
A-2 判定（区分）
A-3 肥満、メタボリックシンドローム
A-4 血圧、脈拍（心拍）
A-5 脳、神経、認知症
A-6 眼、耳、鼻、咽、喉頭
A-7 呼吸器
A-8 循環器
A-9 消化器（上部消化管）
A-10 消化器（下部消化管）
A-11 肝、胆、膵、脾
A-12 腎、尿路
A-13 前立腺、膀胱
A-14 乳腺

A-15 子宮、卵巣
A-16 がん（A̶5 ～ A̶15 の臓器以外、全般）
A-17 血液
A-18 糖代謝
A-19 脂質代謝
A-20 尿酸代謝
A-21 内分泌
A-22 動脈硬化
A-23 免疫、アレルギー、感染
A-24 骨、筋、皮膚
A-25 検査法（遺伝子、新技術、ほか）
A-26 ロコモティブシンドローム・フレイル
A-27 その他

グループ B　指導
B-1 保健指導全般
B-2 栄養・食生活
B-3 身体活動
B-4 飲酒

B-5 喫煙
B-6 特定保健指導
B-7 メンタル、ストレス
B-8 その他

グループC 人間ドック健診施設機能
C-1 組織運営 (施設運営）
C-2 受診者サービス
C-3 再検査・精密検査
C-4 受診勧奨・医療連携
C-5 事業所・保険者との連携
C-6 コンピュータシステム・ICT

C-7 特定健診
C-8 他の法定健（検）診
C-9 がん登録
C-10 外国人（健診ツーリズム）
C-11 その他

一般演題の分類区分
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プレナリー演題（口頭発表）

PO-01 人間ドック内視鏡検診で発見された除菌後胃癌の検討
○満崎　克彦 野村 美緒子 福永　久美 村岡　　武 菅　　守隆
済生会熊本病院予防医療センター

PO-02 ヘモグロビン陰性のトランスフェリン単独陽性で早期大腸癌が見つかった症例
○林　　　聡 服部　昌志 杉山　和久 大島　　章 磐下　彰宏 長谷川 安恵 
佐藤　知香

医療法人山下病院　臨床検査部

PO-03 長期の経時的観察による正常者大脳白質病変に関わる影響因子の検討
○荒井　孝子 1 村松 由梨奈 1 東野　定律 1 武田　英孝 2 Babayev Tamerlan3 
鶴田　陽子 1 池田　俊也 3 天野　隆弘 2,3

静岡県立大学　看護学部 1　　山王メディカルセンター2　　国際医療福祉大学　医学部 3

PO-04 子宮がん検診における精密検査の受診率向上に向けた取り組みの検証
○中宮　早紀 1 柴田　真紀 1 熊谷 麻規子 1 山崎　智佳 1 庄田 穂乃香 1 中島 はるみ 1 
福中　香織 2 森　　裕二 1

社会福祉法人　函館厚生院　函館五稜郭病院　健康管理センター1　　社会福祉法人　函館厚生院　函館五稜郭病院 2

PO-05 健診領域における 3Dマンモグラフィの活用状況と課題
○栗原　照昌 遠藤　敬一 黒澤　　功
黒沢病院附属ヘルスパーククリニック

PO-06 LOX-index と人間ドックの判定結果と生活習慣の関連性
○春山　　光 吉永 友里恵 前場 紀代美 塚田 こず恵 桑原　香里 森山　　優 
中川　　良 中川　一美 中川　高志

医療法人　大宮シティクリニック

PO-07 ウエスト周囲径正常例における脂肪肝と高分子量アディポネクチンの関連
○三好 佐和子 井田　陽介 徳永　健吾 山本　　実 岡本　　晋
杏林大学医学部総合医療学

プレナリー演題（ポスター発表）

PP-01 当院における膵癌の分析とドックでの膵癌発見要因についての検討
○宮本　英雄 千野　雅章 和田　淳子 小池　健一 横山　長幸 松尾　宏一 
洞野　明美 若林 由未香 宇都宮 瑞恵 熊木　明子

南長野医療センター篠ノ井総合病院

PP-02 胸部Ｘ線検査におけるデュアルエナジーサブトラクションの有用性の検討
○橋口　　勝 祖父江　功 森　　則久 山中　暁弘 金井 沙耶香 藤牧　爽花 
平山　幹生 伊藤　和幸 矢野　　孝

公益財団法人　春日井市健康管理事業団　春日井市総合保健医療センター

PP-03 人間ドックで発見されたHp未感染胃癌の報告
○小川　恭子 1 布袋屋　修 2 高澤　　豊 3 荒木　昭博 1 若林 真理子 1 柳内　綾子 1 
岩男　暁子 1 小西　未央 1 戸田　晶子 1 荒瀬　康司 1

国家公務員共済組合連合会　虎の門病院　健康管理センター1　　国家公務員共済組合連合会　虎の門病院　消化器内科 2　　
国家公務員共済組合連合会　虎の門病院　病理診断科 3
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PP-04 便潜血検査におけるHbと Tf の安定性の検証
○佐藤　知香 林　　　聡 長谷川 安恵 磐下　彰宏 服部　昌志
医療法人　山下病院

PP-05 人間ドックにおける腹部超音波検査へ求められるもの～効率化への取り組みを検証～
○竹下　　彰 山崎　史恵 木村　敦子 萩谷 美津子 山本　幸枝 高橋　直樹
医療法人社団相和会横浜総合検診センター

PP-06 新しい血小板機能評価法模索の試みー機械学習を用いた平均血小板容積の予測モデルの構築
○春木　　薫 村崎 かがり 西井　明子 志賀　智子 向山　美々 日向 由紀子
東京女子医大病院　予防医学科

PP-07 共分散構造分析を用いた保健指導の効果の縦断的分析
○山田　真司 1 熊谷　貴子 2

青森県立保健大学　健康科学部　看護学科 1　　青森県立保健大学　健康科学部　栄養学科 2

A-1- 医療面接、受診者情報、診察

A-1-01 大腸内視鏡検査前の血液検査チェック体制は安全管理に有効か
○藤井　香菜 牛島　千衣 望月　直美 小島原 紀子 小林 千恵美 山永　義之
福岡和白総合健診クリニック

A-1-02 取り下げ

A-1-03 受診者データベースの作成によるリスク管理
○瀬口 ちなみ 小松 いづ美 小林 由美子 唐澤　美和 西村　陽平 小口　　淳
岡谷市民病院　健診センター

A-2- 判定（区分）

A-2-01 取り下げ

A-2-02 一般生化学検査から甲状腺機能異常を予測する人工知能システムの開発と検証
○浅見　親志 1 岩倉　　浩 2 中島　康代 3 坂巻　浩二 4 阿久澤 まさ子 4 工藤　　工 5 
安藤　義孝 4 山田　正信 3 赤水　尚史 2,5 榊原　康文 1,6

株式会社コスミックコーポレーション 1　　和歌山県立医科大学附属病院　糖尿病・内分泌代謝内科 2　　
群馬大学医学部附属病院　内分泌糖尿病内科 3　　医療法人社団日高会　日高病院　健診センター4　　
医療法人神甲会隈病院　内科 5　　慶應義塾大学　理工学部 6

A-2-03 心電図の T波平低の重症度判定の検討
○小西　　孝 粟津　篤司 立花　優子 片倉 友紀恵 高鍬　　博 戸田　勝代 
福本　博文 西川　浩史

大津赤十字病院　健診センター

A-2-04 健診における低脂血症（LDL-C,Non-HDL-C,TG) の検討
○齊藤　忠範 本間　裕敏 高橋　　亘 藤本　琴音 笹川　　裕 安保　智典 
能代　知美 遠山　節子

船員保険北海道健康管理センター
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A-2-05 健診胸部単純X線撮影における従来法とエネルギーサブトラクション方式との比較検討
○森　佐知子 1 堀　世梨奈 1 今泉　康弘 1 増田　好輝 1 中川　達也 2 河野　泰久 2 
佐野　幹夫 2 岩田　　勝 3

医療法人豊田会　高浜豊田病院　健診センター1　　医療法人豊田会　刈谷豊田総合病院　放射線技術科 2　　
医療法人豊田会　刈谷豊田総合病院　呼吸器内科 3

A-3- 肥満、メタボリックシンドローム

A-3-01 肥満者における糖尿病発症とその関連因子
○渡部　和子
市立芦屋病院

A-3-02 取り下げ

A-3-03 インスリン抵抗性と生活習慣病の相関関係
○藤原　祥子 福田　　彰 後山　尚久
大阪医科大学健康科学クリニック

A-3-04 脂肪肝診断向上のための超音波検査を組み合わせた予測式の開発
○坂巻　浩二 1 時田　佳治 3 工藤　瑞穂 1 小林　　充 4 安藤　公子 1 阿久澤 まさ子 1 
中嶋　克行 5 下村 洋之助 5 常川　勝彦 2 村上　正巳 2

日高病院　健診センター1　　群馬大学大学院医学系研究科　臨床検査医学 2　　
群馬大学大学院保健学研究科　応用生体情報検査科学 3　　富岡クリニック 4　　日高会　日高学術研究センター5

A-3-05 肥満はないが糖・脂質代謝異常を有する男性健診例の特徴と対策
○福田　　彰 尾上　都子 小倉　文子 中嶋　一恵 大川　賀子 草野　五月 
藤原　祥子 後山　尚久

大阪医科大学　健康科学クリニック

A-3-06 人間ドック受診者における血漿中アミノ酸濃度プロファイルと 2型糖尿病・メタボリックシンドロー
ム関連指標との関連解析
岡本　　晋 1 井田　陽介 1 ○徳永　健吾 1 三好 佐和子 1 中村　英寛 2 東江　咲乃 2 
影山　陽子 2

杏林大学　医学部　総合医療学教室 1　　味の素株式会社　バイオ・ファイン研究所 2

A-3-07 緊急事態宣言による健診血液データへの影響
○西村　光世 佐原 由華子 竹本　文美
一般財団法人　健康医学協会　東都クリニック

A-3-08 ドック受診者を対象とした腹部超音波検査での肝腎コントラストの臨床的意義について
○小林　淳二 1 米澤　真頼 1 小野　克弘 1 山本　弥生 1 栗原　智子 1 大沼　早苗 1 
吉野　江里 1 宇田川 正勝 1 吉田　秀夫 1 中村　博敏 2

井上記念病院　健康管理センター1　　井上記念病院　内科学 2

A-3-09 20 才時からの体脂肪増加と生活習慣病
○宇高　　功 石原　敬康 福本　廣文 福田　　裕 綾部　智之 米澤　加奈 
中馬　歩美 加古　美樹 小西　久子 枝川　潤一

加古川総合保健センター
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A-3-10 40 歳時の腹部超音波検査で脂肪肝 and/or 高輝度膵を認めた男性受診者の 35歳時の臨床検査値
および生活習慣の特徴
○島津　　将 小林　伸行 立岡　良太 小山　和貴 入江　　文 萬造寺 知子 
渡部　洋行 土屋　　敦

相模原総合健診センター

A-3-11 当センターでの合併症・重症化予防としての労災保険二次健康診断の役割
○堀口　　優
独立行政法人地域医療機能推進機構　金沢病院　健康管理センター

A-4- 血圧、脈拍（心拍）

A-4-01 高血圧治療ガイドライン 2019における高値血圧者の病態と生活習慣
○桝田　　出 1 徳林　史代 1 稲川　　誠 1 金崎 めぐみ 1 東　　信之 2 武田　貞子 1,3 
武田　隆司 4 武田　道子 4 武田　隆男 4 武田　隆久 4

医療法人財団康生会　武田病院健診センター1　　医仁会武田総合病院　糖尿病センター2　　
医療法人財団康生会　康生会クリニック　内科 3　　武田病院グループ 4

A-5- 脳、神経、認知症

A-5-01 当施設における頭部MRI 追加撮像　～脳動脈瘤疑い例におけるMR脳槽撮像の有用性～
○石川　和宏 臼井　顕之 増子　政美 小柳　雄毅
健康医学予防協会　新潟健診プラザ

A-5-02 当センターにおける頭部MRオプション検査５年目の成績についての検討
○西荒井 宏美 景山　雄介
誠馨会　千葉メディカルセンター　健診センター

A-5-03 1.5T MRI を用いた当院の脳ドックにおける未破裂脳動脈瘤についての検討
○今泉　陽一 1 相浦　　遼 1 廣瀬　瑛介 1 河面　倫有 1 熊丸　裕也 2

AOI 国際病院　脳神経外科 1　　医療法人社団葵会 AOI 国際病院健康管理センター2

A-5-04 高齢人間ドック受診者における認知機能低下を早期発見する試み
○山田　　碧 1,2 仲里 佐和子 1 宮原　裕美 1 河合　俊英 1,4 足立　智英 2,3 星野　晴彦 2,3

東京都済生会中央病院　総合健診センター1　　東京都済生会中央病院　認知症疾患医療センター2　　
東京都済生会中央病院　脳神経内科 3　　東京都済生会中央病院　糖尿病・内分泌内科 4

A-6- 眼、耳、鼻、咽、喉頭

A-6-01 人間ドックでの甲状腺結節性疾患に対する甲状腺触診の意義　ー頸動脈エコー結果との比較ー
○若松　弘之 1,2 津畑　宏明 1 千田　彰一 1 岡崎　幸生 1 瓜生田 曜造 1 山田　俊幸 2 
谷口　信行 2

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

A-6-02 健診の眼底検査で発見された網膜静脈閉塞症 327例の検討
○園尾　広志 小林　　亮 新井　圭介 福村　精剛
社会医療法人生長会ベルクリニック

A-6-03 緑内障に特徴的な所見導入と新規緑内障発見との関連に関する検討
○窪田　健一 1 八田　智美 2 盛川 恵美子 2 町原 美希子 3 松永 由紀子 3 尾上 あゆみ 4 
大森　久光 4 野波　善郎 1 吉田　　稔 1

日本赤十字社熊本健康管理センター　診療部 1　　日本赤十字社熊本健康管理センター　保健看護部 2　　
日本赤十字社熊本健康管理センター　検査部 3　　熊本大学大学院生命科学研究科　生体情報解析学 4
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A-7- 呼吸器

A-7-01 睡眠時無呼吸症候群検査の外部委託による効果
○岩本 由美子 1 岡部 佳代子 1 宮崎　文恵 1 福岡　美花 1 池藤　　遼 1 平林　　朋 1 
佐渡　那月 1 園尾　広志 2 新井　桂介 2 小林　　亮 2

社会医療法人　生長会　ベルクリニック　臨床検査室 1　　社会医療法人　生長会　ベルクリニック　医療診療部 2

A-7-02 肺がんＣＴ検診及びＣＯＰＤ検診同時実施によるＣＯＰＤ発見に寄与する因子の検討
○浅野　美穂 太斎　幸子 佐藤　美香 菅野　　通 坂本　周三 加藤　　剛 
松田　　堯 渡辺　　彰 齋藤　泰紀

公益財団法人　宮城県結核予防会

A-7-03 低線量肺がんCT検診における要経過観察・要精査症例のCT所見
○池原　瑞樹
パナソニック健康保険組合松下記念病院

A-7-04 人間ドック肺機能検査における新たな判定基準の提言
○小川　和雅 1 瀬谷　　彰 1 野村　幸史 2

医療財団法人慈生会　野村病院　予防医学センター1　　医療財団法人慈生会　野村病院 2

A-7-05 胸部 X線検診の読影における経時差分処理画像の有用性－検診運用における初期経験として－
○仲村　明恒 1 清水　賢均 2 冨田 亜希子 2 柏倉　賢一 2 江積　孝之 2 小林　友一 2 
須藤　憲一 3 瀬谷　　彰 4 吉野　秀朗 3 野村　幸史 3

医療法人財団慈生会　野村病院　診療部画像診断部門 1　　医療法人財団慈生会　野村病院　放射線科 2　　
医療法人財団慈生会　野村病院　診療部 3　　医療法人財団慈生会　野村病院　予防医学センター4

A-7-06 ドックで指摘された縦隔病変の検討
○石川　理惠 折津　政江 小松　淳子
日本赤十字社医療センター　健康管理科

A-7-07 人間ドック受診者における亜鉛と肺機能検査との関連についての検討
○進藤 千代彦 1 飯島　秀弥 2 進藤 百合子 2 土屋　　誉 3

仙台オープン病院　健診センター1　　仙台オープン病院　呼吸器内科 2　　仙台オープン病院　消化器外科 3

A-7-08 当センター検診胸部X線画像の撮影条件の再確認と課題
○堀尾　直彦 菅野　敬太 浦島 はるな 小嶋　ゆみ 梶島　芳恵 西川　悟志
済生会神奈川県病院　予防医療センター　放射線科

A-7-09 取り下げ

A-7-10 動脈硬化危険因子の肺機能への影響
○村上　一雄
松山赤十字病院　健診部

A-7-11 当院における胸部X線検査の現行と将来的展望
○親松　忠行 1 鎗野　珠理 1 望月　久光 1 青木　晴実 1 千田　　茂 1 高橋 直太郎 1 
大野　敦司 2 松村　和典 2 松木　隆央 2 松木　康夫 2

横浜北幸クリニック 1　　新赤坂クリニック 2
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A-8- 循環器

A-8-01 健診受診者を対象とした心房細動の発症率と有病率について
○小坂 加麻理 小野寺 麗佳 柳田　貴子 相馬　明美 腰山　　誠
公益財団法人岩手県予防医学協会

A-8-02 健診・人間ドックにて心室期外収縮を指摘され精査を行った症例の特徴
○稲田　慶一 小澤　あい 青山　雪香 鳥本　里奈 湯浅　清恵 永澤　英隆
永沢クリニック

A-8-03 人間ドック心電図で経年的な伝導障害の進行を認め、野生型トランスサイレチン心アミロイドーシ
スと確定診断された一例
○古川　佳子 1 川合　陽子 2 大橋　成孝 3 遠藤　　仁 4 内野　悠一 2 横山　郁夫 1 
林田　　済 1 銭谷　幹男 1 山中　　寿 1 天野　隆弘 1

山王メディカルセンター　予防医学センター1　　山王病院　内科 2　　国際医療福祉大学三田病院　心臓血管センター3　　
慶應義塾大学　医学部　循環器内科 4

A-8-04 当院ドック心臓CT受診者における冠動脈狭窄の寄与因子についての検討
○竹下　由美 坪内　啓正 小林　鉄也 竹林　茂治 北野　陽一 牧野　良孝 
前野　孝治 久田 あずさ 生垣　　正 岡藤　和博

福井県済生会病院　放射線技術部

A-8-05 心電計自動解析による J波陽性例の統計と考察
○村瀬　妙子 貝瀬 瑠璃子 柳瀬　萌木 山田　　隆 大井田 正人 南口　由佳 
長沼　真紀 荒川　和香

調布東山病院　ドック健診センター

A-8-06 無症候性心筋虚血評価のための人間ドックにおける冠動脈石灰化スコアの有用性について
○田中　道子 1 青木　英彦 1 砂川　長彦 2 新里　　譲 2 新城　　治 2 東風平　勉 2 
浅田　宏史 2

沖縄赤十字病院　健康管理センター1　　沖縄赤十字病院　循環器内科 2

A-8-07 カテーテルアブレーション時代における心房細動の拾い上げ；人間ドックの役割
○三木　真司 重本 香保里 大野 美紀子
三菱京都病院　人間ドックセンター

A-8-08 スマート心臓ドックで経験した一症例
○西尾　康孝
おもと会　大浜第一病院　画像センター

A-8-09 人間ドック受診者における心電図の経年変化について
○綾部　由香 石崎　一穂 瀧口　美保 茜　　明子 小峯　悠太 石坂　裕子
三井記念病院　総合健診センター

A-8-10 健診受診を契機に発見された心筋 塞の 3例
○杉本　孝一 1 師田 かおり 2 奥田　　純 3 坂　賢一郎 3

横須賀市立市民病院　健康管理科 1　　横須賀市立市民病院　臨床検査技術科 2　　横須賀市立市民病院　循環器内科 3

A-8-11 定期的に健診を受けていた一突然死例
○山本　正和 八木　治雄 鹿熊　一人 新田　一葉 土井　　彰 高橋　秀幸 
横山　正洋

厚生連滑川病院　滑川健康管理センター
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A-9- 消化器（上部消化管）

A-9-01 東南アジア地域における若年層を中心としたH. pylori 感染の現状
○伊藤　公博 塩田　友孝 室井 真生子 笹倉　　渉
医療法人社団　霞山会　MYメディカルクリニック

A-9-02 胃Ｘ線検査における萎縮性胃炎・ヒダ肥厚と胃癌発症との関連
○島本　武嗣 1,2,3 山道　信毅 2 岡田　　実 1 和田　亮一 1 光島　　徹 1

亀田メディカルセンター幕張 1　　東京大学医学部附属病院予防医学センター2　　亀田医療大学 3

A-9-03 健診の内視鏡検査で発見された食道癌症例の検討
○祢津　寧子 1 眞部　紀明 2 依田　芳起 1 春間　　賢 3

山梨県厚生連健康管理センター1　　川崎医科大学総合医療センター　検査診断学 2　　
川崎医科大学総合医療センター総合内科２ 3

A-9-04 当院における胃癌リスク評価検診についての検討
○吾川　弘之 1 川田　和昭 1 春間　　賢 2 鎌田　智有 3

静岡赤十字病院　健診部　経鼻内視鏡センター1　　川崎医科大学　総合内科学2 2　　川崎医科大学　健康管理学 3

A-9-05 3 種の検査法によるABC検診の比較
○中道　陽子 1 山縣　文夫 1 白幡　季大 1 堀ノ内 優子 2 馬上　典子 2 宮川 なおみ 3 
大野　恭子 3 中河原 亜希子 4 細井　克美 4 八巻　悟郎 3

医療法人社団　こころとからだの元氣プラザ　臨床検査科 1　　医療法人社団　こころとからだの元氣プラザ　内視鏡検査科 2　　
医療法人社団　こころとからだの元氣プラザ　アジュール竹芝総合健診センター3　　医療法人社団　こころとからだの元氣
プラザ　消化器内科 4

A-9-06 人間ドックで測定済の基本的検査データを用いた悪性腫瘍の早期発見を可能にするスクリーニング
手法の開発
○佐藤　憲一 1,2 及川　香代 1 野地　　満 3

コスモス医薬情報AI 解析研究所 1　　東北医科薬科大学 2　　日本橋室町クリニック 3

A-9-07 内視鏡所見と便中ピロリ抗原をゴールドスタンダードとした LZテスト ‘ 栄研 ’H. ピロリ抗体の最
適カットオフ値と診断精度の評価
○高山　敬子 1,2 岡田　浩介 1,2 鈴木　英雄 1,2 斎藤　洋子 3 溝上　裕士 1,2

筑波大学附属病院　つくば予防医学研究センター1　　筑波大学附属病院　消化器内科 2　　茨城県メディカルセンター3

A-9-08 2019 年の人間ドック経鼻内視鏡検査で診断された自己免疫性胃炎（A型胃炎）26症例の検討
○川田　和昭 吾川　弘之
静岡赤十字病院健診センター・経鼻内視鏡センター

A-9-09 取り下げ

A-9-10 上部消化管内視鏡検査による胃がん一次検診受診者における逐年検診受診者の割合及びその胃粘膜
萎縮背景についての検討
○森　　厚嘉 北川　哲司 佐藤　　惠 レ ミントゥイン 河合 めぐみ
聖隷予防検診センター

A-9-11 取り下げ
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A-9-12 経過観察中に形態に変化が見られた十二指腸ブルンネル腺癌の１例
○穗苅　市郎 1 佐藤　悦郎 1 長谷部　修 2 原　　悦雄 2 高橋　祐輔 3 宗像　康博 3 
草間 由紀子 4 太田　浩良 5

JA 長野厚生連　南長野医療センター新町病院　健康管理科 1　　長野市民病院　消化器内科 2　　長野市民病院　消化器外科 3　　
長野市民病院　病理診断科 4　　信州大学医学部　保健学科（生体情報検査学）5

A-9-13 人間ドック検査項目への抗ヘリコバクターピロリ IgG抗体測定導入後の歩み
○山田　香子 中川　　良 森山　　優 中川　一美 松澤　範子 岩崎　絢子 
西舘 美音子 津原　洋子 友光 みなみ 中川　高志

大宮シティクリニック　看護部

A-9-14 上部内視鏡検査における食物残渣の要因を探る
○中野　有起 渡辺　有紀 米山　史歩 小宮山 由紀子
NTT東日本　伊豆病院

A-9-15 経鼻内視鏡受検者のアンケートによる実態調査
○小林　恵理 梅田 レイ子 大和 明日美 池田 裕見子 志村　香織 三浦　幸子
医療法人社団　亮正会　高津中央クリニック

A-9-16 胃 X線検査におけるH. pylori 除菌後の粘膜ひだの経時変化について
○池上　真士 1 渡邊 佐知子 2 細見　　聡 3 森口　次郎 1 吉良　康男 1 辰巳　哲也 1

一般財団法人　京都工場保健会 1　　一般財団法人　京都工場保健会　神戸健診クリニック 2　　
一般財団法人　京都工場保健会　姫路健診クリニック 3

A-9-17 当院人間ドックにおける胃内視鏡検診の現状と問題点
○赤池　　淳 西園　雅代 小川　秀久 平塚　正幸 今村　哲理
JA 北海道厚生連札幌厚生病院　健康管理科

A-9-18 バリウムを用いた上部消化管造影検査後に発症したバリウム虫垂炎の１例
○矢川　智仁 横山　尚子 松本　康子 原　　　均 長崎 孝太郎
医療法人厚生堂　長崎病院　ヘルスケアセンター

A-9-19 胃がん検診受診の推奨層を考察～当センターのドック受診者を年代別、ヘリコバクター・ピロリ菌
感染別に検討～
○高島　周志 1 岩本 有里子 1 堀　　千恵 1 前田　健次 1 桑迫　崇裕 1 池上　陽一 1 
原田　明子 2 雨宮　　彰 1 大橋　秀一 1 根津 理一郎 1

大阪中央病院　健康管理センター1　　大阪中央病院　消化器内科 2

A-9-20 上部消化管内視鏡におけるペチジン単剤によるセデーションの有効性
○馬嶋 健一郎 1 中下　珠緒 1,2 野崎 いづみ 1 村木　洋介 1

亀田総合病院　亀田クリニック　健康管理科 1　　亀田総合病院　亀田クリニック　膠原病・リウマチ・アレルギー内科 2

A-9-21 人間ドック受診者における胃Ｘ線検査からみたH. pylori 感染動態と事後経過に関する検討
○鎌田　智有 1,2 春間　　賢 3 砂金　　彩 1,2 眞部　紀明 4 山中　義之 1 藤本　壮一 1 
高尾　俊弘 1

川崎医科大学　健康管理学 1　　川崎医科大学総合医療センター　総合健診センター2　　川崎医科大学　総合内科学２ 3　　
川崎医科大学　検査診断学 (内視鏡・超音波 )4

A-9-22 人間ドックの内視鏡検査施行後に経過観察入院を余儀なくされた２症例の検討
○木村　成里 岡村 誠太郎 羽場　利博 山本　　誠
医療法人厚生会福井厚生病院
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A-9-23 上部消化管内視鏡検診後当日の尿素呼気試験とHelicobacter pylori 除菌治療当センター6年間の
検討
○江原　亮子 1 小笠原 倫子 1 高木　智史 2 吉田　純一 3 神谷 夕香里 4 高橋　悦子 4 
田頭　素子 4 松森 麻里衣 4 岡田 明日香 4

JCHO札幌北辰病院　健康管理センター・消化器内科 1　　JCHO札幌北辰病院　消化器内科 2　　北海道医療大学 3　　
JCHO札幌北辰病院　健康管理センター4

A-9-24 人間ドックを契機に発見された胃アニサキス症 3症例の検討
○角　　直樹 1 山中　義之 1 藤本　壮八 1 眞部　紀明 2 塩谷　昭子 3 春間　　賢 4 
鎌田　智有 1 高尾　俊弘 1

川崎医科大学　健康管理学 1　　川崎医科大学　検査診断学（内視鏡・超音波）2　　川崎医科大学　消化管内科学 3　　
川崎医科大学　総合内科学2 4

A-9-25 当院の予防医学科における胃がん層別化検診と胃粘膜萎縮の進展経過に関する報告
○田中　芳次 1 松浦　貴彦 2 佐々木 英治 3 吉岡　辰泰 1

NTT東日本伊豆病院　医療技術部　臨床検査室 1　　NTT東日本伊豆病院　診療部　予防医学科 2　　
NTT東日本伊豆病院　医療技術部 3

A-9-26 上部消化管Ｘ線検査における鎮痙剤ブチルスコポラミン投与の有用性
○須田　章則 1 田島　太一 1 馬嶋 健一郎 2 村木　洋介 2

亀田総合病院　亀田クリニック　画像診断室 1　　亀田総合病院　亀田クリニック　健康管理科 2

A-9-27 胃癌を早期に発見するための現状分析と課題
○太島　丈洋 光藤　和代 原　　裕子 清水　健嗣 篠原　育代 鈴木 真由美 
岡本　裕子 和田　憲和 村上　典彦 菊辻　　徹

倉敷中央病院付属予防医療プラザ

A-9-28 萎縮性胃炎の診断において上部消化管内視鏡検査よりもＸ線検査が有用であった 1例
○山中　義之 角　　直樹 藤本　壮八 高尾　俊弘
川崎医科大学　健康管理学

A-9-29 人間ドックで発見した悪性腫瘍の 2例
○泉谷　麻子 1 上野　恭一 1 室塚　秋子 2 西谷　雅樹 3 宮澤　正樹 3 渕﨑 宇一郎 3 
宮森　弘年 3

社会医療法人財団董仙会　恵寿総合病院　健康管理センター1　　同　臨床検査課 2　　同　消化器内科 3

A-9-30 ピロリ菌除菌後のひだ分布について
○松井　真澄 堀河　友和 藤本　圭二 土肥　美佳 平田　智子 井上　千鶴 
木村　佳子 大谷　昌裕

公益財団法人　香川県予防医学協会

A-9-31 当施設における内視鏡胃がん検診の状況
○伊藤　恭子 三間　康之 湯川　豊一 大内　寛子 前田　俊彦 常喜　眞理 
真島 香代子 橋本　博子 宇都宮 一典 加藤　智弘

東京慈恵会医科大学　総合健診・予防医学センター　新橋健診センター

A-9-32 上部消化管内視鏡検査の苦痛軽減への取り組み
○佐久間 美幸 荒木　久美 鈴木　由佳 橋本　ゆみ 安達 公美子 國分　正惠 
木田 さとみ

公益財団法人湯浅報恩会　寿泉堂クリニック　健診センター
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A-9-33 午後の胃X線検査の朝食についてアンケート調査からの考察
○石井　宏忠 1 深田　三二 1 大坂　浩二 1 佐藤　秋徳 1 黒田　洋行 1 木闇　　茜 1 
大工原 佑美 1 高橋　直樹 2

医療法人社団相和会　横浜総合健診センター　放射線科 1　　医療法人社団相和会　横浜総合健診センタ－　診療部 2

A-9-34 当院における鎮静下内視鏡検査の満足度調査
○岩崎　香奈 野口　稔子 草野　五月 後山　尚久 藤原　祥子
大阪医科大学健康科学クリニック

A-9-35 健診内視鏡検査における枕の高さ調整の有用性
○高橋 真利子 星野 ゆかり 能登谷 真希子 菊地　直子 柏葉　水穂 板東 ゆかり 
遠藤　　実

一般財団法人　厚生会　仙台厚生病院　総合健診センター

A-9-36 胃悪性黒色腫の疑いで、ESDを予定するも自然脱落した 1例
○的場　聡子 1 中村　昭光 1 佐々木 皓一 1 田中　香織 1 山鳥　紀子 1 箕浦　孝晃 1 
望月　洋介 2

医療法人社団蘇生会　蘇生会総合病院　健康増進センター1　　医療法人社団蘇生会　蘇生会総合病院　消化器内視鏡センター2

A-9-37 胃 X線検査で発見された胃癌症例と透視観察の重要性
○和久本 義昌 西川　明宏 田所　和幸 伊勢本 奈緒 長井 菜穂子 大城　　勲 
勝呂　　悠 松原　明夫 黒島　俊夫 今岡　　渉

一般財団法人　関西労働保健協会　アクティ健診センター

A-9-38 胃内視鏡前処置薬服用による遅発性消化管症状をきたした 13症例の検討
○伊藤 亜矢子 木本　栄美 杉原　貴子 占部　綾子 坂野　文香 松本　能里 
越智　秀典

広島赤十字・原爆病院　健康管理センター

A-9-39 巡回バス健診における上部消化管造影検査の当日キャンセル調査
○藤田　智子 辻本　直美 岩田　麻里 黒田　安奈 緒方　大地 岬　　昇平 
田村　拓也 西川　朋希

桜十字グループ　予防医療事業部

A-9-40 新しい内視鏡所見―“フジツボ ”様所見？
○春間　　賢 1,2 井上　和彦 1 間部　克裕 1 市場　俊雄 1 藤田　英行 1 眞部　紀明 3 
久本　信實 4 末廣　満彦 2 藤田　　穣 3 鎌田　智有 5

淳風会健康管理センター1　　川崎医科大学総合医療センター総合内科２ 2　　川崎医科大学検査診断学 3　　
淳風会ロングライフホスピタル 4　　川崎医科大学健康管理学 5

A-9-41 腹部 CT axial 像から見た十二指腸水平脚走行所見者の問診票による上部消化管症状等の調査報告
○入山　瑞郎 渋谷　亮平 熊谷　沙織 佐々木 康之 井村 麻里代 赤城　静香 
藤川　彩良 及川　海里 藤原　　学 池林 亜希子

医療法人社団光星　メディカルプラザ札幌健診クリニック　放射線科

A-10- 消化器（下部消化管）

A-10-01 大腸 CT検査における被ばく線量低減の試み
○小瀬　尚輝 安井　大貴 新谷　早紀 中西　美輝 三輪　弘樹 竹内　優子 
安藤　豪将 西　　祐二 川島　晶子 横地　　隆

医療法人社団進興会　ミッドタウンクリニック名駅
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A-10-02 過去の便潜血定量値による大腸病変存在の予測
○井田　陽介 1 三好 佐和子 1 徳永　健吾 1 山本　　実 1 久松　理一 2 岡本　　晋 1

杏林大学　医学部　総合医療学 1　　杏林大学　医学部　消化器内科 2

A-10-03 人間ドックの大腸内視鏡検査で発見された大腸腺腫とピロリ菌感染による縮性胃炎との関係につい
て
○井上　富夫 1 川村　雪子 1 高村　　絢 1 上野　秀之 1 佐久間　宏 1 落合　健司 2 
上野 聡一郎 3

上尾中央総合病院　人間ドック科 1　　上尾中央総合病院　巡回健診科 2　　上尾中央総合病院　外科 3

A-10-04 大腸 3DCT検査における大腸腺腫と大腸癌のCT値の検討
○石井　優希 1 石井　昇平 1 宮崎　武士 1 浅野　昌也 1 佐伯　誠子 1 野澤　秀樹 1 
今井　俊一 1 森山　紀之 2

医療法人社団進興会　立川北口健診館 1　　医療法人社団進興会 2

A-10-05 当健診センターにおける免疫学的便潜血検査の結果より導かれた大腸がん検診の取り組み
○杉浦　直子 中川　正巳 橋本　良造
医療法人豊田会　高浜豊田病院　健診センター

A-10-06 人間ドック受診時の胸部X線検査を契機に発見された直腸進行癌の一症例
○坂井 ゆかり 山岡 水容子 熊谷　宗晃 山本　晃之 西村　浩美
医療法人　創健会　西村診療所

A-10-07 貧血の遷延が診断の契機に至ったChronic enteropathy associated with SLCO2AI の 1例
○鳥井　淑敬 片野　義明 小林　　隆 三好　広尚 黒川　雄太 松浦　弘尚 
安江　祐二 細川 千佳生 大屋　貴裕 舘野　晴彦

藤田医科大学ばんたね病院　消化器内科

A-10-08 人間ドックのオプション検査として３，００５件の大腸ＣＴ検査を実施してわかったこと
○松浦　貴彦 1 佐々木 英治 2 丸山　　健 2 和田　幸司 2 奥田　英裕 3 塚本　弘毅 1 
後藤　信雄 1 小宮山 由紀子 4 吉野　雅仁 5 川上　健司 1

NTT東日本伊豆病院　診療部　予防医学科 1　　
NTT東日本伊豆病院　医療技術部　放射線室 2　　NTT東日本伊豆病院　医療技術部　臨床検査室 3　　
NTT東日本伊豆病院　看護部 4　　NTT東日本伊豆病院　診療部　放射線科 5

A-10-09 日帰り人間ドックでの大腸内視鏡検査における腸管洗浄度の検討
○吉川　優子 高橋　秀理 真次　隆之 工藤　恵子 田村 美和子
池袋藤久ビルクリニック

A-10-10 メッセージ付き採取キットによる便潜血検査の回収率および二次検査受診率向上
○木村　早紀 宮田 由加利 小倉　宏章 山崎　理与 菊池　　健 辻本　直美 
岬　　昇平 田村　拓也 西川　朋希

桜十字グループ　予防医療事業部

A-10-11 CO2 送気装置を用いた下部消化管内視鏡検査における室内CO2 濃度への影響
○新城　邦裕 1 高谷　典秀 1 竹澤　英子 1 宮本　知子 1 天野　高行 1 太田 秀二郎 1 
吉本　貴宜 1 高谷　純司 2 高谷　雅史 1

医療法人社団　同友会　春日クリニック 1　　医療法人社団　同友会　深川クリニック 2

A-10-12 便潜血陽性の精密検査で偶然発見された直腸神経内分泌腫瘍の１例
○安井　裕子 渡辺 美智夫 北村　星子
芳珠記念病院　健診センター
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A-10-13 取り下げ

A-10-14 病院併設健診センターの特性を生かした便潜血陽性者に対する精密検査受診率向上への取り組みと
今後の課題
○笠井　智佳 太田 恵美子 家入 加世子 辻　　泰子 坂部　知香 梅原　美幸 
西川　恭弘 鈴木　彦次 田中　　公

鈴鹿回生病院　健康管理センター

A-11- 肝、胆、膵、脾

A-11-01 胆嚢腺筋腫症は単なる良性疾患なのか？～胆嚢腺筋腫症と脂肪肝および生活習慣病関連因子との関
連～
○伊藤 美奈子 與那覇 佳子 菅野　みほ 松本　明美 守岡　　謙 津々楽 泰江 
菅井　陽子 角谷　沙織

横浜市立みなと赤十字病院　健診センター

A-11-02 人間ドックにおける非アルコール性脂肪肝炎のスクリーニング
○林　　裕子 呂　　　軍 橋本 真紀子 久保　幸子 梶尾　　裕
国立国際医療研究センター　人間ドック科

A-11-03 NAFLDとメタボリックシンドロームとの関連性について－ 6474例の検討－
○龍田　美和 1 厚井　文一 2

KKR 高松病院　消化器内科 1　　KKR高松病院　内科 2

A-11-04 ALDH2遺伝子多型の飲酒による肝障害リスクへの影響に関する検討
○占部　綾子 坂野　文香 久留島　仁 越智　秀典 松本　能里
広島赤十字・原爆病院　健診部

A-11-05 健診受診者におけるC型肝炎ウイルス感染実態調査
○赤池　　淳 1 西園　雅代 1 小川　秀久 1 平塚　正幸 1 今村　哲理 1 髭　　修平 2

JA 北海道厚生連札幌厚生病院　健康管理科 1　　JA北海道厚生連札幌厚生病院　肝臓内科 2

A-11-06 取り下げ

A-11-07 人間ドックの受診と並行して診療科で長期にフォローアップされ、経過中に早期に診断された膵臓
癌の 1例
○近藤 真喜子 1 西井　　裕 1,2 関　亜矢子 3 原　　悦雄 1,3

長野市民病院　健診センター1　　長野市民病院　内分泌・代謝内科 2　　長野市民病院　消化器内科 3

A-11-08 非アルコール性脂肪性肝疾患（NAFLD）発症前における血圧、尿酸、HbA1c、HDL、LDL コレス
テロールの変化について
○和泉　賢一
高木病院　予防医学

A-11-09 人間ドック受診時に肺転移などの全身転移を伴った肝細胞癌の 1例
○進藤 千代彦 1 桑原　悦美 1 進藤 百合子 2 野田　　裕 1

仙台オープン病院　健診センター1　　仙台オープン病院　呼吸器内科 2

A-11-10 中等量の飲酒は非アルコール性脂肪肝において肝線維化と相関する
○柏木　和弘 高山 美智代 槇野 香奈子 清水　良子 市川　仁志 吉田　諭史 
井上　　詠 高石　官均 杉野　吉則 岩男　　泰

慶應義塾大学病院　予防医療センター
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A-11-11 腹部超音波検査で鑑別困難であった肝腫瘍の 1例
○矢崎　滉平 1 川畑　歳文 1 上舞　優介 1 上 　健作 1 脇田　慎一 1 久保田 敬子 1 
緒方 三千恵 2 塗木　冬実 2 三重　浩子 2

公益財団法人　慈愛会　いづろ今村病院 1　　鹿児島県消化器がん検診推進機構 2

A-11-12 女性における縦断的調査からみた珈琲飲用の脂肪肝発生と臨床検査値への影響
○船津　和夫 山下　　毅 斗米　　馨 寺田　奈美 和田　哲夫 佐久間 俊行 
近藤　修二 横山　雅子 水野　杏一

公益財団法人三越厚生事業団　三越総合健診センター

A-11-13 人間ドック経年受診中に発見された膵内副脾に生じた類表皮嚢胞を疑う一例
○中嶋　俊彰 1,2 大黒　晶子 1 木村　次宏 1 本郷　仁志 1 阪上　順一 3 保田　宏明 3 
十亀　義生 3 伊藤　義人 3

藤田胃腸科病院 1　　済生会京都府病院 2　　京都府立医科大学消化器内科 3

A-11-14 当センターにおける膵がんリスク検診受診者 157例の実績報告
○清水 恵理奈 吉川　裕之 武藤　繁貴
聖隷健康診断センター

A-11-15 当院人間ドックでの低血糖発作が発見の契機になったインスリノーマの１例
○服部　宜裕 1 高嶌　寛年 2

庄原赤十字病院　内科 1　　庄原赤十字病院　外科 2

A-11-16 当院健診センターにおける飲酒歴のない腹部超音波検査受診者の肝超音波エラストグラフィーと肝
線維化マーカー成績の検討
○藤井　容子 1 村脇　義和 2 重親　涼子 3 伊佐田 耕人 3 藤原　弘光 3 佐々木 宏之 1 
佐々木 祐一郎 2 中村　由貴 2 能美　隆啓 2 磯本　　一 4

鳥取県済生会境港総合病院　健診センター1　　鳥取県済生会境港総合病院　内科 2　　
鳥取県済生会境港総合病院　臨床検査科 3　　鳥取大学医学部機能病態内科学 4

A-11-17 人間ドックの超音波検査で 11年間経過観察されていた Intraductal papillary neoplasm of the 
bile duct(IPNB) の 1例
○中島　浩子 1 辻本　文雄 2 仲村　明恒 4 三木　貴世 1 坪谷　敏彦 1 石川　奈美 1 
小川　和雅 2 瀬谷　　彰 2 吉野　秀郎 3 野村　幸史 3

慈生会　野村病院　臨床検査科 1　　慈生会　野村病院　予防医学センター2　　慈生会　野村病院　診療部 3　　
慈生会　野村病院　診療部　画像診断部門 4

A-11-18 人間ドックの腹部超音波検査にて指摘した脾腫瘤を契機に診断に至った悪性リンパ腫の 1例
○小原　知也 1 辻　　俊史 1 中村　隆久 2 岩井　直人 1 原　　　祐 1 奥田　隆史 1 
竹内　義人 3 小牧　稔之 1 阪上　順一 1 香川　惠造 1

市立福知山市民病院　消化器内科 1　　市立福知山市民病院　血液内科 2　　市立福知山市民病院　放射線科 3

A-11-19 ＣＡ１９－９の上昇により検出された膵鉤部癌の３例
○齋藤　雄大 1 矢島　義昭 2 吉田 沙也香 1 佐藤　武敏 1 見田　　尊 3 黒澤　　功 4

黒沢病院附属ヘルスパーククリニック検査部 1　　黒沢病院附属ヘルスパーククリニック　内科 2　　
黒沢病院附属ヘルスパーククリニック　放射線部 3　　黒沢病院附属ヘルスパーククリニック　泌尿器科 4

A-11-20 CAP (Controlled Attenuation Parameter) の定量性の検証　（CAPは本当に肝脂肪化を定量で
きるのか？）
○矢島　義昭
黒沢病院附属ヘルスパーククリニック　内科
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A-11-21 腹部超音波検診における膵描出不良所見に対する取組み（第２報）
○千田　裕子 1 加藤 理恵子 1 伊藤　絵里 1 内田　裕美 1 奥田　桂子 1 藤井　清孝 1 
長尾　啓一 1 仲野　敏彦 1 山口　和也 2 瀧澤　弘隆 1

一般財団法人柏戸記念財団　ポートスクエア柏戸クリニック 1　　公益財団法人　ちば県民保健予防財団 2

A-11-22 当センターの人間ドックにおいて検出しえなかった膵癌一症例
○三間　康之 伊藤　恭子 湯川　豊一 前田　俊彦 常喜　眞理 宇都宮 一典 
加藤　智弘

東京慈恵会医科大学　総合健診・予防医学センター・新橋健診センター

A-12- 腎、尿路

A-12-01 腹部超音波スクリーニング検査での常染色体優性多発性嚢胞腎の早期発見の成果
○鈴木 妃佐子 1 白岩　綾乃 1 宮本　悦子 1 平野 亜希子 1 鈴木　美香 1 福田　崇典 2

社会福祉法人　聖隷福祉事業団　保健事業部　聖隷健康サポートセンターShizuoka1　　
社会福祉法人　聖隷福祉事業団　保健事業部 2

A-12-02 健康肥満 -Metabolically healthy obese- における体重変化とCKD発症リスクの関連
○戸田　晶子 原　　茂子 辻　　裕之 本田　律子 荒瀬　康司
虎の門病院　健康管理センター

A-12-03 当センターにおける腹部超音波検査での腎嚢胞の取扱いについて
○山口　香織 大坪　茅優 大野　奈緒 田村　千穂 山口　勝利 田中　信次 
木場　博幸 大竹　宏冶

日本赤十字社熊本健康管理センター

A-12-04 尿蛋白測定試験紙（±）症例における腎機能低下に関連する因子について―第８報 : 他施設データ
によるスコア化の検証―
○山本　　晃 1 清水 不二雄 1 福田　祐明 1 谷川　　司 2 後藤　朋子 2 山倉　　晃 2 
田辺　　信 2 井上　雄介 2 村山　　実 1

一般社団法人　新潟縣健康管理協会 1　　一般財団法人　健康医学予防協会 2

A-13- 前立腺、膀胱

A-13-01 当院における前立腺・PSA専門外来設置に伴う前立腺癌検診の普及
○笠井　智佳 太田 恵美子 家入 加世子 辻　　泰子 坂部　知香 梅原　美幸 
西川　恭弘 鈴木　彦次 田中　　公

鈴鹿回生病院　健康管理センター

A-13-02 人間ドック・健診で発見された膀胱癌症例と尿潜血・腹部超音波検査との関連
○三浦 美奈子 1 五十嵐 和美 1 大場 美紀子 1 木内　利恵 1 菊地　入子 1 水口　直樹 2 
鈴木　克彦 2 小松　大芽 2

社会医療法人　青嵐会　本荘第一病院　保健センター1　　社会医療法人　青嵐会　本荘第一病院　診療部 2

A-14- 乳腺

A-14-01 当施設におけるマンモグラフィ検査の実績と精度管理の意義
○八田　悦子 大槻 やすよ 松舟　瑞希 安西　　央 後山　尚久 藤原　祥子
大阪医科大学健康科学クリニック

A-14-02 乳腺レポートシステム構築への取り組み～MMG・US併用読影の開始～
○鈴木　博子 鈴木　那奈 高橋　恵子 田中　麻美 新美　直樹 河野　太郎 
倉部　輝久

（一般社団法人）半田市医師会健康管理センター
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A-14-03 高濃度乳房が乳癌検診の精度に与える影響について
○中澤　浩子 1 山口 ひとみ 1 堀越　隆之 1 清水　正雄 3 三浦　弘之 4 君塚　孝雄 2 
中川　　良 2 中川　一美 2 中川　高志 2

医療法人　大宮シティクリニック　放射線部 1　　医療法人　大宮シティクリニック　医局 2　　
埼玉医科大学病院　医学部健康管理センター3　　公立阿伎留医療センター　呼吸器外科 4

A-14-04 乳がん検診の画像診断カテゴリー5で発見される乳がんの臨床像について
○後山　尚久 内藤　美希 松岡　理沙 湯口　裕子 萩原　暢子 福田　　彰 
藤原　祥子

大阪医科大学　健康科学クリニック

A-14-05 MMG装置の機種更新に伴う使用実績の比較
○長島 今日子 野口　桂子 小日置 佳代 島木　栄佳 内田　裕美 奥田　桂子 
藤井　清孝 湯口　恭利 瀧澤　弘隆 長尾　啓一

一般財団法人柏戸記念財団　ポートスクエア柏戸クリニック

A-14-06 乳がん検診経年受診者へのUS併用検診推奨の有用性
○小倉　直子 原　　博子 山本　莉奈 那須　智子 田辺　真莉 宮崎　夏乃 
島本　武嗣 片山　信仁 和田　亮一 光島　　徹

亀田総合病院附属幕張クリニック　診療放射線部

A-14-07 マンモグラフィ施設画像評価認定取得および精度維持について
○若林　美咲 兼則　絢女 原田　恵実 坂上 さやか 色摩　希美 田所 佳奈子 
梶田 千恵子 山中　　聡 野崎　浩二 林　　建男

社会医療法人財団　石心会　アルファメディック・クリニック

A-14-08 健診における乳腺良性腫瘍摘出後症例の盲点
○櫻井　健一 1,2,3,4 鈴木　周平 1,2 平野　智寛 1 安達　慶太 1,3 窪田　仁美 2,4 鈴木　佑奈 4 
藤崎　　滋 2 塩味　正雄 3 池田 ゆかり 4 辻　　泰喜 4

日本歯科大学附属病院　乳腺内分泌外科 1　　医療法人社団　藤崎病院　外科 2　　医療法人山柳会　塩味病院　内科 3　　
川口パークタワークリニック 4

A-14-09 介護施設入所中に発見された検診未受診高齢者乳癌の治療経験
○櫻井　健一 1,2,3,4 鈴木　周平 1,2 平野　智寛 1 安達　慶太 1,3 窪田　仁美 1,2,4 鈴木　佑奈 1,4 
藤崎　　滋 1,2 塩味　正雄 3 池田 ゆかり 4 辻　　泰喜 4

日本歯科大学附属病院　乳腺内分泌外科 1　　医療法人社団　藤崎病院　外科 2　　医療法人山柳会　塩味病院　内科 3　　
川口パークタワークリニック 4

A-14-10 当院における乳がん検診からの早期発見・早期治療への取り組みについて
池田　　縁 1　○齋藤　寛佳 1 齋藤　優子 1 桑子 亜耶子 1 小野　寿子 1 野本 奈津子 1 
野本　尚彦 2 竹元　豊志 1 辻　　泰喜 1 櫻井　健一 3

川口パークタワークリニック 1　　オリエンタル上野健診センター2　　日本歯科大学附属病院 3

A-15- 子宮、卵巣

A-15-01 当協会集団検診センタ－コルポ診外来の診療について
○本間　　滋 1 後藤　　明 1 北川　　寛 2

( 一般社団法人 )新潟県労働衛生医学協会集団検診センタ－コルポ診外来 1　　
(一般社団法人 )新潟県労働衛生医学協会プラ－カ健康増進センタ－ 2

A-15-02 簡略更年期指数を用いたドック受診者における更年期障害治療効果についての検討
○泉　由紀子 永田　彩織 眞弓　周子 河面　　聡 大山 摩佐子 住谷　　哲 
佐藤　文三 中村　秀次 栗波　仁美

公益財団法人日本生命済生会　日本生命病院　ニッセイ予防医学センター
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A-15-03 子宮癌検診における子宮内膜ポリープに対する経腟カラー超音波の有効性について
○大谷　尚子 園尾　広志 阿尾　浩子 田中　仁朗 岡部 佳代子 小林　　亮
社会医療法人　生長会　ベルクリニック

A-15-04 企業健診、個人ドックにおける経腟超音波検査の役割について～内診で異常がなくても精査・治療
を必要とした症例の経験から～
○川北 かおり 小谷　　芳 森元　宏樹 久禮　　泉 水窪 由美子 今田　祐子 
藤田　　剛

淀川キリスト教病院健康管理増進センター

A-15-05 子宮頸がん検診における LBC法の導入効果～看護師の立場から～
○平野　枝里 赤塚　由香 安河内 宏美 今中　敦子 佐藤　道子 下野　夕子 
市川　昭子 橋本 由紀江 高尾　真美 一矢　有一

一般財団法人船員保険会　福岡健康管理センター

A-15-06 最近当科で経験した子宮頸癌検診を契機に発見された子宮頸部腺癌 3症例についての小考察
○植田　敏弘 1 安藤　正明 2

倉敷成人病健診センター　産婦人科 1　　倉敷成人病センター　産婦人科 2

A-15-07 子宮頸がん検診における従来法とＬＢＣ法の比較検討
○今井　沙月 西河　浩之 寒河江 悠介 谷口　隆司
洛和会東寺南病院健診センター

A-15-08 当院の婦人科検診における経腟超音波検査の成績
○大垣　洋子 1 笹目　敦子 1 林　　靖生 1 長谷川 怜美 2 坂本 絵璃子 2 松田　美保 2 
神田 理恵子 2 幾石　尚美 2 池田　俊一 2 川村　　良 2

厚生中央病院　健康管理センター1　　厚生中央病院　産婦人科 2

A-16- がん（A-5～ A-15の臓器以外、全般）

A-16-01 取り下げ

A-16-02 アミノインデックスがんスクリーニング検査（AICS）実施者の従来型がん検診併用についての調
査
○宮島 江里子 1,2 吉田　宗紀 1 押田 小百合 1 五十嵐 敬子 1 矢那瀬 信雄 1 三枝　陽一 3 
今泉　　弘 1,3

JCHO 相模野病院　健康管理センター1　　北里大学　医学部　衛生学 2　　JCHO 相模野病院　消化器内科 3

A-16-03 人間ドックにて発見された転移性肝腫瘤の 2例～健診結果での「要精密検査」の重要性について～
○蓑毛　佳代 1 五郎丸 直美 2 白樫 美千代 1 升田　知機 1 中村　保幸 1 田巻　俊一 1 
武田　隆司 3 武田　道子 3 武田　隆男 3 武田　隆久 3

医療法人　財団　康生会　山科武田ラクトクリニック 1　　医療法人　財団　康生会　武田病院健診センター2　　
武田病院グループ 3

A-16-04 人間ドックでがん発見における血清ＣＥＡ値の有用性とがん発見のリスク要因の検討
○鈴木　公子 松田　亜弓 阿部　裕香 笹山　名月
東京品川病院　総合健診センター

A-16-05 腫瘍マーカーCA19-9 異常高値 (6600U/ml 以上 ) を示したが、異なる転帰をとった 2例
○佐々木 浩一 1 中村　昭光 1 的場　聡子 1 田中　香織 1 山鳥　紀子 1 箕浦　孝晃 1 
長澤　邦隆 2 森永　　理 2

医療法人社団蘇生会　蘇生会総合病院健康増進センター1　　医療法人社団蘇生会　蘇生会総合病院消化器内視鏡センター2
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A-17- 血液

A-17-01 三重県内健診データを用いた貧血の解析
○西川　政勝 1 吉澤　秀樹 1 伊藤　勝英 1 林　　博子 2 木村　　隆 2 西村　有起 3

近畿健康管理センター(KKC)　三重事業部 1　　近畿健康管理センター(KKC) 本部 2　　
三重大学医学部附属病院　臨床研究開発センター3

A-18- 糖代謝

A-18-01 脂肪肝を有する検診受診者で、FIB-4 index 高値は糖尿病の新規発症と関連している。
○前田　健吾 1,2 白田　康代 1,2 竹市　　泉 2 芳野　純治 2

国際セントラルクリニック 1　　大名古屋ビルセントラルクリニック 2

A-18-02 ドック健診を用いたｄ -ROMsと BAPの糖尿病発症予測因子としての可能性
○岡畑　純江 1 石坂　裕子 2 山門　　實 3 上芝　　元 1 柴　　輝男 4

東邦大学医療センター大橋病院　糖尿病・代謝・内分泌内科 1　　三井記念病院　総合健診センター2　　
足利工業大学　看護学部 3　　総合東京病院　糖尿病センター4

A-18-03 生体インピーダンス法による全体脂肪や内臓脂肪、Single Point Insulin Sensitivity Estimator
と HOMA-IR との相関
○佐久間 孝弘 1 堀内　美喜 4 丸山　敦史 2 藤原　正之 3 伊藤　憲雄 4 廣瀬　芳樹 4 
西村　好裕 1 村岡　信二 1 弓田　　渉 1

伊那中央病院　内科 1　　伊那中央病院　消化器内科 2　　伊那中央病院　臨床検査室 3　　伊那中央病院　検診センター4

A-18-04 加齢と肥満が空腹時インスリン値に与える影響
○代田　　翠 楠本　雅之 谷　　瑞希 栃窪　　豊 山口　紀子 石坂　裕子
三井記念病院　総合健診センター

A-18-05 健康診断で体重減少と倦怠感を認め 1型糖尿病とバセドウ病を併発した多腺性自己免疫症候群
（APS）3A型の診断に至った 1例
○末丸　大悟 1,2,3 山田 早耶香 1 石塚　高広 1,2 上原　　豊 1,2 末丸　美央 3

前橋赤十字病院　糖尿病・内分泌内科 1　　前橋赤十字病院　健康管理センター2　　すえまる内科 3

A-18-06 食後血糖 1時間値の変化から見えてきたこと
○姫野　秀朗 明間　勤子 長嶋　敏幸 鈴木　清美 相馬　純子 佐志　安子
公益財団法人　藤沢市保健医療財団　藤沢市保健医療センター診療所

A-18-07 糖尿病予防的指導ツールとしての耐糖能異常進行予測図
○平井　　学
公益財団法人　高知県総合保健協会

A-19- 脂質代謝

A-19-01 中性脂肪・HDLコレステロール比とインスリン抵抗性、メタボリックシンドローム、生活習慣との
関係
○護山　健悟 1,2 石黒　睦子 2 加藤 ルミ子 2 小林　功幸 2 長岡　宣幸 2 新井田 奈美 2 
近藤　智雄 2 野澤　政代 2 濱口　裕之 2 西崎　義弘 1,3

東海大学　医学部　総合診療学系　健康管理学 1　　東海大学　医学部　付属八王子病院 2　　
東海大学　医学部　付属東京病院 3
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A-20- 尿酸代謝

A-20-01 10 年間の平均尿酸値より見た尿酸の腎機能低下への影響
○亀谷　富夫
富山県厚生連高岡健康管理センター

A-22- 動脈硬化

A-22-01 大動脈石灰化病変の数と部位の、CAVI ならびに動脈硬化危険因子との関係
○丸山　義明 有田　信和 永島 かおり 黒岩 比呂美 後藤　誠一 清水　正雄 
武永　　強 倉光　　薫 足立　雅樹

埼玉医科大学病院　健康管理センター

A-22-02 運送業の男性における頚動脈エコー所見と動脈硬化関連因子の検討　第三報
○原田　　健 1 福田　　洋 2 三輪　真也 1 今井　真美 1 山下 眞理子 1 脇神 亜希子 1 
高谷　典秀 1 高谷　純司 1 高谷　雅史 1

医療法人社団　同友会 1　　順天堂大学大学院　医学研究科　先端予防医学・健康情報学 2

A-22-03 人間ドック頸動脈エコー検査で動脈硬化性病変を指摘された 10例の治療経過
○岡田　雅仁
国家公務員共済組合　横浜南共済病院　健康管理センター

A-22-04 特定保健指導前後における脈波伝播速度の変化
杉本　孝一 ○今井　佳子 出水　友梨 大久保 芳美

横須賀市立市民病院　健康管理科

A-22-05 健診における BNPの有用性
○白川　佳子 上本　　恵 森井　勝己 乾　　可苗 楠　　洋子
医療法人　錦秀会　阪和第二泉北病院　阪和インテリジェント医療センター

A-22-06 当健診センター受診者における LOX-index の検討
○野村　秀一 田中 美和子 豊田　浩美 竹林 美津子 大成 有美子 今川 しのぶ 
宮本　晴子

JR 広島病院　健診センター

A-22-07 非高齢者における腹部大動脈石灰化と血清総ビリルビン値の関連
○嶋田 由布子 1 桝田　　出 3 五郎丸 直美 1 大城　千尋 1 土肥 美帆子 1 川崎　佳奈 1 
武田　道子 2 武田　隆司 2 武田　隆男 2 武田　隆久 2

医療法人財団康生会　武田病院健診センター　検査科 1　　武田病院グループ 2　　
医療法人財団康生会　武田病院健診センター3

A-22-08 経時的に狭窄度が進行し無症候性脳 塞も発見されたためステント留置術が施行された頸部頸動脈
狭窄の 1例
○兒島　敬子
静岡済生会総合病院　健康管理センター

A-22-09 LDL －コレステロール (C) 換算値の検討―Martin 式は TG＞ 150mg/dL、TC≦ 220mg/dL 領
域で Friedewald 式よりも直接測定値に近いー
○高橋　春香 影山　洋子 寺田　奈美 田中　千裕 中濱 絵理子 後藤 あゆみ 
山下　　毅 船津　和夫 水野　杏一 中村　治雄

公益財団法人　三越厚生事業団
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A-23- 免疫、アレルギー、感染

A-23-01 労働世代における風疹ウイルス抗体陽性率の現状と今後の課題について
○山本　有紗 伊藤　公博 笹倉　　渉 荒木　香湖
医療法人社団　霞山会　MYメディカルクリニック

A-24- 骨、筋、皮膚

A-24-01 QUS法における踵骨測定位置の違いが超音波伝搬速度 (speed of sound:SOS) に与える影響
○竹房　　優 1 飯嶋 亜弥子 1 富田　博信 1 小竹　文雄 2

埼玉県済生会川口総合病院　診療技術部　放射線技術科 1　　埼玉県済生会川口総合病院　健診センター2

A-24-02 当院の骨ドック検診の新たな取り組みについて
○後藤　寛幸 竹谷　健吾 鈴木　篤明 堀田　菜摘 保古　則子 樋口　直美 
伊藤　真矢 高宮　浩一 小口　秀紀 伊代田 一人

トヨタ自動車　トヨタ記念病院　リハビリテーション科

A-25- 検査法（遺伝子、新技術、ほか）

A-25-01 人間ドック腰椎検診における立位荷重位撮影による脊柱側弯変形の検討
○末本　博康 1 水野　勝則 2

新田塚医療福祉センター　福井総合クリニック　画像センター1　　新田塚医療福祉センター　福井総合病院　整形外科 2

A-25-02 血漿を用いたMCI スクリーニング検査とAβ 40/42 のアルツハイマー病とMCI 診断における臨
床有効性について
○伊藤 ひとみ 1 劉　　　珊 1 畑　　直子 1 赤津　裕康 2 松川　則之 2 朝田　　隆 3 
新井　哲明 4 内田　和彦 4

（株）MCBI　研究開発部 1　　名古屋市立大学医学部 2　　東京医科歯科大学医学部 3　　筑波大学医学医療系 4

A-25-03 超音波診断装置による Superb Micro-vascular Imaging を用いた腎機能評価の検討
○河村　道徳 1 中村　友美 1 小田　康子 1 岡田　卓也 1 松田　麻美 1 本田　秋奈 1 
酒井 千亜紀 1 神田　萌子 1 田中 美和子 2 野村　秀一 2

医療法人　JR広島病院　臨床検査科 1　　医療法人　JR広島病院　健診センター2

A-25-04 尿主要蛋白、酵素の基準範囲の設定
○伊藤　喜久 1 市原　清志 2 重永　隼也 1 原田　典明 1 鳥井　章子 3 白井　俊孝 3 
小山　恭正 4

ライフ・エクステンション研究所　付属永寿総合病院　臨床検査科 1　　
山口大学医学部保健学科 2　　ライフ・エクステンション研究所付属永寿総合病院内科 3　　
ライフ・エクステンション研究所付属永寿総合健診医療・予防センター4

A-26- ロコモティブシンドローム・フレイル

A-26-01 健診・人間ドック受診者におけるロコモとメタボの関連性の検証
○石橋　英明 1 新井　智之 2 小川　貴久 3 中川　　良 4

伊奈病院　整形外科 1　　埼玉医科大学　保健医療学部　理学療法学科 2　　ハーバード大学大学院　公衆衛生学 3　　
大宮シティクリニック 4

A-26-02 健康診断受診者の健康関連QOLと 痛ならびに運動機能との関連性
○澤田　智紀 1 伯川　聡志 1 西沢　康平 1 金治　有彦 1 原藤　健吾 1 石田　浩之 1 
岩男　　泰 1 泉田　良一 2 中村　雅也 1 名倉　武雄 1

慶應義塾大学 1　　江戸川病院 2
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A-26-03 後期高齢者の質問票と身体・運動機能との関連性の検討
○大川原 洋樹 1 伯川　聡志 1 西沢　康平 1 金治　有彦 1 原藤　健吾 1 石田　浩之 1 
岩男　　泰 1 泉田　良一 2 中村　雅也 1 名倉　武雄 1

慶應義塾大学 1　　江戸川病院 2

A-26-04 人間ドックにおけるロコモ・骨粗鬆症健診の結果と運動および生活習慣との関連
○新井　智之 1 清水　正雄 2 水村　順孝 2 有田　信和 2 水橋　星子 2 成田　政宏 2 
丸谷　康平 2 藤田　博暁 2 足立　雅樹 2 織田　弘美 2

埼玉医科大学　保健医療学部　理学療法学科 1　　埼玉医科大学病院　健康管理センター2

A-26-05 DXA法四肢筋肉量測定によるサルコペニア診断
○星　　研一 上沢 奈々子
長野赤十字病院　健康管理科部

A-27- その他

A-27-01 頸動脈超音波検査における甲状腺結節発見時の簡易フローチャート作成の取り組み
○高橋 紗耶香 塚原 由美子 鄭　　秀明
医療法人社団　東光会　戸田中央総合健康管理センター

A-27-02 当センターにおける定期健康診断と「なでしこプラン」受診者の要治療・要精密検査率調査
○大関　佳子 1 矢野 由紀子 1 小滝　陽子 1 飯田　孝子 1 大栗　初江 1 飯島　賢了 1 
福田　　実 2

栃木県済生会宇都宮病院　健診センター1　　栃木県済生会宇都宮病院　健診診療科 2

A-27-03 当院の人間ドックに尿中微量アルブミン検査を追加しての現状と課題
○野田　絵里 水本 千代子 赤星　彰一 丸山　英樹 藤澤　和夫
国保水俣市立総合医療センター　健康管理センター

A-27-04 当院人間ドックにおける睡眠時無呼吸簡易検査のAHI と身体所見の関連性の検討
○吉原　紘子 岡崎　陽子 織田　寛子 長岡　祐美 吉岡　辰泰 奥田　英裕
NTT東日本伊豆病院

A-27-05 当院における高齢受診者の検討
○村上　　淳 1 小林　清美 2 山田　暢子 2 大舘　麻子 2 狩野　知子 2 小野　善平 2 
内藤　滋人 1

群馬県立心臓血管センター　循環器内科 1　　群馬県立心臓血管センター　健康相談課 2

A-27-06 風しん第 5期定期接種のための抗体価検査 －個別健診の場での初年度結果－
○高部　晶子 木口　聡美 石垣　洋子 内田　裕美 奥田　桂子 藤井　清孝 
仲野　敏彦 湯口　恭利 瀧澤　弘隆 長尾　啓一

（一財）柏戸記念財団　ポートスクエア柏戸クリニック

A-27-07 尿浸透圧を指標とした胸管リンパ流量推測の方法について
○河合　佳子 1,2 林　もゆる 1,2 浅香　智美 1,2 前島　大輔 2 大橋　俊夫 2

東北医科薬科大学　医学部　生理学教室 1　　信州大学　医学部　メディカル・ヘルスイノベーション講座 2

A-27-08 職員健診で偶然発見された一過性高アルカリフォスファターゼ血症の一例
○上野　春菜 1 小林　史枝 1 松岡　幹雄 2 稲田 美保恵 3

国家公務員共済組合連合会　横須賀共済病院　健康管理センター1　　中央内科クリニック 2　　稲田内科 3
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A-27-09 人間ドックにおける心腎連関の検証～心電図と腎機能検査の関連～
○波多野　楓 1 山本　桂子 1 安間　　香 1 熊平　　久 1 村越　好美 1 清水 美千絵 1 
平良 まさみ 2 武藤　繁貴 3 福田　崇典 4

社会福祉法人　聖隷福祉事業団　保健事業部　聖隷健康診断センター　検査課 1　　
社会福祉法人　聖隷福祉事業団　保健事業部　事業管理部　保健看護管理室　統計情報課 2　　社会福祉法人　聖隷福祉事業
団　保健事業部　聖隷健康診断センター　医務課 3　　社会福祉法人　聖隷福祉事業団　保健事業部 4

A-27-10 人間ドックにおける甲状腺超音波検診
○牛島　千衣 1 岡村　　建 2 中埜　杏奈 1 福田 夏南子 1 藤井　香菜 1 望月　直美 1 
今村　明秀 1 緒方　　徹 3 山永　義之 1

福岡和白総合健診クリニック 1　　九州大学大学院医学研究院　病態機能内科学 2　　緒方徹クリニック 3

A-27-11 情報機器作業健診 (VDT健診 ) における目の疲労の評価と加齢の影響について
○平井　　学
公益財団法人　高知県総合保健協会

A-27-12 吹田スコアとメンタルヘルスの関係の検討
○藤本　壮八 角　　直樹 山中　義之 高尾　俊弘
川崎医科大学　健康管理学

A-27-13 半導体 PET-CT での PET検診の可能性と課題
○大西　章仁 1 田川　純麗 1 林　　和宏 1 大橋　明峰 2 鈴木　志保 3,4 佐野　博志 3 
石川　雄一 3,5 末松　正邦 3

加古川中央市民病院　放射線診断・IVR 科 1　　加古川中央市民病院　診療支援部　放射線室 2　　
加古川中央市民病院　健康増進・ヘルスケアセンター3　　加古川中央市民病院　消化器内科 4　　
加古川中央市民病院　循環器内科 5

B-1- 保健指導全般

B-1-01 HbA1c 分布の経年推移からみた糖尿病対策の成果について
○厚美　直孝 趙　　麻未 三浦　佳代
丸井健康保険組合　健康促進センター

B-1-02 骨格筋指数 (SMI) と糖代謝検査との関連
○織田　晃子 足立　晶子 井上 裕美子 大西　静香 曽我　佳代 佐藤　竜吾
大分県厚生連健康管理センター

B-1-03 体重変化に影響を与える因子に関する検討－構造方程式モデリングを用いた検討－
○小川　美咲 伊藤　恭子 加藤　菜咲 中島　麻衣 石川 佳奈美 河合　　茜 
佐藤 さとみ 石田　暁子 吉原　章子 加藤　智弘

東京慈恵会医科大学　総合健診・予防医学センター　新橋健診センター

B-1-04 人間ドック受診者における朝食欠食と生活習慣病関連指標との関連
○伊藤　　京 1 井嶋　彩紀 1 磯貝　啓代 1 中堀 安希奈 1 後藤　朋子 1 井上　雄介 1 
谷川　　司 1 清水 不二雄 2 石原　　清 1

一般財団法人　健康医学予防協会 1　　一般社団法人　新潟縣健康管理協会 2

B-1-05 人間ドック後保健指導の効果について
○福島　泰子 矢西　　恵 千葉　仁美 宮本　　茜 平尾　知子 藤江　直子 
小豆川 和美 楽得 志世美 仲本　桂子 伊藤　真夏

東京衛生アドベンチスト病院
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B-1-06 糖尿病性腎症重症化予防事業による保健指導の効果の検討
○松本 さやか 1 遠藤 日登美 1 中津　守人 1 荻田 多恵子 2 中野 知香子 2

三豊総合病院　健康管理センター　内科 1　　三豊総合病院　健康管理センター2

B-1-07 当健診センターにおける当日結果説明・保健指導の現状確認と検証
○東　ゆかり 小竹　文雄 佐藤　泰子 山本　智子
埼玉県済生会川口総合病院健診センター

B-1-08 ロールプレイを取り入れた保健指導教育の取り組みと評価
○長谷川　歩 堀木 亜紀子 平　　真子 鈴木 麻由美 濱岡　才子 南端　朝美 
宮崎　祐子 福井　秀之 高梨　芳彰 丸中　良典

一般財団法人京都工場保健会　総合健診センター

B-1-09 肥満と禁煙～特定保健指導からの考察～
○麻生 久美子 小野　順子 三ノ宮 めぐみ 板井 恵津子 松本　泰祐
社会医療法人財団　天心堂　健診・健康増進センター

B-1-10 当施設における高血圧者への保健指導の課題
○田口 久美子 深井　絵美 齋藤　陽子 小田　　彩 山口　千佳 草場 麻里子 
中尾　治彦

社会医療法人財団白十字会　佐世保中央病院　健康増進センター

B-1-11 サプリメントによる薬物性肝障害が疑われた 2例
○宮崎　　奏 川島　晶子 横地　　隆 西　　祐二 安藤　豪将
医療法人社団進興会　ミッドタウンクリニック名駅

B-1-12 保健指導の効果について各項目別の検討
○黒井　遥加 高津 未知子 遠山 まり子 後山　尚久 藤原　祥子
大阪医科大学　健康科学クリニック

B-1-13 取り下げ

B-1-14 酸化ストレス検査の問診票からみた保健指導ツールとしての活用性
○稲葉　千尋 野田　紗希 篠原　裕枝 中野　真宏
地方独立行政法人新小山市民病院予防医学センター

B-1-15 保健指導満足度と指導者の自己評価、指導経験年数の関係
○日高 由紀子 1 尾鷲　智美 1 三浦 加世子 1 中島　友紀 1 高嶋　浩子 1 高橋　直樹 2 
市川　典子 2

医療法人社団相和会横浜ソーワクリニック・横浜総合健診センター　看護科 1　　
医療法人社団相和会横浜ソーワクリニック・横浜総合健診センター　診療部 2

B-1-16 特定保健指導の初回面接受診率の拡大のための取り組み
○西川　麻衣
社会医療法人　志聖会　総合犬山中央病院　健康管理センター

B-1-17 脳ドック受診者の頚部超音波検査所見と脳卒中発症確率（リスクスコア）に関する研究
○若林 由未香 武　可奈子 塚田　妙子 洞野　明美 千野　雅章 宮本　英雄 
外間　政信 小池　健一

JA 長野厚生連南長野医療センター篠井総合病院　健康管理センター
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B-1-18 人間ドックにおける保健指導実施率向上の取り組み
○青木 麻美子 佐藤　元美 中嶋 加代恵 高木　重人
横浜リーフみなとみらい健診クリニック　健康管理科

B-2- 栄養・食生活

B-2-01 朝食欠食と検査値、生活習慣、食習慣との関連
○綿谷　千秋 1 大瀧　美恵 2 石田　善建 2 長尾　美子 2 浅井　栄美 3 坂元　恵美 3 
冨安　理恵 3 今田 富士子 3

福井県労働衛生センター　栄養部 1　　福井県労働衛生センター　医局 2　　福井県労働衛生センター　保健部 3

B-2-02 当院健診受診者における早食いの寄与疾患・寄与因子の検討
○坪内　啓正 1 野ﾂ俣 和夫 2 佐々木 郁恵 1 北野　陽一 1 牧野　良孝 1 真田　　拓 2 
山田　麻子 3 生垣　　正 4 久田 あずさ 4 岡藤　和博 4

福井県済生会病院　放射線技術部 1　　福井県済生会病院　内科 2　　福井県済生会病院　看護部 3　　
福井県済生会病院　健診課 4

B-2-03 健診後の二次検査の受診と栄養指導による生活習慣改善効果
○土井　葉月 1 土佐　高子 1 岡崎　友香 1 八木　佳子 3 中村　　愛 1 椎尾　啓輔 1 
鵜飼　宏司 3 平山　治雄 4 加藤　秀平 2

医療法人　順秀会　スカイル内科 1　　医療法人　順秀会　東山内科・小児科 2　　医療法人　順秀会　守山内科・小児科 3　　
医療法人　順秀会　メディカルパーク今池 4

B-2-04 当健康保険組合における男性受診者の朝食欠食と LDL-C の関連について
○趙　　麻未 厚美　直孝 三浦　佳代 山田 由紀子 西尾　和代 葛巻　あや 
竹内 亜希子 上野 久美子

丸井健康保険組合

B-2-05 人間ドック受診者の食事に対する意識改革に向けた取り組み
○清水　京子 1 早原　千恵 1 北本　美紀 1 日下部 昌太郎 1 門屋　　誠 1,2 三木　　隆 2 
中野　稔雄 2 山本　一郎 3

一般社団法人　姫路市医師会 1　　姫路市医師会ドック診療所委員会 2　　姫路市医師会長 3

B-2-06 年代別血清アルブミン値から栄養摂取傾向を考える
○菊地 恵観子 1,2 西崎　泰弘 2 石垣　洋子 1 森山　紀之 1

医療法人社団進興会　せんだい総合健診クリニック 1　　東海大学医学部基盤診療学系健康管理学 2

B-3- 身体活動

B-3-01 メディカルフィットネスにおける、会員の入会時の喫煙 , 飲酒状況と、その半年後の変化について
○横山　　勇 1 都木　拓哉 1 佐藤　　翔 1 伊藤　一人 2 黒澤　　功 3

医療法人社団美心会　黒沢病院付属ヘルスパーククリニック　メディカルフィットネスValeoPro1　　
医療法人社団美心会　黒沢病院　予防医学研究所 2　　医療法人社団美心会　黒沢病院　理事長 3

B-3-02 骨格筋筋量がHbA1c 値に影響を及ぼす効果の検討
○松本　泳子 明後　祐子 平野　理恵 中村　昭光 佐々木 浩一 的場　聡子 
山鳥　紀子 田中　香織

医療法人社団蘇生会　蘇生会総合病院　健康増進センター

B-3-03 高齢者の骨密度の維持・増進における「かかと落とし」の効果について
○小川　美咲 坪野　由美 澁谷　直美 大浦　栄次
厚生連高岡　健康管理センター
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B-3-04 人間ドック受診者への健康運動教室の実施
○戸崎 小百合 1 佐伯　正人 1 照井　佳子 1 木村　信子 1 林　　　慎 2

まつなみ健康増進クリニック　人間ドック・健診センター1　　松波総合病院　内科 2

B-4- 飲酒

B-4-01 女性の飲酒現状から観た保健指導の課題
○光岡 あゆみ 高尾　昌明 高尾　　幹 松島　真弓 安住　和美
医療法人社団若葉会　高重記念クリニック　予防医療センター

B-5- 喫煙

B-5-01 喫煙が肺機能に与える影響 - 当院健診受診者における 1秒率の検討 -
○小堀　由貴 川田　祥子 小川　知子 棚橋　侑加 川上　愛子 大村　昌夫 
亀井　一彦 石川　廣記

医療法人社団相和会　みなとみらいメディカルスクエア

B-5-02 禁煙後の体重増加と喫煙本数、食習慣の関連
○南部 美由紀 桐原　優子 高橋　俊明 齊藤　　研
平鹿総合病院　健診センター

B-5-03 当センターにおける禁煙支援の現状の検証
○槇野 香奈子 1 清水　良子 1 正木　克宜 2 舘野　博善 2 福永　興壱 2 井上　　詠 1 
岩男　　泰 1 高石　官均 1

慶應義塾大学　医学部　予防医療センター1　　慶應義塾大学　医学部　呼吸器内科 2

B-5-04 徳島県鳴門病院健康管理センターにおける禁煙外来
○棚橋　俊仁 佐藤　奈緒 後藤　綾乃 冨崎　貴子 小倉 美穂子 八木 いづみ 
松並 久美子 中島　睦起 大櫛　聖子 堀内　宣昭

地方独立行政法人徳島県鳴門病院　健康管理センター

B-5-05 人間ドック受診者の禁煙に対する関心度向上への取り組み - 人間ドック受診者の禁煙成功体験談を
もとに禁煙指導を行った結果 -
○寺嶋　　綾 國谷　真由 藤岡　　司 清水　恵美 新谷　愛理 横井　祐子
社会医療法人　松本快生会　西奈良中央病院

B-5-06 喫煙者の禁煙への関心度についての検討
○冨田　美砂
独立行政法人　地域医療機能推進機構　九州病院

B-5-07 健康診断を受診している禁煙継続者と禁煙挫折者の禁煙に関わる要因の相違―特定保健指導におけ
る禁煙に向けた指導方法の検討―
○松島　亜紀 石田　妙子 大矢　梨香 齋藤 冨士子 今井　邦彦
独立行政法人　地域医療機能推進機構　群馬中央病院　健康管理センター

B-5-08 禁煙指導抵抗性喫煙者への胸部レントゲン所見の微細変化提示が禁煙の動機付けに有効な可能性
○廣川　富彦 楠本　雅之 代田　　翠 新美　佑有 杼窪　　豊 山口　紀子 
谷　　瑞希 石坂　裕子

三井記念病院　総合健診センター
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B-5-09 当院における喫煙者の実態
○内山　さち 鈴木 公美子 鈴木　　実 加藤　綾夏 村越　理惠 渡邉 百合子 
小谷野 憲一

浜松赤十字病院　健康管理センター

B-6- 特定保健指導

B-6-01 「特定保健指導当日初回面接実施率向上に向けた取り組み」～健診当日に該当者全員に声かけをし
たことの効果と課題～
○小平 美穂子 浜　　夏子 柳原　園子
諏訪赤十字病院健診センター

B-6-02 特定保健指導の初回面接 2回目の実施を増やす取り組み
○小嶋　友美 1 三角　嘉葉 1 毛利　華衣 1 田辺　　司 1 西川　和美 1 田中　芳生 1 
石川　優子 2 跡部　　優 2 冨永　洋一 2 岡村　雅雄 3

社会医療法人　愛仁会　愛仁会総合健康センター　健診科 1　　社会医療法人　愛仁会　愛仁会総合健康センター　診療部 2　　
社会医療法人　愛仁会　あいわクリニック 3

B-6-03 健診当日における特定保健指導の効果
○北　　桃子 横田　欽一 武田　寛樹 青木 陽一郎 柿崎　郁美 清野 紗央里 
志目 知英美 吉田　良子

慶友会　吉田病院　予防医療センター

B-6-04 特定保健指導実施率向上への取り組み
○増田 真由美 中村　有美 池田　祐里 小林　美枝 岩崎　千明
静岡済生会総合病院　健康管理センター

B-6-05 特定保健指導の利用勧奨方法の改善に向けて
○花井　千栄 中嶋　澄香 津田　裕子 加藤 さおり 横井　祐子
社会医療法人　松本快生会　西奈良中央病院　健康管理センター

B-6-06 第三期特定保健指導のモデル実施『新潟モデル』の構築について－パイロットスタディ
加藤　公則 1,2 田代　　稔 2　○鈴木　沙織 2 小林　隆司 2 春木　　匠 5 小松原 祐介 5 
佐藤　幸示 2 赤澤　宏平 3 曽根　博仁 3 津下　一代 4

新潟大学大学院　生活習慣病予防・健診医学講座 1　　新潟県労働衛生医学協会 2　　新潟大学大学院 3　　女子栄養大学 4　　
健康保険組合連合会 5

B-6-07 特定保健指導における筋肉量、下肢筋力年齢改善の取り組み
○石田　　芳 1 内田　輝美 1 斎藤　　博 2

一般財団法人　住友病院　看護部 1　　公立学校共済組合　近畿中央病院　健康管理センター2

B-6-08 レディース健康診断における当財団基準における初回面談の分割実施（第 1報）
○種子田 千歳 1 山田　采加 1 立石　春香 1 伊藤　　愛 1 秋山 香名子 1 正村　伸江 1 
青木　優宜 1 成定　明彦 2 鈴木　孝太 3 竹山　英夫 1

一般財団法人　愛知健康増進財団 1　　愛知医科大学　産業保健科学センター2　　愛知医科大学　医学部　衛生学講座 3

B-6-09 特定保健指導の評価時期が及ぼす改善効果
○石澤 美奈子 1 吉田　優子 1 日向野 加菜 1 田井　美穂 1 宮石 絵利香 1 井上　史央 1 
大井　利夫 2

上都賀総合病院　健康管理センター1　　上都賀総合病院 2
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B-6-10 第 3期特定保健指導における初回面談分割実施の取り組み
○稲垣　紀子 1 安藤　敏子 1 山下 恵理香 1 跡見　美保 1 山田　友恵 1 中岡 みのり 1 
黒木　令子 2 和合　和久 2 高谷　典秀 2 荒井　　肇 1

東京都情報サービス産業健康保険組合 1　　医療法人社団同友会 2

B-6-11 季節に着目した特定保健指導効果の検討
○小松 ひかる 1 菊地　入子 1 木内　利恵 1 佐藤 あゆみ 1 小助川 靖子 1 水口　直樹 2 
鈴木　克彦 2 小松　大芽 2

社会医療法人　青嵐会　本荘第一病院　保健センター1　　社会医療法人　青嵐会　本荘第一病院　診療部 2

B-6-12 支援期間短縮による特定保健指導の成果への影響の検討
○藤田　雅子 大原　彩実 遠藤　恵子 佐田　伸夫 井上　和彦 清水　信義
一般財団法人淳風会　淳風会健康管理センター

B-6-13 健診から特定保健指導予約までの日数と継続状況の関係性についての検討
○清川　拓馬 1,2,3 小池　有紗 1 井上　洋子 1 佐藤　寧子 1 谷井 のりこ 1 石橋　哲夫 1 
鈴木　順一 1 大坪　　修 1

一般財団法人健康医学協会　保健指導室 1　　学校法人青淵学園　東都大学　幕張ヒューマンケア学部　看護学科 2　　
NPO法人生体機能探査推進機構 3

B-6-14 レディース健康診断における当財団基準における初回面談の分割実施（第 2報）
○山田　采加 1 種子田 千歳 1 立石　春香 1 伊藤　　愛 1 秋山 香名子 1 正村　伸江 1 
青木　優宜 1 成定　明彦 2 鈴木　孝太 3 竹山　英夫 1

一般財団法人　愛知健康増進財団 1　　愛知医科大学　産業保健科学センター2　　愛知医科大学　医学部　衛生学講座 3

B-6-15 特定保健指導を希望しない対象者に実施した支援方法についての検討 
～積極的支援の実施率向上の取り組みを通しての報告～
○齊藤 由紀子 大高　舞子 堀内 里枝子 藤巻 佐和子 早川　泰子 宮崎　朝子
石和温泉病院　クアハウス石和

B-6-16 特定保健指導実施率向上のために脱落率を抑える工夫と効果
○田原　沙織
医療法人クレモナ会　ティーエムクリニック　院内業務部　保健指導室

B-6-17 特定保健指導の途中終了者の内訳と行動変容ステージについて
○辻本　直美 松村 ゆかり 波見 真理子 石橋　　薫 宮原　龍矢 岬　　昇平 
田村　拓也 西川　朋希

桜十字グループ　予防医療事業部

B-6-18 特定保健指導の受診率向上に向けた取り組みの検討
○千坂　なぎ 1 菊地 恵観子 1 齋藤　友里 1 長岡 真優佳 1 安藤 亜莉沙 1 齋藤　美佳 1 
福田　理恵 1 石垣　洋子 1 森山　紀之 2

医療法人社団進興会　せんだい総合健診クリニック 1　　医療法人社団進興会 2

B-6-19 ドック当日の特定保健指導未実施者の未実施理由と次年度の結果について
○木村　亜耶 落合　圭子 馬場 菜穂子 山崎　千晶 谷内　愛美 杉谷　絵理 
紙尾　朋美 岡本　弥生 野田　潤子 田畑　正司

一般財団法人　石川県予防医学協会

B-6-20 当院における腹囲・BMI の変化から見る特定保健指導の効果の実際
○中田　佐江 江場　巌子 小神　恵子 花岡　まり 松尾　直美 松井　奈々 
木村 亜里澄 西川　由利 大嶋　有一 斎藤　　博

公立学校共済組合　近畿中央病院　人間ドック棟・健康管理センター
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B-6-21 取り下げ

B-6-22 保健指導による腹囲と血圧の改善効果及び年齢との関連についての検討
○虻川　綾香 永藤　沙織 伊藤　公博 笹倉　　渉
医療法人社団霞山会　MYメディカルクリニック　看護部　保健課

B-6-23 第３期特定保健指導における３ヶ月後評価の効果を探る
○横田　千聖 1 三宅　綾子 1 川島　智美 1 土屋 易寿美 2 平良 まさみ 2 中西　湖雪 2 
鳥羽山 睦子 3 武藤　繁貴 2 福田　崇典 3

社会福祉法人　聖隷福祉事業団　保健事業部　聖隷予防検診センター1　　
社会福祉法人　聖隷福祉事業団　保健事業部　聖隷健康診断センター2　　社会福祉法人　聖隷福祉事業団　保健事業部 3

B-6-24 特定保健指導未利用者ゼロを目指して　～特定保健指導利用促進の取り組み～
○押野　千秋 1 木村 明希子 1 齋藤　玲子 1 高橋　　幸 1 松浪　容子 2

公立学校共済組合　東北中央病院 1　　国立大学法人　山形大学医学部　看護学科　臨床看護学講座 2

B-6-25 健診当日に特定保健指導の初回面談を行うことは意義のある取り組みである
○守岡　　謙 伊藤 美奈子 與那覇 佳子 菅野　みほ 松本　明美 津々楽 泰江 
角谷　沙織

横浜市立みなと赤十字病院

B-6-26 健診当日に特定保健指導実施率向上に向けた取り組み　～他部署と協働して～
○清水　厚子 市村 真美子 中辻　真弓 花房　裕子
社会医療法人生長会　府中クリニック

B-6-27 病院管理栄養士が行う特定保健指導に対する効果と実証 
－ 受診者の行動変容及び継続を重視した支援について －
○佐藤　恒巳 1 設楽　真梨 1 坪谷　恵子 1 岩本　珠美 2 大澤　彩貴 2 内田　美歩 2

医療法人　社団　紘智会　籠原病院 1　　十文字学園女子大学　人間生活学部 2

B-6-28 健診当日保健指導の漏れ者ゼロを目指して
○岡部　恵子 岡田　香織 久留　哲夫 辻　麻衣子
社会医療法人財団　池友会　新小文字病院　健診室

B-6-29 第三期特定保健指導における積極的介入効果
○小椋　朱根 宮田　章弘 小塚　明弘 大平　圭祐 坪井　麻紀 望月　盈宏 
末永　裕之

小牧市民病院　健診センター

B-6-30 体重と腹囲の変化からみた当協会の特定保健指導プログラムの評価
○清川　拓馬 1,2,3 小池　有紗 1 井上　洋子 1 佐藤　寧子 1 谷井 のりこ 1 石橋　哲夫 1 
鈴木　順一 1 大坪　　修 1

一般財団法人健康医学協会　保健指導室 1　　学校法人青淵学園　東都大学　幕張ヒューマン学部　看護学科 2　　
NPO法人生体機能探査推進機構 3

B-6-31 特定保健指導の当日実施により得られた効果について
○米山　史歩 高橋　菜央 坂元　友紀 小宮山 由紀子 石川 裕理子
NTT東日本伊豆病院　予防医学科
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B-6-32 健診受診者への健診当日の保健指導の取り組みと今後の課題について
○舘石　知美 1 熊野　美帆 1 柿　千恵子 1 石田　佳子 1 鈴木　秀明 1 村松　敬子 1 
小玉　香里 1 諸富 智づる 1 齋藤　晶子 1 武藤　　淳 2

掛川市・袋井市病院企業団立　中東遠総合医療センター　人間ドック・健診センター1　　
掛川市・袋井市病院企業団立　中東遠総合医療センター　臨床検査室 2

B-6-33 当センターにおける３ヶ月の特定保健指導の効果と１年後の健診データの検討
○江頭 奈都美 富樫　理子 梅村　　創 石動　紘子 宮川　純子 南　美和子 
大山　　隆 酒見　隆信 藤本　一眞

医療法人社団　高邦会　高木病院　予防医学センター

B-6-34 企業選出型特定保健指導における支援方法の経験
○今井 美那海 横山　佳世 高橋 芽生子 坂本　美絵 松永　昌樹 小鳥　達也
社会医療法人財団新和会　八千代病院　八千代総合健診センター

B-6-35 取り下げ

B-7- メンタル、ストレス

B-7-01 ストレスチェック５７項目の集団分析からの考察－改善群、悪化群の検討－
○林　　志保 福井　敏樹 丹生谷 成美
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　予防医療センター

B-8- その他

B-8-01 新高血圧治療ガイドラインの降圧目標値達成度の検討
○丸田　陽子 前澤　純子 小原　啓子 横山　雅子 佐久間 俊行 近藤　修二 
山下　　毅 船津　和夫 中村　治雄 水野　杏一

三越厚生事業団　三越診療所

B-8-02 当センターにおける人間ドックの高齢化の現状と問題点について
○小西　明美 吉田　早苗 坂井　義貴 三好 美智恵 高橋　知美
千葉西総合病院　健康管理センター

B-8-03 脂質異常や非健康的なライフスタイルが脂肪肝や腹囲、BMI 異常に及ぼす影響に関する長期縦断的
検討
○府中　七恵 1 清水 不二雄 1 松浦　恵子 1 後藤　朋子 2 小山　麻美 1 稲葉　有紗 1 
山本　　晃 1 村山　　実 1

一般社団法人　新潟縣健康管理協会 1　　一般財団法人　健康医学予防協会 2

B-8-04 健診センター受診者のかかりつけ医に対する意識調査の報告
○津田　真里 西田　光里 田中　恵子 中井　佐奈 引地　　学 寺田　尚弘
社会福祉法人　恩賜財団済生会　済生会松阪総合病院　健診センターあさひ

B-8-05 下肢筋力測定の結果による行動変容ステージ変化が、下肢筋力年齢・内臓脂肪断面積へ影響するか
○五島　怜美 河田　恵美 天野 由香利 小川　昭三 水口　敏宏 関戸　千春 
井奈波 直美 篠田　利子 伊藤 亜希子

公立学校共済組合東海中央病院　健康管理センター

B-8-06 自作の掲示物を閲覧してもらうための現状評価と今後の課題
○窪田　真弓 伊藤　江里 坂本　規子 小林 あゆみ 中川 佐和子 菊池　世奈 
守屋　亜友 野口　　梓

JA 長野厚生連　富士見高原医療福祉センター　富士見高原病院
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B-8-07 単一事業場における緊急事態宣言中の産業医面談の内訳
○田村　拓也 小田川 泰之 宮田 由加利 迫　　夏美 椎屋　香織 緒方　博範 
畑中　亮二 辻本　直美 岬　　昇平 西川　朋希

桜十字グループ　予防医療事業部

C-1- 組織運営 (施設運営）

C-1-01 ＮＰＳ手法を用いたアンケート調査から見えた本質課題
○高宮　浩一 坂崎　由美 上原　　晋
トヨタ自動車株式会社　トヨタ記念病院　健診センター

C-1-02 10 年間で受診者数が 3倍に増加した人間ドック－胃内視鏡検査の影響や顧客満足度調査とその他
要因で探る－
○伊東　香代 1 奥　　明美 1 池際　春世 1 松浦　奈月 1 岡崎　麻美 1 納多　英里 1 
末岡　恵理 1 西川　晋史 1 山本　正之 1,2

社会医療法人神鋼記念会　新神戸ドック健診クリニック 1　　社会医療法人神鋼記念会　神鋼記念病院 2

C-1-03 ドック健診センターにおけるブランド戦略「全員主役経営」への取り組み
○篠部　　誠 貝瀬 瑠璃子 木村　航平 柳瀬　萌木 山田　　隆
医療法人社団　東山会　調布東山病院

C-1-04 当センターの事務レベル向上を目的とした他施設受診の取り組みについて～先人から学び、受診者
目線で考える～
○永野　　護
医療法人社団東山会　調布東山病院　ドック健診センター

C-1-05 満足度調査から見る受診者数増加に向けた取り組みについて
○鈴木　寿昌
掛川市・袋井市病院企業団立　中東遠総合医療センター　人間ドック・健診センター

C-1-06 当院の上部消化管エックス線検査における時間別実施率改善のための検討
○小貫　洋祐 君島　淳貴 荻野　佑菜 伊藤　公博 笹倉　　渉
医療法人社団　霞山会　MYメディカルクリニック　放射線科

C-1-07 パートナーシップナーシングシステム（ＰＮＳ）の要素を取り入れた人間ドック科における体制づ
くり
○田中　香菜 渋川　　茜 高瀬　美子 小野　満也 西本　　寛 堤　　聖子 
池井　　肇

ＪＡ長野厚生連　佐久総合病院　人間ドック科

C-1-08 健診受診者の新型コロナウイルス感染クラスター発生に伴う当院の対応について
○水垣　活也
公益財団法人　河野臨牀医学研究所　北品川クリニック

C-2- 受診者サービス

C-2-01 受診者満足度調査を実施して
○清水　正子 木平　真央 山崎　　緑 畑中　美幸 西村　　晃 濱田　正行 
作野　功典

三重県厚生農業協同組合連合会　鈴鹿中央総合病院　健診センターオリーブ



51人間ドック　Vol.35 No.３ 2020 年

プ
ロ
グ
ラ
ム

一
般
演
題

（315）

C-2-02 人間ドック保健指導の充実を目指して　~食べて学ぼう！「けんこう応援御膳」~
○河村　裕子
医療法人博俊会　春江病院　健診予防医学センター

C-2-03 当センターにおける聴力障がい者への対応の取り組み
○加畑　　香 中野　理果 鈴木 ひとみ 大森 由美子 小堀　悦孝
財団法人　佐々木研究所　附属湘南健診センター

C-2-04 受診者満足度向上への取り組み
○井上　明子 宮本　祐一 川口　達大 山川　公子 大坪　義彦 藤本 由香里 
佐藤　静羅 金子　由香 筬島　万琴 田村　理奈

社会医療法人天神会　新古賀クリニック　健康管理センター

C-2-05 採血時の受診者ごとの手袋交換と作業能率の変化
○笠間　早苗 鈴木　美夏 吉田　万里
医療法人渓仁会　渓仁会円山クリニック

C-2-06 胃部レントゲン検査後のバリウム排泄や体調に対する受診者の不安の理解
○千頭和 いづみ 岩田　智美 工藤　　愛 小野　史枝 加藤 千佳子 佐藤　典子 
高木　順子 尼子　良久 芹澤　洋輔 矢部　雅己

一般財団法人　芙蓉協会　聖隷第一クリニック　聖隷沼津健康診断センター　健康支援課

C-2-07 外国人受診者に対する多言語検査支援システムの効果検証
○飯嶋 亜弥子 1 竹房　　優 1 梶　　功治 1 中村　隆行 1 富田　博信 1 小竹　文雄 2

埼玉県済生会川口総合病院　診療技術部　放射線技術科 1　　埼玉県済生会川口総合病院　健診センター2

C-2-08 取り下げ

C-2-09 人間ドックにおける薬剤師の関わり
○落合 さゆり 1 井戸谷　恵 2 島田　和子 2 金井　恵美 1,3 三輪　篤史 4 矢島　義昭 2 
黒澤 由美子 5 黒澤　　功 5

黒沢病院附属ヘルスパーククリニック　薬剤部 1　　黒沢病院附属ヘルスパーククリニック　高崎健康管理センター2　　
黒沢病院　薬剤部 3　　黒沢病院　統括技術室 4　　医療法人社団美心会　黒沢病院 5

C-2-10 マンモグラフィ単独検査での要精査結果からみえる課題と取り組み
○鎗野　珠理 1 高橋 直太郎 3 和田　京子 3 青木　晴実 1 松村　和典 2 村田　恵美 4 
合木 祐美子 4 菅原　清香 5 親松　忠行 2 松木　隆央 5

横浜北幸クリニック　放射線科 1　　横浜北幸クリニック　医局 2　　新赤坂クリニック　放射線科 3　　
新赤坂クリニック　超音波検査科 4　　新赤坂クリニック　医局 5

C-2-11 健診における胃部Ｘ線施行後、排便困難者のﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟの分析
○近藤　清美 齋藤　美保 北川　達士 多田　豊治 古川　　睦
JCHO四日市羽津医療センター

C-2-12 健診所要時間測定調査の取り組み
○藤木　貴子 1 吉満　幸恵 1 関口　直孝 2

福岡県済生会福岡総合病院　健診センター1　　福岡県済生会福岡総合病院　内科 2

C-2-13 人間ドック受診者へのアンケート結果報告　～顧客満足度調査を実施して～
○石川　志保 小林　美枝
静岡済生会総合病院　健康管理センター
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C-2-14 受診者意識調査からみる今後の課題
○吉田　文恵 平沼　貴宏 山田　麻子 中村 幸太郎 生垣　　正 久田 あずさ 
藤澤　克憲 岡藤　和博

社会福祉法人恩賜財団　済生会支部　福井県済生会病院　健診センター

C-2-15 インカムと iPad を使用したシステムの構築
○神田　淑江 伴野　昌厚 鈴木　聡明 宮田 あかね 金子　義晴 田村　彰彦 
木下　雅雄 大竹　良知 鈴木 千賀子 宗林　祐史

医療法人成春会　花輪クリニック

C-2-16 顧客満足度調査結果を活かした当施設での取り組み
○石川　智恵 磯村　智子 新美　直樹 河野　太郎 倉部　輝久
一般社団法人　半田市医師会健康管理センター

C-2-17 当院受診者に対する健康講座の運営
○根本　　梓 南八重 久美 高橋　麻美 青柳　好美 栗本 三枝子 橋西 真由美 
中川　　良 森山　　優 中川　一美 中川　高志

医療法人大宮シティクリニック

C-2-18 人間ドック受診者に対する健康支援教室の取り組み
○三輪 千代枝 1 井戸谷　恵 1 根岸　光雄 1 白井　徳夫 1 三輪　篤史 2 矢島　義昭 3 
黒澤　　功 4

黒沢病院附属ヘルスパーククリニック　高崎健康管理センター1　　黒沢病院　統括技術室 2　　
黒沢病院附属ヘルスパーククリニック　内科・高崎健康管理センター長 3　　医療法人社団美心会　黒沢病院　理事長 4

C-2-19 人間ドック当日結果説明の受診率向上への取り組みと課題
○田中　由紀 1 川上　淑子 1 大原 くるみ 1 根津　紗織 1 舟津　美月 1 中村　幸子 1 
泉　　浩之 1 坂井　春男 1 木村　政人 2

医療法人財団　立川中央病院　附属健康クリニック 1　　医療法人財団　立川中央病院 2

C-2-20 待ち時間短縮をはかるための当院の取り組み後の評価
○栗栖　貴子 野村　秀一 田中 美和子 土橋　彩加
医療法人　JR広島病院

C-2-21 マンモグラフィ受診者への実態調査と撮影時における取組み～サービス向上を目指して～
○宮崎　奈美 佐々木 静香 片山　香菜 中島 里緒菜 山口　博司 小西　久子 
福田　　裕 宇高　　功 石原　敬康

公益財団法人　加古川総合保健センター

C-2-22 発泡剤の服用方法を変えることによる受診者負担軽減についての検討
○飯塚　明久 1 高橋 直太郎 1 大野　敦司 1 青木　晴実 3 松村　和典 1 中村　恭子 2 
親松　忠行 4 松木　隆央 2

新赤坂クリニック　放射線科 1　　新赤坂クリニック　医局 2　　横浜北幸クリニック　放射線科 3　　
横浜北幸クリニック　医局 4

C-2-23 施設拡張に伴う段階受付の導入
○菅原　成美 中塚　俊明 斉藤　　彩 塩野谷　麗 高橋　拓也
医療法人財団明理会　千葉ロイヤルクリニック
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C-2-24 人間ドックオプション検査　受診状況の実状 
－質 ･サービス向上側面、経営的側面への基礎資料－
○岡田　　実 1 島本　武嗣 1 西川　理恵 1 古川 千津子 1 森　　里江 1 和田　亮一 1 
光島　　徹 1 前田　　隆 2

亀田メディカルセンター幕張 1　　元山形県立保健医療大学 2

C-2-25 待ち時間短縮への取り組み
○古関 亜矢子 船岡　正人 松浦　喜美 村田　菜緒 和賀　夏美
市立横手病院　健康管理センター

C-2-26 当法人におけるプレミアムドックの取り組み
○大鍬　京子 野村　典子 籔内　直樹
社会医療法人黎明会　健診センター・キタデ

C-2-27 乳がん検診　二次検査における「お声かけ」の有用性
○野村　千裕 1 福田 新一郎 2 大村　千早 1 多　香奈枝 1

医療法人社団　石鎚会　田辺中央病院　健康管理課 1　　医療法人社団　石鎚会　田辺中央病院　消化器内科 2

C-2-28 当協会の特定保健指導プログラム参加者の居住地の傾向について
石橋　哲夫 1 ○清川　拓馬 1,2,3

一般財団法人健康医学協会　東都クリニック 1　　学校法人青淵学園　東都大学　幕張ヒューマンケア学部　看護学科 2　　
NPO法人生体機能探査推進機構 3

C-3- 再検査・精密検査

C-3-01 パニック画像の設定と運用について
○吉田 沙也香 1 矢島　義昭 2 松本　　健 2 佐藤　武敏 1 見田　　尊 3 井戸谷　恵 4 
黒澤　　功 5

黒沢病院附属ヘルスパーククリニック　検査部 1　　黒沢病院附属ヘルスパーククリニック　内科 2　　
黒沢病院附属ヘルスパーククリニック　放射線部 3　　黒沢病院附属ヘルスパーククリニック　健康管理センター4　　
黒沢病院附属ヘルスパーククリニック　理事長 5

C-3-02 充実型浸潤性乳管癌との鑑別にドック当日施行した穿刺吸引細胞診検査が有効であった乳腺濃縮嚢
胞の一例
○粟津 雄一郎
JA 熊本厚生連　健康管理センター

C-3-03 便潜血陽性者に対する受診勧奨－症例を通じて考える－
○黒澤 奈美江 1 平原　和紀 1 福田　千晶 1 大野　哲郎 2 福田 千衣里 1 山田　正己 2 
坂井　謙一 1 花輪　峰夫 2

医療法人花仁会　秩父病院　内科 1　　医療法人花仁会　秩父病院　外科 2

C-3-04 生活習慣項目における受診 6か月後の再検査に対する意識調査
○鈴木　佐和 堂園　圭子
社会福祉法人　恩賜財団　大阪府済生会　富田林病院　健康推進課

C-3-05 二次検査受診率向上とその把握のための取り組み　～看護師による健診当日の対面での指導を行っ
て～
○家田　高子 1 松枝　知美 1 宮下 あゆみ 1 白樫 美千代 1 升田　知機 1 中村　保幸 1 
武田　隆司 2 武田　道子 2 武田　隆男 2 武田　隆久 2

医療法人　財団　康生会　山科武田ラクトクリニック 1　　武田病院グループ 2
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C-3-06 大腸がん検診後の治療等のアウトカムに関する検討
○大江 千恵子 1 馬場園　明 2

全国健康保険協会　福岡支部 1　　九州大学大学院医学研究院医療経営・管理学講座 2

C-3-07 精密検査受診率から見た当院人間ドック 21年間におけるがん検診の現況
○伊藤　順造
いわき市医療センター

C-3-08 便潜血精密検査実施率向上にむけての提案
○望月　　希
公益財団法人　SBS 静岡健康増進センター

C-3-09 当施設における生活習慣病関連項目C判定該当者に対する「フォローアップ健診」への取り組み
○浦野 美和子 阿部 由紀美 石原　清美 深田　英樹
JA 愛知厚生連　豊田厚生病院　健康管理センター

C-4- 受診勧奨・医療連携

C-4-01 ＱＲコードを用いた要受診・要精再検受診の把握と未把握率減少への取り組み
○野末　信一 1 秋田 有加里 2 堀内　一恵 1 鈴木　稔子 1 村里 亜矢子 1 菅谷 美江子 1 
鳥羽山 睦子 2 鳥羽山 滋生 3

社会福祉法人聖隷福祉事業団　保健事業部　聖隷健康診断センター1　　
社会福祉法人聖隷福祉事業団　保健事業部　事業管理部 2　　
社会福祉法人聖隷福祉事業団　保健事業部　地域企業健診センター3

C-4-02 健康診断後の精検受診率向上を目指した受診勧奨方法の変更とその効果
○秋田 有加里 1 平良 まさみ 2 鷲滝 友紀恵 2 鳥羽山 滋生 3 鳥羽山 睦子 4

社会福祉法人　聖隷福祉事業団　保健事業部　事業管理部　経営管理室　経営管理課 1　　 
社会福祉法人　聖隷福祉事業団　保健事業部　事業管理部　統計情報課 2　　 
社会福祉法人　聖隷福祉事業団　保健事業部　地域・企業健診センター3　　
社会福祉法人　聖隷福祉事業団　保健事業部　事業管理部　保健看護管理室 4

C-4-03 眼底検査の要精査・要治療対象者受診率７０％を目指した取り組み
○明後　祐子 松本　泳子 平野　理恵 松浦 のぞみ 中村　昭光 佐々木 浩一 
的場　聡子 山鳥　紀子 田中　香織

医療法人社団蘇生会　蘇生会総合病院　健康増進センター

C-4-04 要経過観察者への受診勧奨を継続実施して見えた課題
○川本　理恵 上田　　玲 花井　千栄 中嶋　澄香 津田　裕子 横井　祐子
社会医療法人　松本快生会　西奈良中央病院　健康管理センター

C-4-05 内視鏡受診者の内ピロリ抗体陽性者への追跡調査及び除菌の受診勧奨について
○山口　直子 1 金谷　美奈 1 幸田　知世 1 寺井　雅也 1 日下部 昌太郎 1 門屋　　誠 1,2 
三木　　隆 2 中野　稔雄 2 山本　一郎 3

姫路市医師会 1　　姫路市医師会ドック診療所委員会 2　　姫路市医師会長 3

C-4-06 大腸がん検診の精密検査受診率向上のために―当院の受診状況の把握と分析―
○高倉　彩可 小柳　雪奈 寺内　逸美 田中　康恵 藤村　和代 沢田　　仁
独立行政法人地域医療機能推進機構　大和郡山病院　健康管理センター
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C-4-07 高血糖未受診者を健診当日に専門外来の予約へつなげる試み（仁戸名ＤＭプロジェクト）
○八木ヶ谷 裕美子 1 小川　正恵 1 岩崎　智子 1 大村 千登恵 1 今井　　綾 1 宮沢　幸世 1 
西村　元伸 2 関　　直人 2 佐藤　眞一 3 吉岡 みどり 4

独立行政法人　地域医療機能推進機構　千葉病院　健康管理センター1　　独立行政法人　国立病院機構　千葉東病院 2　　
千葉県衛生研究所 3　　千葉県衛生研究所（現　千葉県安房保健所）4

C-4-08 精密検査受診率向上のための取り組みと成果
○橋本　侑果 1 仙田　聡子 1 宮津　克幸 2 眞田　静香 1 佐藤 真由美 1 清水　磨依 1 
高野 麻里子 1

富山赤十字病院　健診センター1　　富山赤十字病院　心臓血管・呼吸器外科 2

C-4-09 精検受診率を向上させるための取り組み　～電話連絡の効果を検証～
○藤原　明子 稲本　忠之 野田　靖文 永山　真由 鬼田　愛佳 密谷　美和 
山本　勇造

特定医療法人誠仁会大久保病院　健康管理センター

C-4-10 便潜血検査陽性者に対する人間ドック当日での直接的な精検受診勧奨の効果
○井戸谷　恵 1 根岸　亮子 1 高橋　千優 1 島田　和子 1 吉田 沙也香 2 三輪　篤史 3 
矢島　義昭 4 黒澤　　功 5

黒沢病院附属ヘルスパーククリニック　高崎健康管理センター1　　
黒沢病院附属ヘルスパーククリニック　検査部 2　　黒沢病院　統括技術室 3　　
黒沢病院附属ヘルスパーククリニック　内科・高崎健康管理センター長 4　　医療法人社団美心会　黒沢病院　理事長 5

C-4-11 便潜血陽性者の二次精査受診率向上に向けた取り組みの検討
○清水　夕貴 1 鬼熊　永子 1 穂高　正枝 1 森　　哲夫 1 五味　英一 1 佐藤　　篤 2 
五十嵐　淳 2

社会医療法人　抱生会　丸の内病院健診センター1　　社会医療法人　抱生会　丸の内病院 2

C-4-12 がん検診精密検査受診率向上のための取組み～受診勧奨用に作成したチラシの効果について～
○中田 麻理菜 1 白石　紀江 1 紙名　祝子 1 熊谷　仁人 1 篠原　正和 2

公益財団法人　兵庫県健康財団　保健検診センター1　　神戸大学大学院　医学研究科　疫学分野 2

C-4-13 職域健診における糖尿病患者への受診勧奨
○渡邉　早苗 長谷部 靖子 飯尾　陽子 八木　　完
医療法人順風会　順風会健診センター

C-4-14 健診時のHbA1c 測定値と他項目との関連について
○田所　夕芽 中村　繁美 中西 早百合 木平　悦子 福本　千里 寺島　沙織
三重県厚生農業協同組合連合会　松阪中央総合病院　健康管理施設　エポック

C-4-15 受診者のための受診勧奨
○串田　由紀
医療法人財団博仁会　キナシ大林病院　健診部

C-5- 事業所・保険者との連携

C-5-01 学生による婦人科検診啓発活動への支援　～近隣大学とのコラボ企画を通して～
○齋藤　　忍 1 山野　綾子 2 寺田　彩乃 1 三宅　綾子 1 池谷　佳世 1 深谷　真帆 1 
池田　孝行 1 福田　崇典 2

社会福祉法人　聖隷福祉事業団　保健事業部　聖隷予防検診センター1　　社会福祉法人　聖隷福祉事業団　保健事業部 2
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C-6- コンピュータシステム・ICT

C-6-01 胸部 CT読影補助システムの使用経験
○森　　章浩 1 古田　和久 1 寺澤　　実 1 鈴木　啓史 2 佐々木 洋治 3

JA 愛知厚生連　江南厚生病院　放射線技術科 1　　JA愛知厚生連　江南厚生病院　放射線科 2　　
JA愛知厚生連　江南厚生病院　健康管理センター3

C-6-02 緊急事態宣言中に行った遠隔産業保健活動の内訳
○小田川 泰之 宮田 由加利 迫　　夏美 椎屋　香織 松村 ゆかり 辻本　直美 
岬　　昇平 田村　拓也 西川　朋希

桜十字グループ　予防医療事業部

C-6-03 取り下げ

C-6-04 健診標準フォーマットにおける由来情報の活用
○窪寺　　健 1,2 大野　義明 2

日本医師会総合政策研究機構 1　　有限会社　ビガージャパン 2

C-6-05 取り下げ

C-10- 外国人（健診ツーリズム）

C-10-01 訪日外国人を対象とした人間ドックにおける問題点への取り組み
○中村　仁美 梁　　徳淳 橋本　宇史 中村　芳子 谷口　奈美 前田　嘉文 
佛原　康典 原　　久美 内山　淳子 西田　美樹

医療法人医誠会　医誠会病院　人間ドック SOPHIA

C-10-02 海外からの人間ドック受診者が精検受診率におよぼす影響の検討
○加藤　大地 村木　洋介 馬嶋 健一郎 篠田　　誠 金山　美紀
医療法人鉄蕉会　亀田クリニック　健康管理センター

C-10-03 外国人健診受診者に対する翻訳ソフト使用の試み
○松本　純子 佐藤 麻里恵 古吉　明美 林田　志保 谷　　　誠 藤田　　渉
医療法人創和会　しげい病院

C-10-04 国際的人間ドックを目指した取り込みと課題・2017年～2019年の総括
○呂　　　軍 林　　裕子 橋本 真紀子 久保　幸子 梶尾　　裕
国立国際医療研究センター病院　人間ドックセンター

C-10-05 上部消化管内視鏡検査を受ける外国人受診者に対する看護上の困難及び今後の課題について
○塩沢　鮎美 鈴木　霧絵 田中　晴子 室井 真生子 伊藤　公博 笹倉　　渉
医療法人社団　霞山会　MYメディカルクリニック

C-11- その他

C-11-01 当院における職員簡易脳検診
○見田　　尊 1 大森　重宏 2 吉原　尊樹 3 黒澤　　功 4

黒沢病院附属ヘルスパーククリニック　放射線部 1　　黒沢病院附属ヘルスパーククリニック　脳神経外科 2　　
黒沢病院附属ヘルスパーククリニック　総務部 3　　黒沢病院附属ヘルスパーククリニック　理事長 4
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C-11-02 手指衛生に対する意識向上への取り組み～全職種を対象にして～
○杉田　妙子 久保田 智佳 池田　千絵 大澤 由花里 畠山　理恵 貝瀬 瑠璃子 
柳瀬　萌木 山田　　隆 大井田 正人

医療法人社団　東山会　調布東山病院　ドック健診センター

C-11-03 がん専門病院の健診センターで担った発熱外来・COVID-19 スクリーニング外来の経験
○内田　靖子 1 土田　知宏 1 宇津木 久仁子 1 羽山 ブライアン 2 清水　貴子 1 春木　聡美 1 
山田　ゆみ 1 鈴木　裕子 1

公益財団法人がん研究会有明病院検診部 1　　公益財団法人がん研究会有明病院健診感染症科 2

C-11-04 受診者向け資料改善についての取り組み
○赤羽　秀樹 1 宍戸　淑子 2 橋倉　理恵 2 上條　智史 1

社会医療法人財団　慈泉会　相澤健康センター　事務部 1　　社会医療法人財団　慈泉会　相澤健康センター　健康管理部 2

C-11-05 神奈川県内の健診機関による情報交換システムの機能と成果について
○成澤　　勉 1 根本　克幸 2 佐藤　　勇 2 石橋 喜久子 3 山崎　樹生 4 阿部　清史 5 
田口　春英 6 井上　真人 7 高橋　利広 8 菊池　賢介 9

公益財団法人健康予防医学財団　ヘルスケアクリニック厚木 1　　公益財団法人神奈川県予防医学協会 2 
医療法人社団シュアネス　上大岡総合健診センター　諸井クリニック 3 
医療法人社団優和会　湘南健診クリニック　湘南健康管理センター4 
医療法人社団亮正会　高津中央クリニック 5　　一般財団法人船員保険会　横浜リーフみなとみらい健診クリニック 6 
医療法人社団　相和会　予防医学事業本部　健診企画部 7 
独立行政法人地域医療機能推進機構　相模野病院　健康管理センター8 
社会医療法人社団三思会　新横浜メディカルサテライト 9

C-11-06 取り下げ

C-11-07 巡回健診及び施設健診における検査採血で発生したインシデント・アクシデントの解析と対策の検
討
○山畑　直子 1 尾崎 みち子 1 亀井　容子 1 丸川　憂子 1 池田　由香 1 林　　博子 2 
西川　政勝 1

（一財）近畿健康管理センター　三重事業部 1　　（一財）近畿健康管理センター　総合企画本部 IT 推進グループ 2

C-11-08 健康経営度調査フィードバックシート経年分析による当法人の健康経営の課題と対策
○笠原　典彦 伊藤　　孝 原田　雅子 須床　和恵 阿部　幸洋 前田　貞則 
佐藤　　眞

一般財団法人　芙蓉協会　聖隷沼津健康診断センター
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学術大会長講演
オンデマンド配信

座長：那須　　繁（特定医療法人財団博愛会　理事長）

【はじめに】
　医療は、ひとの健康の促進、維持、回復などを目的とした諸活動であり、２本の柱、すなわち予防と治療とか
ら成り立っています。予防と治療は医療における “車の両輪、鳥の両翼の如し ”と言えます。現在、“法定健診 ”、
“ 特定健診 ”、“ 生活習慣病予防健診 ”等の健診事業に加え “人間ドック ”事業が予防分野を担っていると思われま
す。人間ドック・健診においては、生活習慣病、フレイル・サルコペニア、認知症、骨粗鬆等を予防し、悪性腫
瘍を早期に発見・治療することにより、健康寿命を延ばしていくことが喫緊の課題です。これらの諸問題に対処
する為に、人間ドック・健診はその時代時代になしうる最新かつ最良の予防医療を提供することをミッション（社
会的使命）としていると言えます。
【人間ドック・健診での技術の進歩】
　人間ドック・健診のお仕事に従事されている方々は、人間ドック・健診のミッション遂行のために日々研鑽を
積まれていると思います。予防医療の分野では、①人工知能による診断サポート、②リキッドバイオプシーによ
る悪性腫瘍のスクリーニング、③遺伝子検査による悪性腫瘍リスクの判定、④カプセル内視鏡による小腸・大腸
の検査、⑤３次元画像検査等による血管の狭窄、固形臓器の表面の凹凸、臓器内部の線維化の評価、等がおこな
われるようになっています。これらの新知見に加え、種々のガイドライン、指針等も続々と出されており、予防
医療の現場では、最新予防医療の知識を吸収するだけでも大変な努力が必要です。
【人間ドック・健診での時務（じむ）学と人間学】
　一般に学問は、時務学と人間学に分けられます。時務学は時を務（し）ると書くように、最新の技術・知識を
学び、磨きをかけていく学問です。一方、人間学は、応対辞令、利他の精神等を学ぶ学問です。私が、小学生の
頃、具体的には昭和３０年代には、戦前の教育を受けられた先生方が多くおられました。その為、学校の国語、
道徳等の授業では、情を育成するような戦前の修身の教科書に掲載されていたような訓話が繰り返しでてきまし
た。『青の洞門』、『別子銅山の移転』、『稲村の火』、『百忍』、『一本の酒』、等、多くの話を聞かせていただきまし
た。このような話は、現在でも情を育み、利他の精神を育てるのに、有効ではないかと私は考えております。歴
史、古典、偉人伝等により人間学を勉強することの利点は、①問題の解決・対応能力等の向上、忍耐・根気・ね
ばりの育成、②円滑な人間関係、協力者の増加、反対者の減少、③上下一心の情の醸成、等です。自利利他公私
一如（いちにょ）の精神を備えたスタッフであれば、家庭内・職場内での人間関係、さらには健診受診者との人
間関係も良好に対応できるのではないかと思います。
【最後に】
　人間ドック・健診のお仕事に日々従事されておられる多くの医療スタッフの方々におかれましては、人間ドッ
ク・健診の研鑽に際して、時務学に加え人間学にも目を向けていただきたいと思います。時務学に人間学を加え
ることにより「人間ドック・健診は、その時代時代になしうる最良の予防医療を提供する事業であり続ける」こ
とを私は祈念しております。

プロフィール
【略 歴】
1976年　　　東京大学工学部応用化学修士課程卒業（工学修士）
1983年　　　日本大学医学部卒業（医学博士は山梨大学より授与）
1983年より　国家公務員共済組合連合会虎の門病院内科レジデント
1988年より　虎の門病院消化器科（肝臓グループ）
2008年より　虎の門病院健康管理センター・画像診断センター、現在に至る
【所属学会】
内科学会、消化器病学会、肝臓病学会、人間ドック学会で専門医、指導医
【研究歴等】
1988-2020年　冲中研究所研究員
2004-2012年　  厚生省難治性肝炎治療研究班、ウイルス性肝炎病態解明班

の班員等

【研究論文】
  査読のある英文原著・総説は480編（Hepatology、Lancet、Nature 
Review等、first nameで74編h-index 47.3）、和文原著・総説は260編等
【著書】
イヤーノート内科・外科学編集、看護レビューノート編集、病気がみえる
シリーズ（感染症、消化器）、中山書店内科学、医学書院今日の治療等
【賞】
  1997年日本内視鏡学会賞、 2000年日本内科学会奨励賞、 2006年第１回虎の
門病院ﾍﾞｽﾄ指導医賞、2009年Hepatology Research賞等

人間ドック・健診へのミッション 

国家公務員共済組合連合会虎の門病院付属　 
健康管理センター・画像診断センター　統括センター長

荒
あらせ

瀬　康
やすじ

司
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理事長講演
オンデマンド配信

座長：荒瀬　康司（国家公務員共済組合連合会虎の門病院付属　健康管理センター・画像診断センター　統括センター長）

　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・健（検）診は、21 世紀の少子
高齢化による人口減少社会の到来により、大きな転換期を迎えている。
　さらに、今回のコロナ禍は、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ている。
　本講演では、我が国の健（検）診制度、健（検）診受診者総数、会員健診機関の実態を明らかにすると共
に、日本の高度成長時代に併せて本学会が飛躍的に会員数を伸ばしてきた経緯を説明し、また本学会が中
心に据えてきた教育研修活動の一端も紹介する。
　また、今回のコロナ禍の中で、会員施設の運営、経営に関わる緊急実態調査を実施した結果、地域性は
あるものの健診機関が安定した運営ができるように本学会として何ができるのか明確にできればと考えて
いる。
　現在、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、さらに今後の 20
年間は、高齢者を支える働き手が急激に減少していく人口構造に変化していく。　
　このような働き手減少社会に対応して、主婦等の女性や退職されている元気な高齢者の方を今後どのよ
うに労働力人口として位置付けていくのか、その方達の健康管理、維持が我々健診機関にとっての大きな
役割となる事は間違いない。急激な働き手世代の減少社会の中において、今までの安定した価値観のまま
で、一律的な健診事業を継続する事は甚だ難しい時代となる。
　本学会としても、この来るべき超高齢人口減少社会に対応した組織、学会に変革しなければと考えてい
る。皆様のより一層のご支援、ご協力をお願いしたい。

プロフィール
昭和48年 3月　東京慈恵会医科大学　卒業
昭和58年 3月　医学博士　取得
昭和48年 5月　信州大学医学部附属病院勤務
昭和56年 8月　特定医療法人慈泉会　相澤病院　副院長
昭和63年 4月　社会福祉法人恵清会　理事長
平成 6年10月　特定医療法人慈泉会　相澤病院　理事長・院長
平成20年12月　社会医療法人財団慈泉会相澤病院に名称変更
　　　　　　　社会医療法人財団慈泉会相澤病院　理事長・院長
平成22年 4月　社団法人日本病院会　副会長
平成24年 4月　一般社団法人日本病院会　副会長
平成28年 6月　公益社団法人日本人間ドック学会　副理事長
平成29年 6月　一般社団法人日本病院会　会長
　　　　　　　社会医療法人財団慈泉会　理事長・相澤病院　最高経営責任者
令和 2年 6月　公益社団法人日本人間ドック学会　理事長

その他主な現職
長野県松本日中友好協会　会長
全国病院経営管理学会　会長
地域再生医福食農連携推進支援機構　理事長
一般社団法人日本医療安全調査機構　理事
公益財団法人医療研修推進財団　理事
公益財団法人日本医療機能評価機構　理事
公益財団法人国際医療技術財団　理事
社会保障審議会医療部会　臨時委員
社会保障審議会医療分科会　臨時委員
特定機能病院及び地域医療支援病院のあり方に関する検討会　構成員
医療従事者の需給に関する検討会　構成員

我が国の人口構造の変化に対応した 
学会活動の変革を目指して 

公益社団法人　日本人間ドック学会　理事長
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特別講演1
オンデマンド配信

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）

　わが国の高齢化は今後ますます進展し、超高齢社会の到来も間近い。この超高齢社会を明るく活力ある
ものにするためには、個々人が健康寿命を長く保ち、健康長寿社会を構築することが重要である。荒瀬大
会長と私が在籍する虎の門病院では、第二代・冲中重雄院長が臓器別の診療体制を整え、その後、虎の門
病院が臓器別の先端医療を展開するもとを作られたことで有名であるが、冲中先生が、臓器別診療の整備
とともに、その到来を予測しておられた超高齢社会における高齢者の総合医療の重要性を提唱しておられ
たことはあまり知られていない。冲中先生は、臓器別の専門医療と全人的な総合診療がお互いに連携し補
完しあう医療体系を理想と考えておられたはずである。すなわち、超高齢社会においては、「治す医療か
ら、治し支える医療へ」の言葉に象徴されるように、全身の臓器機能、認知機能、歩行機能などの身体機
能、心のケア、社会環境の整備にまで及ぶ広い視点が必要となるのである。
　その中でも特にフレイルの予防とケアが注目されている。フレイルは、2014 年、日本老年医学会が提
唱した概念であり、「虚弱 frailty」に由来する言葉である。フレイルは単に身体だけの虚弱を指すのでは
なく、口腔機能、心の状態、社会参加の多寡などが複合的に絡み合って生じる幅広い概念である。フレイ
ルの概念とその予防の重要性は、医療・介護・福祉の専門家の間では早い速度で浸透したが、一般国民の
認知度が未だ低い状態にあり、今後は一般への啓発活動をいかにすすめるかが重要な課題となっている。
近年、フレイルは、認知症はもとより、循環器、腎臓、消化器など、各臓器の疾患と密接な関連を有する
ことが注目されており、フレイルを予防することで、循環器疾患、消化器疾患、CKDなどの重症化を予
防し、あるいは予後を改善できる可能性のあることも指摘されている。フレイルは健常と要介護状態の中
間の段階と考えられ、要介護状態に至る手前で、早期に発見、早期に介入し、もとの健常な状態に返すこ
とが重要である。したがって、予防医学を実践する人間ドック学会においても、今後、「フレイルドック」
の設置、普及などが重要課題であると考えられる。
　健康長寿社会を構築するためには、さらに社会構造そのものを国民の健康を下支えする仕組みとして再
構築する取り組みが必要である。すなわち、「健康にならざるを得ない社会」を創出するための家作り、
モノ作り、街作り、システム作りについても実例を紹介しながら、今後の方向性について考察する。
　以上、本講演では、超高齢社会における医療のあり方について、フレイルを中心に、人間ドック学会の
皆様方とともに考える機会にしたい。

プロフィール
昭和48年、東京大学医学部卒業。研修医を経て、昭和51年東京大学第三内科に入局した後、三井記念病院に出向し、内科、特に循環器の臨床を研鑽。昭和
54年帰局後、高血圧の研究に従事し学位を取得した後、昭和60年よりテネシー大学医学部生理学教室に留学。昭和61年、東京大学老年病学教室 講師。平
成7年、東京大学大学院医学系研究科加齢医学講座 教授に就任。平成18年、東大病院 副院長を経て、平成25年、国家公務員共済組合連合会虎の門病院 院長。
令和2年4月より、虎の門病院 顧問、冲中記念成人病研究所 代表理事を勤める。専門は老年医学、特に動脈硬化、高血圧、骨粗鬆症、認知症。平成29年、
国際老年学会会長賞 受賞。

超高齢社会における医療のあり方 
―フレイル予防を中心に 

国家公務員共済組合連合会虎の門病院　顧問
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特別講演2
オンデマンド配信

座長：鏑木　淳一（医療法人社団慈誠会　人間ドック会館クリニック　上板橋病院　内科）

人生 100 年の時代が現実のものとなりつつある。しかしながら、身体の全てのパーツが支障なく 100 年間
過ごせるものではない。加齢により、白内障になれば人工レンズが必要となり、難聴が進行すれば補聴器
が欠かせなくなる。人間は動物であり、動くことができることはその存在の本質である。加齢により骨の
脆弱化と関節軟骨の劣化が進行すると、活動性の低下につながる。関節軟骨の劣化から変形性関節症にな
り、悪化すると人工関節置換術が行われる。骨の脆弱化は骨粗鬆症であり、悪化すると骨折につながる
が、今のところ骨自体を取り替えることはできない。一方で、変形性関節症には有効な内科的治療は未だ
に存在しないが、内科的治療により骨強度の改善、ひいては骨折の予防が可能な時代を迎えている。骨折
は誰にでも起こりえるが、そのリスクは骨密度の低下とともに上昇することが明らかにされたことにより
「骨粗鬆症」が実態のある疾患として診断できるようになった。さらに、骨密度を骨強度の代替指標とす
ることで治療薬の開発が加速された。そして、今世紀の初頭から骨折抑制効果が実証された多くの骨粗鬆
症治療薬が登場するに至った。骨粗鬆症の大半は閉経と加齢を主な原因とする退行性疾患であることか
ら、その根治療法の開発は困難である。現在の治療の大きな柱は、骨代謝に直接作用して積極的に骨密度
を上昇させる薬剤である。その代表であるビスホスホネート製剤、抗RANKL抗体、テリパラチドや抗ス
クレロスチン抗体には、骨密度上昇と骨折抑制作用が広く認められている。日常の診療では、骨密度の上
昇を指標に治療を行っていくことになり、一般的な目標値は骨粗鬆症の診断基準を上回ることとされてい
る。しかしながら、若年成人期の骨密度には大きな個人差があり、若年時の骨密度が不明であると、加齢
と閉経によりどれだけの骨量が失われたのか評価ができないため、患者個々人の治療目標値（あるいは期
待値）を設定することが困難という課題が残されている。人間ドックにおける骨粗鬆症対策には三つの利
点が期待される。第一は、骨密度が低下し始める 50 歳以前の骨密度を知ることにより、将来の骨粗鬆症
リスクの評価と、骨粗鬆症治療が必要となった時の具体的な目標値設定が可能になることである。第二点
は、経時的な骨密度低下を知ることにより、短期的な骨粗鬆症リスクが評価できることであり、より早期
から治療介入が可能となる。第三点は、骨折前に骨粗鬆症と診断できることから、骨折予防のための治療
介入のきっかけとなることである。人生 100 年時代における骨の健康維持にとって、人間ドックでの骨密
度測定の果たす役割はますます高まることが期待される。

プロフィール
1982年３月　東京大学医学部医学科卒業
1988年10月　米国国立衛生研究所 (NIH) 骨研究部門　研究員
1992年６月　東京大学医学部第四内科　助手
2003年５月　東京大学医学部腎臓・内分泌内科　講師
2004年４月　国家公務員共済組合連合会虎の門病院内分泌代謝科　部長
2018年４月　虎の門病院内分泌センター　センター長（現在まで）
2020年４月　虎の門病院　副院長（現在まで）

所属学会：
　日本内科学会（評議員）
　日本内分泌学会（理事、専門医認定部会　その他）
　日本骨代謝学会（理事、学術誌編集委員）
　日本骨粗鬆症学会（副理事長、学術誌編集委員）
　など

骨粗鬆症の診断から骨折の予防へ：人間
ドックへの期待 

国家公務員共済組合連合会虎の門病院　内分泌センター　センター長
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特別講演3
オンデマンド配信

座長：原　　茂子（原 プレスセンタークリニック　院長）

　これまでの大規模臨床研究は、コホートやレジストリー、無作為化臨床試験など登録型のものが中心で
あった。その必要性、有用性は今後も変わりないものの、限界も目立つようになってきた。たとえば、膨
大な経費や長期の追跡期間を要すること、低頻度のアウトカムについて解析しにくいこと、対象者の組入
れ基準がしばしば現場から乖離し、結果の外挿性に乏しいこと、患者のみを含む研究では健常群との比較
ができないこと、などである。一方、近年の情報通信技術の進歩により、診療報酬明細書や電子カルテ、
介護保険などのリアルワールドデータが、臨床研究に利用可能となってきた。当然ながら健診・人間ドッ
クのデータベースは、その重要な一角をなす。健診・人間ドックデータベースは、特に肥満、糖尿病、高
血圧、脂質異常症などの生活習慣病分野の研究に有用である。これらの疾患は、症状に乏しく経過が長い
上、治療や指導による転帰改善を患者が実感しにくいため、さまざまな代替エンドポイント改善により、
遠い将来の健康寿命延伸や生活の質向上を予測することで、診療や保健指導が成立している。したがっ
て、保健医療サービスの受け手である患者や保険者に対し、その予測の科学的裏付けを示す必要がある。
また、これら疾患の予防・治療には生活習慣介入が不可欠であるが、それには多大な労力や費用を伴うた
め、医療者としてはその努力が効果に見合うものであることを説得力を持って説明する必要もある。これ
ら生活習慣病の発症と重症化には多因子遺伝と生活習慣 /環境の両方が深く関与するため、人種や生活環
境の影響を強く受ける。したがって日本人を含む東アジア人に、欧米人のデータを外挿することは難し
く、我々自身によるデータベース構築と解析によるエビデンス創出が求められる。健診・人間ドックデー
タを含むリアルワールドビッグデータはその名の通り、膨大なサイズと共に現実の状況をよく反映するた
め、そこから得られたエビデンスは現場実装しやすいという利点がある。しかし、研究を意図して収集さ
れたデータではないため、研究に活用するためには様々な工夫や手間を要する。今後は、現場還元可能な
成果創出のための研究を加速するために、むしろデータ収集時から、研究活用を意識したシステムやコー
ドの共通化、個人情報保護のための制度整備なども行う必要がある。このような観点から、「宝の山」と
も言える健診・人間ドックデータを活用した研究が、医療保健現場から生まれるリサーチクエスチョンを
どのように解決し、標準化と個別化の両方が求められる今後の診療や保健指導をどのように変え得るかに
ついて、自験例を中心に紹介し、共に考えていきたい。

プロフィール
1990年　筑波大学　卒業
1990年　筑波大学付属病院内科　レジデント
1997年　米国ミシガン大学　代謝内分泌内科　研究員
1999年　筑波大学臨床医学系　代謝内分泌内科　講師
2006年　お茶の水女子大学生活科学部　食物栄養学科　准教授
2009年　筑波大学水戸地域医療教育センター　内分泌代謝・糖尿病内科　教授

2012年　現職
2002年　長寿科学財団　　　　　　　研究奨励賞
2006年　成人血管病研究振興財団　　井村臨床研究奨励賞
2010年　日本糖尿病学会　　　　　　学会賞（リリー賞）
2012年　日本医師会　　　　　　　　医学研究奨励賞
2019年　アジア糖尿病学会（AASD）　疫学研究賞

健診・人間ドックビッグデータによるエビ
デンス構築と未来への伝承 

新潟大学大学院医歯学総合研究科　血液・内分泌・代謝内科　教授 1 
新潟大学ビッグデータアクティベーションセンター 2

曽
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教育講演1
オンデマンド配信

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）

　近年、社会保障給付費に対する社会保険料収入は、GDPの成長が止まった 1995 年度頃から伸びが鈍り、
2017 年度にはその収入の３分の１程度の収支差が生まれている。すなわち、国民１人あたりの社会保険
関係の収支は、大きな赤字となっている訳である。なお、高齢化率の上昇は、生産人口の割合の低下の裏
返しでもあるため、国全体の生産性と関係の深いGDPや GNI の経済指標は、社会保障関連の収支に対し
て大きな影響を及ぼすことが改めて理解できる。
　マクロの社会経済の情勢から、健康寿命の議論は重要であることは、周知のとおり論を待たない。すな
わち、労働生産人口の確保とともに医療費の抑制（資源の有効利用）が望まれている訳である。昨今の医
療制度改革の潮流を眺めると、ますますこのコンセプトの重要性が増している。この考え方はしごく単純
であり、国民は人生のなかで、健康維持と経済活動に関わる期間をできるだけ伸ばすことが期待される。
そのための介入の一つとして、人間ドックが挙げられる。
　医療資源の消費量と臨床関連の成果量を比較し、介入する治療や予防のパフォーマンスを評価し、医療
資源の配分（診療報酬上など）に反映する仕組みは、2018 年度より本邦でも本格導入されている（医薬
品などの加算調整に）。予防介入の分野では、長期的なイベントの軽減や医療・介護費の削減を検証する
必要があるうえ、対象者のアドヒアランスなどの要素も考慮するため、エビデンスの構築は困難であるも
のの、正面から取り組む必要があるのも時代の趨勢である。
　本邦でも、人間ドックにおける血圧の指導管理に関する費用対効果の報告例がある。人間ドック学会の
データなどによる 4年間の追跡によると、危険因子である血圧が有意に改善した（p＜ 0.05）。さらに生
命予後、直接的な医療費用の分析結果をもとにモデル分析したところ、分析開始時のベースラインの軽症
高血圧群は、最も費用対効果（240.6 万円 /LY）が良かった。また、効果（入院回数）が増加し費用が削
減される「優位」の確率は、21.4％と最も多くなった。
　今後は、このような研究を地道に推進し、関係者（経済的な負担者）に説明を行っていくのも重要であ
る。なお、健診などの疾病予防介入は、経済的な成果が期待できないという論調も最近は散見する。これ
は、医療システムのあり方や医療経済学の本質が整理されていないことに起因する。例えば、予防介入で
生命予後が伸びれば、それだけ罹患率が上昇し結局、医療費が嵩むという考え方がある。この概念は、費
用指標が予防の価値の全てであると位置づけている。
　これに対して、医療経済学的にも適正な議論が望まれる。すなわち、生きることの意義を尊重し、それ
を成果とした費用対効果の議論が不可欠であるという訳である。本教育講演では、これらの内容を踏まえ
つつ、医療革新の価格水準のあり方なども論じ、当該分野の発展の一助とする。

プロフィール
・1992年　北海道大学大学院工学研究科修了
・2001年　東京大学医学部（研修）
・2005年　東京大学工学部（非常勤）
・2006年　東京女子医科大学医学研究科修了
・2007年　東京女子医科大学医学部（非常勤）
・2008年　大阪大学医学部（招聘准教授）
・2010年　大阪大学大学院医学系研究科 特任教授
・2015年　慶応義塾大学大学院健康マネジメント科（非常勤）

・2017年　東京大学大学院医学系研究科 特任教授
　厚生労働省（中医協）費用対効果評価専門組織 委員長
　大阪大学大学院医学系研究科 招聘教授
　内閣府 客員主任研究官
　産業技術総合研究所　客員研究員 (医薬)
　日本心臓リハビリテーション学会 評議員
　日本人工臓器学会 評議員
　日本循環器学会 Circulation Reports Associate Editor など歴任

人間ドック健診での費用対効果 
－医療価値の見える化 

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
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教育講演2
オンデマンド配信

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）

健診においても検査値の評価の参考として基準範囲は重要である。この基準範囲は一定の基準を満たす健
常者（基準個体）の検査値分布の中央の 95％区間として設定され、検査値を判読する基準（目安）とな
る。ただし、正常・異常の区別や特定の病態の有無を判断するための基準値ではない。一方、臨床判断値
は特定の病態について、その診断や予防・治療および予後などについて判定を行う基準であり、診断閾
値、治療閾値、予防医学閾値などがある。基準範囲と臨床判断値とは根本的に設定方法が大きく異なり、
基準範囲は、健康基準を決めて対象者を募集する実地調査により設定するが、検査結果から潜在病態を除
外する必要がある。臨床判断値のうち診断閾値（カットオフ値）は、腫瘍マーカなど疾患特異性の高い検
査に対し、症例対照研究により設定する。治療閾値は、治療介入の必要性を示す限界値で、臨床医学の経
験則や症例集積研究などにより定まる。予防医学閾値（健診基準値）は特定病態の発症リスクを表わす検
査に対し、コホート研究の結果から専門家の合意により設定される。日常臨床で、基準範囲と混同されや
すいのは予防医学閾値である。また予防医学的閾値と診断基準値の関係も議論されることがある。また臨
床検査値は病態変動、生理的変動、検体採取状況などの様々な要因の影響を受ける。例えば生理的変動に
は個体間因子や固体内変動などがあり、前者には、性別、年齢、血液型、遺伝や人種などがあり、生活習
慣、職業居住環境や嗜好なども影響する。これらにより、極めて大きな変動となる検査項目もあるので注
意が必要である。高齢者の場合では、そもそも基準個体の設定が難しく、また高齢者では、一部の検査値
で疾病とは無関係に変化がみられることも知られており、これは加齢変動といって、生理的変動の一つで
ある。例えば、腎臓病に関連する検査すなわち血清クレアチニンなどでは高齢者で血清濃度が上昇する
が、筋肉量の減少にともない血清クレアチニン濃度が低下し、腎機能低下の程度を適切に評価できないこ
ともよく知られている。本講演では、健診における検査値の読み方について、その総論と脂質異常症およ
び糖尿病関連の検査値を中心に各論について概説する。

プロフィール
1987年　防衛医科大学卒業　防衛医大病院　研修医、レジデント
1994年　防衛医科大学医学研究科　内科学第一講座循環器病学専攻（博士課程）
1996～1998年　留学：米国カリフォルニア大学サンディエゴ校医学部
1999年　医学博士
2000年　防衛庁陸上幕僚監部衛生部企画室　幹部（国際貢献・災害医療担当）
2001年　東京慈恵会医科大学　内科学講座　助手
2003年　東京慈恵会医科大学　内科学講座　講師

　　　　東京慈恵会医科大学附属柏病院　内科総合診療部　診療医長
2006年　東京慈恵会医科大学附属柏病院　中央検査部　診療部長
2007年　東京慈恵会医科大学　臨床検査医学講座　准教授
2010年　東京慈恵会医科大学附属柏病院　副院長
2013年　東京慈恵会医科大学　臨床検査医学講座　教授
　　　　東京慈恵会医科大学　大学院　代謝栄養内科学　教授（併任）

健診における検査値の読み方 

東京慈恵会医科大学　臨床検査医学講座　教授・ 
附属柏病院副院長・中央検査部診療部長
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教育講演3
オンデマンド配信

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）

　本邦における悪性新生物の罹患患者数は 2016 年に 100 万人を突破した．臓器別罹患患者数でみると男
性の 1位は前立腺癌、女性の 1位は乳癌である．様々な施策にも関わらず、乳癌は罹患患者数および死亡
患者数ともに増加している．本邦では 2000 年に 50 歳以上の女性に対してマンモグラフィ併用乳癌検診
( 対策型 ) が開始され、2004 年には対象年齢が 40 歳以上に引き下げられ、現在に至っている．この検診の
普及に伴い、早期乳癌の発見例が増加した．しかしながらマンモグラフィだけで発見することのできない
乳癌もあり、マンモグラフィ単独の検診は万能ではない．最近、宮城県において超音波検査による乳癌検
診の有用性を検討した大規模な試験が行われ、乳癌検診に超音波検査を付加することの有用性が示唆され
た．今後、乳癌検診・乳癌治療に超音波検査が果たす役割が増大してくることが予想される．乳房におけ
る超音波検査は、癌の診断に有用な様々な機能が開発され、存在診断および質的診断に効果を発揮してき
た．しかしながら、施行者の技量と経験によって診断能が左右され、再現性に劣るといったことも問題で
あった．この点に関しては日本超音波医学会・日本乳腺甲状腺超音波学会による講習会の開催により、　現
在の対策型乳癌検診はマンモグラフィと視触診のみが行われている．人間ドックは健診システムの構築の
仕方によって、マンモグラフィ・超音波検査に加えてMRI、CT等を自由に組み合わせて行うことができ
るため、乳癌健診の精度の質を向上させるものと考えられる．

プロフィール
平成 5年 3月　日本大学医学部医学科卒業
　　　　 5月　第89回医師国家試験合格　医師免許取得
　　　　 5月　日本大学医学部付属板橋病院研修医(外科学I)
平成 7年 4月　日本大学大学院医学研究科博士課程(外科学I)
平成11年 3月　博士(医学)取得
平成10年10月　公立阿伎留医療センター　外科医長
平成12年 2月　米国National Institutes of Health (NIH) visiting fellow
平成14年 5月　春日部市立病院　外科医長

平成15年 4月　日本大学医学部　第一外科学講座　講師
平成16年 4月　日本大学医学部外科学系　乳腺内分泌外科学分野　講師
　　　　 4月　  日本大学医学部付属板橋病院　乳腺内分泌外科　病棟医長
平成20年 5月　日本大学医学部付属板橋病院　乳腺内分泌外科　科長
平成28年 3月　  日本大学医学部外科学系　乳腺内分泌外科学分野　准教授
平成28年 7月　日本大学医学部付属板橋病院　乳腺内分泌外科　部長
令和 2年 8月　日本歯科大学外科学講座(乳腺内分泌外科学) 主任教授
令和 2年 8月　日本歯科大学附属病院　乳腺内分泌外科　診療科長

人間ドックにおける健診と乳房疾患について

日本歯科大学　外科学講座（乳腺内分泌外科学）　教授
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シンポジウム1 
人間ドックにおけるAI
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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 / 新潟県労働衛生医学協会）
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）

医療分野での人工知能の導入が急速に進んでいます。医療用人工知能というと、多くの方は、診断機器画
像、病理画像やゲノムデータを解析し、より正確な医療を提供することを思い浮かべます。最近は、画像
処理技術が急速に進展し、CT画像診断、内視鏡診断や病理診断も実用化段階になっています。日本のCT
やMRI 機器の 100 万人当たりの機器数は他のOECD諸国の 5倍程度と非常に多いのですが、人口当たり
の放射線科医の数はOECD諸国の最下位を英国と競っているような状況ですので、読影可能な数を超え
る画像データが生み出されているものと推測され、人工知能技術の導入が急がれます。また、病理画像に
ついても、すでに高い精度でがんの診断ができる人工知能の開発が報告されています。放射線や病理の専
門医数が限られている、減ってきている現状では、読影技術の質を保つために、人工知能による補助シス
テムが不可欠になってきています。このような診断補助技術に加え、医療分野で必要な人工知能技術はた
くさんあります。重要な課題の一つとして、電子カルテの入力作業のために、キーボードやスクリーンに
目を向けることに時間が取られ、診察時に患者さんの目を見ながら診療を行う時間が制限されてきている
ことです。看護師さんも、看護記録の入力に勤務時間の３０％を使っているというデータもあり、患者さ
んと向き合った看護時間が削られてきています。したがって、患者さんとの会話を自動的に電子カルテ上
に残すというシステムを作ることができれば、患者さんと向き合う時間が確保されるでしょう。今、プレ
シジョン医療やゲノム医療など、臨床現場には様々な最先端技術が押し寄せてきています。しかし、いく
ら高度化、先進化しても、それを理解できなければ患者さんに伝えることができません。医師の説明や質
疑応答に対してAI がサポートすることで、医師と患者さんが目と目を合わせて、「最終的にこのような治
療方針にしましょう」という結論を出していくことができるようになる日も遠くないと思います。内閣府
SIP「人工知能ホスピタル」プロジェクトでは、このような臨床現場に残る様々な課題を最先端技術によっ
て解決し、詳細な患者情報に基づく効率的な医療を提供する「AI ホスピタル」のモデルケースを 2022 年
度末までに 10 医療機関で運用開始することを目指しています。これらのAI ホスピタルプログラムの全容
を紹介させていただきます。

プロフィール
1977年大阪大学医学部卒業。1984年ユタ大学ハワードヒューズ研究所研究員。1989年（財）癌研究会癌研究所生化学部長。1994年東京大学医科学研究所分
子病態研究施設教授。1995年同研究所ヒトゲノム解析センター長。2005年理化学研究所ゲノム医科学研究センター長（併任）。2011年内閣官房参与内閣官
房医療イノベーション推進室長。2012年シカゴ大学医学部教授。2018年7月公益財団法人がん研究会プレシジョン医療研究センター所長。

特別講演 
人工知能が変える未来の医療 

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
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シンポジウム1 
人間ドックにおけるAI
オンデマンド配信

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 / 新潟県労働衛生医学協会）
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）

人工知能 (AI) を用いた画像認識は，機械学習とディープ ラーニングによる革新的技術により飛躍的に発
展した．現在は，画像認識ではAI が人間の能力を超えたと報告されている．一方，内視鏡診断は職人芸
的な要素も大きく，熟練医と非熟練医の診断能力に大きな差があり，一人前の内視鏡医になるには 10 年
は必要である．画像認識である内視鏡診断はAI と親和性が高く，胃癌内視鏡診断においてもAI による
内視鏡観察部位診断，H. pylori 感染診断，胃癌の存在診断・質的診断の研究が進んでおり，診断の均てん
化に寄与すると考えられている．われわれは，ディープ ラーニングを用いた機械学習による胃癌を検出
するAI を報告した．13,000 枚以上の胃癌画像を準備し，細かく病変の範囲をマーキングし，臨床データ
の紐づけを行い，教師データを作成した．それらのデータをディープ ラーニングで学習させAI を開発し
た．検証には，胃癌の連続症例 69 症例（77 病変）の内視鏡画像 2,296 枚を用いた．AI は胃癌 77 病変中
71 病変を検出し，感度は 92.2% であった．陽性反応的中度は 30.6% であり，誤診例の多くは胃炎を胃癌
と判断したものであった．次に 20mm以下の早期胃癌症例の胃癌画像 209 枚と非癌 2,731 枚を検証画像と
して，AI および内視鏡医 67 人に提示した．胃癌を検出する感度，特異度は，AI は 58.4%，87.3% であり，
内視鏡医は 31.9%，97.2% であった．感度はAI が有意に高く , 特異度は内視鏡医が高かった．上記検討は
静止画であるが，早期胃癌 68 例の動画での精度評価も行った．AI は動画から早期胃癌を，68 病変中 64
病変 (94.1%) を検出し，静止画での報告と同等のレベルであった．また，病変が画面内に写り込んでから
AI が認識するまでに要した時間はわずか 1秒（中央値）であった．さらにNBI 併用拡大観察で胃炎と胃
癌を鑑別するAI も開発した．早期胃癌 1,492 枚と胃炎 1,078 枚の NBI 拡大の内視鏡画像でAI を教育し，
早期胃癌 151 枚，胃炎 107 枚の NBI 拡大内視鏡画像で評価を行った．その結果，正診率 85.3％で胃癌と
胃炎を鑑別しえた．今後，実臨床で使用するためには「医療機器」として薬事承認を得なくていけない．
内視鏡診断のAI は「人の生命及び健康に影響を与えるおそれがあるもの」と判断され，管理医療機器 ( ク
ラス II) または，高度管理医療機器（クラス III）に該当する．医薬品医療機器総合機構（PMDA）と医療
機器開発前相談と対面助言を繰り返し行い，最終的には PMDAの要求する臨床試験をクリアしなくては
いけない．この作業には莫大な資金と時間が必要となり，大きなハードルとなっている．AI は想像を超
える速さで進化し続けている．革新的であるがゆえに，これまでとは違う倫理的，社会的，法的問題にも
直面するようになり，克服すべき問題も多い．しかし，数年後には医療現場でも多くのAI が医療スタッ
フをサポートしてくれるツールとして活躍してくれるであろうと期待している．

プロフィール
1999年３月　高知医科大学 医学部卒業
1999年４月　聖路加国際病院 臨床研修医
2002年４月　千葉大学付属病院 第一内科 研究生
2002年10月　国立横浜東病院 内科医員

2003年４月　君津中央病院 消化器内科医員
2004年４月　東葛辻仲病院 消化器内科医員
2006年３月　がん研有明病院 消化器内科レジデント
2017年12月　がん研有明病院 副部長

胃内視鏡診断におけるAIの活用について 

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
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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 / 新潟県労働衛生医学協会）
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）

肺がんは罹患率・死亡率ともに高いため早期発見・早期治療が求められている。従来、胸部検診は主に単
純X線撮影像にて行われていたが、早期肺がんの検出に対しては低線量CTによる検診が有効であり、検
査数も増加している。しかし、それと同時に画像診断に係る負担は増加傾向にあり、コンピュータによる
診断支援技術の確立が望まれていた。
近年、文字、音声、画像等を対象とした解析や認識処理に対して、人工知能 (AI) は優れた性能を発揮する
ことが様々な研究によって明らかとなり、医療分野においても様々な研究開発が行われている。胸部のX
線画像やCT画像を対象としたAI 技術も各国で研究開発が進められている。対象疾患も広がりをみせて
おり、肺がんの代表的画像所見である肺結節の自動検出や鑑別から始まり、続いて間質性肺炎などのびま
ん性肺疾患の画像解析技術が登場し、最近は新型コロナウイルス肺炎の診断技術が急ピッチで検討されて
いる。
当研究室では放射線・非放射線に関わらず、幅広くAI 技術の開発を行っているが、本シンポジウムでは
胸部X線領域を中心に、本研究室や国内外の研究事例も紹介しながらAI 開発に欠かせない画像データ
ベース、アノテーション技術、そして計算機環境等について述べたい。

プロフィール
1996年　名城大学 理工学部 電気電子工学科　卒業
1998年　名城大学大学院 理工学研究科 修士課程　卒業
1998年　名古屋電機工業　入社
2008年　藤田医科大学　講師
2012年　藤田医科大学　准教授

2019年　藤田医科大学　教授　　

医用画像情報学会　理事、副編集委員長
日本生体医工学会　東海支部　幹事
日本放射線技術学会画像部会委員

胸部Ｘ線診断におけるAIの活用について 

藤田医科大学　医療科学部　放射線学科　教授
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シンポジウム1 
人間ドックにおけるAI
オンデマンド配信

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 / 新潟県労働衛生医学協会）
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）

現在、社会は「第 4次産業革命」と言われる時代の大きな転換点に差し掛かっている。人工知能（AI）や
IoT（Internet of Things）などのテクノロジーや、VR（仮想現実）、AR（拡張現実）、次世代通信規格 5G
などが日常となっている未来は、医療現場でも第 4次産業革命時代のテクノロジーの活用が当たり前にな
る。
こうした流れの中、『医療 4.0（第 4次産業革命時代の医療）』に向け、さまざまなテクノロジーを適切な
形で医療業界に導入する動きが加速している。中でも人工知能（AI）は早期に医療現場に導入されること
が予想される。AI 医療機器として世界で初めてアメリカFDAで承認されたのが、糖尿病網膜症のAI 診
断である IDx Technologies 社の IDx-DR である。そして日本においてはAI 診断医療機器として 2018 年
12 月のサイバネットシステム社（製造販売：オリンパス社）の大腸内視鏡診断「EndoBRAIN」が初めて
承認され、現在 7つのAI 医療機器が承認されている。
眼科診断領域においては、AI の活用として眼底写真やOCTをはじめ、研究面で多くの発表がなされてい
る。そのような中、アメリカのEyenuk 社が IDx 社に続き、2機種目の糖尿病網膜症を自動検出するAI
システム（EyeArt）の販売許可をFDAから得たことを発表した。無散瞳眼底カメラで撮影した画像を
EyeArt にアップロードすると、１分弱で糖尿病網膜症の有無や眼科医の診察を要するか否かが判定され
る。
本講演では、眼科診断におけるAI の活用ならびに、AI 医療機器が導入された際の医療現場の展望につい
て話をする。

プロフィール
2007年　浜松医科大学　医学部医学科 卒業
2009年　京都府立医科大学　眼科学教室　医員
2015年　京都大学　医学教育プログラム教員（兼任）
2016年　厚生労働省医政局 研究開発振興課  治験推進室　室長補佐
2017年　デジタルハリウッド大学大学院　客員教授（現任）
　　　　東北大学大学院　非常勤講師（現任）

　　　　アイリス株式会社　共同創業・取締役副社長（現任）
2018年　厚生労働省　医療ベンチャー支援（MEDISO）アドバイザー（現任）
2019年　経済産業省　Healthcare Innovation Hub　アドバイザー（現任）
　　　　千葉大学 メドテック・リンクセンター　客員准教授（現任）
　　　　東京医科歯科大学　臨床准教授（現任）
　　　　横浜市立大学医学部　非常勤講師（現任）

眼科診断におけるAIの活用 

デジタルハリウッド大学大学院　客員教授 1 
京都府立医科大学　眼科学教室 2
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シンポジウム1 
人間ドックにおけるAI
オンデマンド配信

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 / 新潟県労働衛生医学協会）
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）

乳癌は現在、年間 80000 人以上が罹患している ( 平成 23 年地域がん登録全国推計 )。死亡率も増加の一途
を辿っており、毎年 13000 人以上が乳癌で死亡している ( 平成 25 年人口動態統計 )。その原因の一つに乳
癌検診の受診率が低いということが挙げられる。乳癌検診で死亡率減少効果が唯一証明されているのがマ
ンモグラフィ(MMG) であり、検診率が 50%を超えると死亡率の低下が見込める。しかし同時に読影医の
負担も増大し精度が低下する懸念があるため、負担軽減および精度向上を目的としたCAD (computer-aided 
detection/diagnosis) の開発が期待されている。一方 2012 年に登場した人工知能 (AI) の技術は、画像認識
技術を数年で劇的に進歩させた。特定分野では人間の認識能力を超えることも可能となり、AI を用いた
医療機器も承認されるようになった。我々も乳癌検診の精度向上および効率化を目指し、AI を用いた乳
腺医用画像の研究を行っている。病理結果が判明しているMMG画像をAI に学習させ、自動で乳癌を判
定させたところ、正診率 96%を超える精度を達成した。またこの学習モデルを用いて癌が疑わしい部分
を赤く光らせるアルゴリズムも作成した。現在、全国の読影認定医に協力を仰ぎ、日本人に特化したMMG
の自動読影AI を構築する臨床試験も進行中で、5年後に臨床応用することを目標としている。MMGの
もう一つの問題点として高濃度乳房、いわゆる dense breast がある。現在は目視による 4分類で判定し
ているが、一致率は 60％程度と低く統一性に欠ける。そこで我々は目視による定性評価ではなくAI によ
る定量評価を目指し研究を続けており、一定の精度を達成している。乳癌検診はMMGがメインではある
が、検診MMGにエコー(US) を追加すると乳癌発見率が約 1.5 倍に上昇する報告があり、MMGとUS検
診を併せて行う総合検診も始まっている。しかしUS検査は施行者の技術に左右されやすく、客観性に欠
け、時間がかかるなどの問題がある。そこで我々はUSで良悪性を判定する研究を行った。BモードUS
の静止画から、AI を用いて病変を検出しやすいように可視化させたところ、病変検出だけでなく、同時
に良悪性の判定にも利用できることが分かった。また現在は自動US検査装置も開発されている。自動撮
影することで客観性を保ち、人手不足の問題も解決する。更にこの画像を人工知能に学習させることで撮
影から診断まで全自動で検診が行えるという大きなメリットが見込める。MMGやUS画像を自動読影で
きるようになれば、乳癌検診の精度及び効率は飛躍的に向上し、乳癌による死亡率を減少させ得る。AI
の技術を臨床応用することで検診システムを大きく進歩させることができ、次世代医療へのステップとな
る。

プロフィール
1992/6　Scarlett Heights Collegiate Institute(カナダ、トロント)卒業
1993/4　旭川医科大学入学
1999/3　旭川医科大学卒業
1999/4　  北海道大学第1外科に入局。消化器外科医として北海道内各地で

地域医療に従事
2004/4　北海道大学大学院医学研究科高次診断治療学専攻博士課程入学
2004/8-2006/8　  千葉県立がんセンター生化学研究部で基礎研究（DNAの

double strand breakによるapoptosisに関わるNFBD1/
MDC1とMDM2のinteraction）

2006/8　再び北海道に戻り、消化器外科医として地域医療に従事
2009/3　  北海道大学大学院医学研究科高次診断治療学専攻博士課程修了

北海道大学第1外科を退局
2009/4-  癌研有明病院　乳腺外科　シニアレジデントとして研修
2011/4-  湘南記念病院（現職）

乳腺領域におけるAIの活用について 

湘南記念病院　乳がんセンター　副センター長
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シンポジウム1 
人間ドックにおけるAI
オンデマンド配信

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 / 新潟県労働衛生医学協会）
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）

2008 年度より始まった特定健診・特定保健指導も第 3期を迎えている。そこで、現在注目されている問
題点として、毎年の様に特定保健指導の対象となっているリピーターの存在がある。それに対応する手段
として、新しい試みを取り入れた特定保健指導を行うことも必要となっていると思われる。私が考える特
定保健指導の成功の可否をにぎっている要素の一つとしては、保健指導における明確でわかりやすい目標
設定が挙げられる。今回、NECが開発したAI を用いたシステムでは、生活習慣の改善によって、腹囲や
血圧、LDL、中性脂肪、HDL、血糖値、HbA1c などの血液データがどの様に変化するかを予測出来るも
のである。現在検討中の項目があるため、その詳細については発表出来ないが、特定保健指導の受診者に
明確な行動目標と、それが達成された場合の具体的な数値変化を示せることが、受診者のやる気へ繋がる
可能性があるのではないかと期待される。そこで、当日はこのAI を用いた検査値の予測と従来の重回帰
分析による予測精度の比較結果についてや、将来の保健指導への影響を検討する計画等について紹介しな
がら、皆様と討論したいと考えている。

プロフィール
1988年　新潟大学医学部医学科卒業
1988年　新潟大学医学部第一内科入局
1995年　新潟大学大学院医学研究科内科系専攻博士課程修了
1995年　  カナダ、マニトバ大学セント・ボニフェス病院付属心血管研究所

留学
1998年　新潟大学医療短期大学部衛生技術学科助手
1999年　新潟大学医学部附属病院第一内科助手
2008年　新潟県労働衛生医医学協会
2014年　  新潟大学大学院医歯学総合研究科生活習慣病予防検査医学（健診・

人間ドック学）講座特任教授

2017年　第27回生物試料分析科学会年次学術集会　集会長
2018年　第59回日本人間ドック学会学術大会　大会長
2020年　  新潟大学大学院医歯学総合研究科生活習慣病予防・健診医学講座

に名称変更
日本内科学会認定医、総合内科専門医、日本循環器学会専門医、社会医学
系指導医・専門医、人間ドック健診専門医、独立行政法人 国立健康・栄
養研究所　客員研究員、日本人間ドック学会理事、生物試料分析科学会理
事、新潟県労働衛生医学協会理事、日本臨床化学会新潟支部・地区代表幹
事、新潟県国民健康保険・診療報酬審査委員会専任審査委員

保健指導におけるAIの活用について 

新潟大学大学院　生活習慣病予防検査医学講座　教授 1 
新潟県労働衛生医学協会 2
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シンポジウム2 
健康寿命の延伸・幸福感享受のための人間ドック健診の役割
期間限定配信（11月26日（木）～11月27日（金））

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）

　2018 年、厚労省に社会保障・働き方改革本部が設置され、2040 年を展望し誰もがより長く元気に活躍
できる社会を実現するための政策が検討され始めている。この中で健康寿命の延伸政策が大きな柱の一つ
として掲げられており、健康無関心層へのアプローチの強化、疾病予防・重症化予防、介護予防・フレイ
ル対策、認知症予防が課題として上がっている。
　平成 20 年度に始まった特定健診・特定保健指導制度は、その効果が明らかになったが、さらにより良
い制度にするため見直しを行い、平成 30 年度からは、第 3期がスタートしている。次回の見直しは 6年
後であるが、実は第 4期に向けた検討がすでに始まっている。
　健診データの活用は、これから保健事業における重要なテーマの一つであろう。マイナポータルに特定
健診データの閲覧機能が追加されることはすでに決定された事項であり、報道によりご存知の方も多いだ
ろう。何かと問題が多いマイナポータルであるが、今後は医療・保健を含めた幅広い分野での活用が期待
され、人間ドックのデータも閲覧できるようになる可能性もある。課題となるのは、統一した基準のない
所見系のデータの取扱いであり、利活用するためには用語の統一が必須である。人間ドック学会では、人
間ドック・健診用語集作成委員会（日本総合健診医学会との合同委員会）を立上げ、主に所見系の用語の
整理を行い、用語集を作成した。用語の本会員および会員施設においては、できるだけ本用語集の用語を
使用することをお願いしたい。
　第 4期では、上述した社会保障・働き方改革本部方針に則り、2040 年を展望し、誰もがより長く元気
に活躍できる社会の実現を目指し、疾病予防・重症化予防をさらに強化する方針である。検討項目とし
て、①特定健診で把握されたリスクに応じた対象者ごとの適切なアプローチ、②一層の効果的・効率的な
健診・保健指導の実施、③モデル実施の状況を踏まえた保健指導のあり方、④特定保健指導の対象に複数
回該当した者に対するアプローチ、⑤無関心層や特定健診対象外の加入者に対するアプローチが掲げられ
ている。対象者をリスク低・中・高に分け、それぞれに対し①～⑤を当てはめるといったイメージであ
る。
　第 4期の特定保健指導に向けて大きな役割を果たすと期待されているのが③のモデル実施である。非常
に多くの保険者がモデル実施に参加し、ポイントの投入量による効果を比較したり、工夫を凝らした栄
養・運動プログラムなどが実施されたりしている。
　さらに、健康寿命延伸政策では、がん検査や受診率向上といった人間ドック学会の主要な事業と深く関
係しているものが多くある。本学会会員および施設では、このような国の政策を見据えた事業を展開する
必要があるだろう。このため、今回はこれからの国の政策の方向性等を中心に発表する。

プロフィール
平成4年　産業医科大学卒
平成4年　聖隷浜松病院研修医
平成6年　聖隷健康診断センター
平成23年～平成26年　獨協医科大学公衆衛生学講座協力研究員
平成18年　聖隷健康診断センター　所長（現職）

資格等
医学博士
日本人間ドック学会指導医
日本産業衛生学会指導医
労働衛生コンサルタント（保健衛生）

学会貢献等
日本人間ドック学会理事
第54回日本人間ドック学会副大会長
第43回日本消化器がん検診学会東海北陸地方会会長
厚生労働省　保険者による健診・保健指導等に関する検討会委員（日本人
間ドック学会代表）
日本人間ドック学会　健診情報管理指導士育成事業委員会委員長、編集委
員等

著書
健康診断ストラテジー（共著、産業医学推進研究会、2014）、人間ドック
健診の実際（共著、文光堂、2017）

健康寿命延伸を見据えたこれからの 
保健事業 

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
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シンポジウム2 
健康寿命の延伸・幸福感享受のための人間ドック健診の役割
期間限定配信（11月26日（木）～11月27日（金））

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）

【抗加齢医学と抗加齢ドック】予防医学は、介入段階により一次予防、二次予防、三次予防に区分される。
通常の健康診断や人間ドックは、病気の早期発見と早期治療目的とした二次予防に相当する。一方、抗加
齢医学は、老いに伴って疾病が発生する「傾向」に介入し、これに抗う医学である。老化を「疾病発生の
準備段階」と位置づけ、健康な段階あるいは症状発生前より介入が行われることから、一次予防的な医学
分野といえる。東海大学医学部付属東京病院では、2006 年 6 月に他に先駆けて抗加齢ドックを開設した。
抗加齢ドックの検査項目は、現在の老化の度合いを知る「老化度」と、老化に影響を与える「老化危険因
子」に大別される。「老化度」は動脈硬化や骨粗鬆症のように加齢による変化が明らかな項目であり、「老
化危険因子」は血清脂質や酸化ストレスのように、それらに影響することは明らかだが、加齢とは関係な
く変動する項目である。当院では、老化度を動脈硬化、ホルモン、骨密度・体組成、筋力、肺機能、感覚
機能、神経などから、また老化危険因子は血清脂質、酸化・抗酸化力、心身ストレス、その他の一般項目
などの観点から評価している。そして 2019 年 4 月から、血中ビタミンD測定とロコモチェックと脳ドッ
クを追加し、超高齢社会で顕在化、さらには深刻化する問題への対策を強化している。【ライフケアセン
ターの設立と研究】我々は開設当初より、大学としてデータの蓄積に努め、エビデンス構築を行うべく研
究機関としての「大学院医学研究科ライフケアセンター」を同時に設立した。2020 年 4 月までの延べ受
診者は 2330 名を超え、平均年齢は、男性 64 歳、女性 62 歳で、男性 56%、女性 44%となっている。複数
回受診者（リピーター）も多く、殆どの受診者が研究への活用を理解下さっていることから、項目の特殊
性に加え、追跡可能なデータベースを持つ数少ない人間ドック健診システムと成っていると言える。【エ
ビデンスからみた超高齢社会に有益な項目】現在、広くサルコペニアが問題視されているが、我々は抗加
齢ドック開設当初より、筋肉量の減少は加齢に伴う重要な危険因子として捉えていた。基幹研究として当
時より行ったテーマは、1) 隠れ肥満研究、2) 反復受診者の経年変化、3) 新規老化度判定項目の探索、4) 脂
肪肝と老化であった。そのほかも含め 14 年間で 200 を超える国内外での学会発表と 30 本以上の論文発表
（英文原著 11 本＋投稿中 3本）を行ってきた。その結果から、DXAによる筋肉量測定や体脂肪計による
除脂肪量の測定を加える有益性と、ロコモチェックの問題点が想起された。さらにシスタチンC、フェリ
チン、ビタミンDほかの有用性が明らかであった。また老化の進行に悪影響を与える酸化ストレスの状
態は、通常の健診で測定される尿酸やγGTでも推察可能となることが捉えられた。同日はデータで示し
ながら解説する。

プロフィール
1986年3月　東海大学医学部卒業
1987年4月　慶応義塾大学医学部大学院（内科学専攻）
1991年3月　  米国カリフォルニア大学ロサンゼルス校(UCLA) 内科リサー

チフェロー
1994年4月　東海大学医学部消化器内科学 助手
1997年4月　東海大学医学部消化器内科学 講師
2004年4月　東海大学東京病院 副院長・消化器肝臓センター長

2007年4月　東海大学医学部内科学系消化器内科 准教授
2013年4月　東海大学医学部基盤診療学系健康管理学 教授
2015年4月　慶応義塾大学医学部内科学 客員教授
2016年4月　東海大学医学部基盤診療学系健康管理学 領域主任教授
2018年2月　NPO法人 健康長寿研究教育センター 理事長
2018年4月　東海大学医学部付属東京病院 病院長

エビデンスに基づく超高齢社会に有益な人間ドック健診項目とは：
東海大学東京病院健診センター抗加齢ドックのデーターから 

東海大学医学部総合診療学系健康管理学 1　東海大学医学部付属東京病院 2 
東海大学病院健診センター 3　進興会仙台健診センター 4　東海大学八王子病院 5

○西
にしざき

﨑　泰
やすひろ

弘1　山田　千積1,2　増田　由美2　後田　奈々1,3　
菊地 恵観子1,2,4　小田 夏奈江2　久保　　明2　護山　健吾1,5　

高清水 眞二1,3　岸本　憲明1,2
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シンポジウム2 
健康寿命の延伸・幸福感享受のための人間ドック健診の役割
期間限定配信（11月26日（木）～11月27日（金））

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）

人間ドック健診はわが国特有とも言える任意型健診のひとつです。その実施目的は、がんの早期発見と生
活習慣病から進展発症する動脈硬化性の脳・心血管病変を予防し、重症化を防ぐことによる健康寿命の延
伸ですが、我が国では平均寿命と健康寿命との差が 10 年以上あることから、この差を減らす努力が求め
られています。しかしながら平均寿命も延びているなかでそれ以上に健康寿命を延ばすことが容易ではな
いことは医療に関わっている方々はすでに感じておられることと思います。またそれ以上に長生きするこ
とに喜びを感じることがより難しくなってきており、我々の仕事の真の意義は、受診者の生きがいも含め
た健康増進と、自分の人生を生き切ることに希望を持てるようになってもらうことではないかと思うので
す。わが国では国民の平均寿命を世界のトップクラスへ引き上げてきた国民皆保険制度に加え、法律に基
づき最低一年に一回の健康診断を受診するしくみ等が構築されていますが、それらの制度を越えた効果が
人間ドック健診にあるというエビデンスはまだほとんどありません。我々は、任意型である人間ドック健
診だからこそ継続的に実施可能である動脈硬化検査を重要視し、横断的ならびに縦断的解析結果を報告し
続けてきました。脈波伝播速度（PWV : pulse wave velocity）は健常者であっても加齢とともに増加して
いきます。欧米では従来から、頚動脈大腿動脈間脈波伝播速度（cfPWV : carotid-femoral PWV）が用い
られてきましたが、わが国では非侵襲的に簡便に多くの受診者にも対応可能である測定装置が開発され、
上腕足首間脈波伝播速度（baPWV : brachial-ankle PWV）が、主に大血管のスティフネスを示す指標と
して普及しています。多くの横断的研究のメタ解析から、baPWVは、加齢変化を越えて増加することが、
脳・心血管病変の発症や生命予後を規定することもすでに分かっています。我々もこれまで動脈硬化危険
因子の重責に伴って baPWVが増加することを報告し、人間ドック受診による継続的な保健指導介入が、
baPWVの増加抑制効果がある可能性も示してきました。我々はまた、メタボリックシンドローム対策、
ひいては動脈硬化性血管病変の発症予防対策のために、内臓脂肪検査をずっと継続してきました。内臓脂
肪も baPWVと同様に加齢とともに蓄積しやすくなり、高齢になって筋肉や骨が減少していくなかでも増
加可能であることが我々の研究でも証明されています。すなわち高齢者のサルコペニア肥満と呼ばれてい
るものであり、フレイルにもつながります。さらに我々は、人間ドック健診における動脈硬化検査のあり
方についても提言を続けてきました。今回は、これら非侵襲的で簡便に測定可能である baPWVや内臓脂
肪の継続測定の有用性について、我々の施設の結果を中心に人間ドック健診における動脈硬化対策として
今後取り組むべき方向性について講演させて頂きたいと思います。
プロフィール
1989年　大阪市立大学医学部卒業・同第一内科研修医
1993年　アメリカ合衆国エモリー大学循環器部門研究医
1997年　香川医科大学薬理学講座文部科学教官助手
2001年　NTT西日本高松診療所　予防医療センター所長
　　　　同　四国健康管理センター　部長（兼務）
2015年　医療法人如水会オリーブ高松メディカルクリニック院長（理事長）
現在に至る
資格等　日本人間ドック学会認定専門医および指導医 日本高血圧学会高
血圧専門医および特別正会員(FJSH) 日本抗加齢医学会認定専門医 等　 

日本人間ドック学会理事（2014～）、学術･図書編集委員（2006～）、特定
健診・特定保健指導対策委員（2007～）日本高血圧学会評議員（2012～）　
日本抗加齢医学会評議員（2007～）　等　表彰等　日本人間ドック学会　
平成24年度優秀論文賞「年間医療費削減の観点からの人間ドック健診受診
の意義」人間ドック　27 : 29-35, 2012同学会　平成28年度優秀論文賞「デュ
アルインピーダンス法による内臓脂肪面積測定の有用性に関する検討―日
本人間ドック学会外部委託VFA委員会―」人間ドック　31 : 588-597, 2016　
第46回（2012年）・第47回（2013年）・第49回(2015年)・第50回(2016年)日
本成人病（生活習慣病）学会　一般演題会長賞

人間ドック健診における継続的な動脈硬化検査実施
の意義～脈波伝播速度と内臓脂肪検査を中心に～ 

医療法人如水会　オリーブ高松メディカルクリニック　院長
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シンポジウム2 
健康寿命の延伸・幸福感享受のための人間ドック健診の役割
期間限定配信（11月26日（木）～11月27日（金））

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）

　我が国はすでに世界に冠たる長寿国の一つですが、私たちの望みは単に寿命が長いことでなく、介護の
お世話になることなく自立した生涯を過ごすこと、すなわち健康寿命を延ばすことです。健康寿命の延伸
は私たちの生活の質の向上だけでなく、我が国の医療費の削減や労働力の確保に貢献し、持続可能社会の
実現に寄与すると考えられています。健康寿命の延伸を阻害する要因として、脳卒中や心筋 塞といった
生活習慣病やその要因であるメタボリック症候群（メタボ）が注目され、これまで特定健診・保健指導な
どの生活習慣病対策が取り組まれてきました。さらに近年では、心身の活力が低下したフレイルの予防・
改善も健康寿命の延伸に重要であると言われています。フレイルもメタボと同様、食事や身体活動などの
生活習慣や社会との繋がりなどの生活環境の改善により、予防・改善が可能であることがわかってきまし
た。健康寿命の延伸のために、栄養・食事の改善だけでメタボとフレイルを予防・改善させることは困難
であり、栄養・食事以外の身体活動・運動や生活環境も併せて改善していく必要があります。医薬基盤・
健康・栄養研究所国立健康・栄養研究所では、これまで健康寿命の延伸に資する食事と身体活動の相互作
用に関する研究を、疫学や生理学の手法を用いて進めてきました。京都府亀岡市におけるコホート研究は
クラスター無作為割付介入研究、大阪府におけるフレイル実態調査などです。これらの成果により、我が
国におけるフレイル判定法の確立、地域在住者のフレイル該当割合、フレイル予防ならびにフレイル改善
のための保健指導法など、人間ドックのみならず地域保健や職域におけるフレイル健診ならびに保健指導
に必要なリソースが確立しつつあります。本講演では、これまで本研究所が取り組んできた、メタボ・フ
レイル時代を乗り切り、健康寿命を延伸するための研究の成果および社会実装の実例を紹介いたします。

プロフィール
平成２年　鹿屋体育大学大学院修了   
平成11年　博士（体育科学、筑波大学）                
平成２年　川崎医療短期大学　助手   
平成３年　川崎医療福祉大学　助手、講師、助教授
平成13年　米国コロラド大学　客員研究員（平成14年3月まで）   
平成15年　国立健康・栄養研究所、身体活動調査研究室長

平成23年　同　健康増進研究部長（現在に至る）
平成18年　厚生労働省　標準的な健診保健指導のあり方に関する検討会委員
平成23年　同　次期国民健康づくり運動プラン作成専門委員会
平成24年　厚生労働省　運動基準・運動指針改定のための検討会委員
平成28年　スポーツ庁 運動・スポーツガイドライン策定検討会委員
平成29年　日本学術会議 会員

人間ドックにおけるフレイル・サルコペニ
ア健診と保健指導 

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
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シンポジウム2 
健康寿命の延伸・幸福感享受のための人間ドック健診の役割
期間限定配信（11月26日（木）～11月27日（金））

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）

健康とは、単に病気であるとか虚弱であるとかではなく、完全に、身体、精神、および社会的によい（安
寧な）状態であることを意味する（World Health Organization、1948）。日常生活で前向きな気持ちを持
ち続ける “Positive psychiatry” において、高い主観的幸福度（subjective well-being）が、健康を保ち、生
活の質を向上させることにより健康長寿につながることは、主に欧米における研究の結果から明らかにさ
れてきた。前向きな気持ちを持つことにより、副交感神経を介して、基礎代謝、血圧、心拍数、呼吸数、
および筋緊張状態を低下させると考えられる。自験例で、人間ドック（健診）を受診した 800 例におい
て、精神的ストレスがあり毎日笑わない群では、精神的ストレスがなく毎日笑う群に比べ、特に男性にお
いて、収縮期血圧と拡張期血圧が有意に高い結果であった（鏑木淳一 , 他 , パフォーマンス教育 2017・
2018：8-12）。
“Positive psychiatry” において、高い主観的幸福度が健康長寿を延伸させるために重要であることは、Frey
により指摘され、“Happy people live longer” という標語が提示された（Frey RS, Science 2011：542-543）。
健常人では、主観的幸福度が高い人ほど、より良い健康を保ち長寿である。ドイツでは、慢性疾患がない
45 歳から 65 歳の市民を対象とした研究で、主観的幸福度が高い人は、主観的幸福度が低い人に比べ、21
年後の生存率が高く、またより良い健康を保っていた。アメリカでは、カトリック教会の修道女を対象と
した研究（nun study）で、18 歳から 32 歳の間に書かれた日記の内容を分析した結果、前向きな気持ち
で書いた人の寿命は中央値で 93.5 歳であり、これは、前向きな内容でない日記を書いた人の寿命の中央値
86.6 歳に比べ長かった。日本では、“The Japan Public Health Center-based Study Cohort” において、心
血管系疾患がない 88,175 人（年齢は 40 歳から 69 歳に分布）を対象とした研究が、Shirai らにより報告さ
れた。中央値で 12.0 年間追跡した結果、研究開始時、主観的幸福度が乏しい人は、主観的幸福度が高い人
に比べ、特に、男性において、心血管系疾患の発症率がmultivariable hazard ration(95%CI) 1.23 (1.05~1.44)
と高く、心血管系疾患による死亡率はmultivariable hazard ration(95%CI) 1.61 (1.32~1.96) と有意に上昇し
た。
また、高い主観的幸福度が、疾患の進行予防、症状の緩和に有用であることが、高血圧症のほか、うつ
病、認知症、２型糖尿病、関節リウマチ、全身性強皮症などで報告されている。
主観的幸福度が健康長寿に関連する病態として、神経伝達、内分泌、免疫・炎症反応、血液・凝固、脂
質、細胞内分子・遺伝子、社会環境の点で報告されている（鏑木淳一 , 人間ドック：2015, 7-14）。

プロフィール
1980年　慶應義塾大学医学部卒業
1984年　  慶應義塾大学院医学研究科卒業　Tufts大学薬理学・生化学教室　

研究員　
1987年　東京電力病院　内科副科長　
1999年　東京電力病院　内科科長
2008年　新赤坂クリニック　医務部長兼院長補佐

2013年　一般財団法人日本健康管理協会　新宿健診プラザ　診療部長
2014年　日本テレビ放送網（株）日本テレビ汐留診療所　所長
2016年　一般財団法人日本健康管理協会　新宿健診プラザ　所長
2018年　医療法人社団三友会　あけぼの病院　健診部部長
2020年　  医療法人社団慈誠会　人間ドック会館クリニック　院長　（上板

橋病院内科）

“Positive psychiatry” が健康長寿の延
伸に果たす役割 

医療法人社団慈誠会　人間ドック会館クリニック　上板橋病院　内科
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シンポジウム3 
健診で用いる画像診断の最新情報
オンデマンド配信

座長：小川　眞広（日本大学病院　消化器内科　科長）
斎藤　　聡（国家公務員共済組合連合会虎の門病院　肝臓センター　医長）

　PET/CTがん検診は、個人の死亡リスク低下を目的とした任意型検診の一つである。PETで用いる放
射性薬剤 18F-FDGから細胞内糖代謝の機能情報を、CTから形態情報を得ることができ、非侵襲的かつ
全身を一度に評価できることから、本邦ではがん検診として根強い人気がある。最新の PETカメラの空
間分解能は約 4mmと高精細で、ダイナミック撮影も可能である。しかしながら、病変の検出率は癌種や
局在によっても異なり、必ずしも癌の早期発見に有効ではないことから、日本核医学会のがん検診ガイド
ラインでは他の検診検査の併用による「総合がん検診」を推奨している。当院は、2008 年の装置導入か
ら本年 6月まで延べ 26,821 件の PET/CT検査を実施し、うち 3,435 件が検診であった。検診結果のA; 異
常なし～E; 要治療までの 5段階のうち、やや古い統計であるが 2009 年 3 月～2014 年に施行した連続 1,284
例では判定DまたはEすなわち精査加療を要請した症例が 181 例 (14%)、その中で最終的に癌と診断され
た症例が 18 例 (1.4%) あった。内訳は肺 0.55%、大腸・直腸 0.23%、甲状腺 0.16%、既往の悪性腫瘍再発
0.16%、その他 ( 乳、子宮、膵、悪性リンパ腫 )0.3% であった。肺は通常の胸部レントゲンによる発見率
(0.0035%, 当院調べ ) に比べて良好で、他施設の報告も同様である。胃は本邦に多い慢性萎縮性胃炎に
18F-FDGが集積し、生理的な集積も含めて受診者の 15%程度に何らかの胃の集積が見られるため、胃癌
の検出には不向きである。一方で、一般にポリープ状の発育をする大腸癌は陰性的中率も高く、下部内視
鏡検査の代替手段として受診する方もおられる。ただ、腸の蠕動による生理的集積が強い症例が 10%程
度あり、こうした症例で便潜血陽性、大腸癌の家族歴があるような場合は、下部内視鏡検査が欠かせな
い。また、癌の既往だけでは保険適用がないことから、こうした方の自主的な定期受診にも利用される。
CEAや CA19-9 などの腫瘍マーカー上昇があり原因がわからない場合も利用され、原因特定に繋がるケー
スもある。このように PET/CTがん検診は全体として一般的なドックによる発見率 (0.93%, 当院調べ ) を
上回るだけでなく、癌以外の身体的な情報も多く得られることから、画像から得られた結果を丁寧に受診
者に伝えることが重要と考える。PET/CTがん検診で受診者からしばしば頂く質問として「何年おきに
検査を受けると良いか？」というものがある。全国調査の結果では PET/CTがん検診の経年受診率は受
診者の約 4人に 1人であるが、どのように受けるかには基準はなく個々人の判断に任されている。18F-FDG
の集積が低い癌腫や進行の速い癌があることを考えると何年間もの受診者の健康を保障するものではない
が、その後の健康管理に役立つ優れたスクリーニング検査と言える。年齢や遺伝的背景を考慮し、他の検
診検査と組み合わせた適切な利用が望まれる。

プロフィール
1989年　千葉大学医学部卒業、千葉大学医学部放射線科入局
1992年　ミシガン州立大学内科核医学診療部門留学
1996年　日本医科大学放射線科医員助手
2000年　学位取得（日本医科大学　放射線医学）

2008年　国家公務員共済組合連合会虎の門病院放射線科医長
2012年　  虎の門病院付属健康管理センター画像診断センター　画像診断セ

ンター長就任　至現在

PET/CTがん検診の現状と将来展望

国家公務員共済組合連合会虎の門病院付属　画像診断センター 1 
国家公務員共済組合連合会虎の門病院付属　健康管理センター 2
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座長：小川　眞広（日本大学病院　消化器内科　科長）
斎藤　　聡（国家公務員共済組合連合会虎の門病院　肝臓センター　医長）

我が国で施行されている乳がん検診のモダリティについてその状況と今後の展望についてまとめてみた
い。対策型検診としては、マンモグラフィ（MG）が、現在乳癌の死亡率減少効果の証明されている唯一
の検査方法であることは変わりない。近年MGの乳房構成によって乳癌の検出率に差があることが注目さ
れ、乳房構成の定義が見直された。もともと乳腺組織が存在していたと考えられる領域と、実際の乳腺組
織の割合を想定し、10％未満を脂肪性、10％から 50%未満を乳腺散在、50%から 80%未満を不均一高濃
度、80%以上を極めて高濃度と判定することを原則とした。現在、受診者に乳房構成を一律に通知するこ
とは時期尚早と考えられている。乳房構成にすぎない “高濃度乳房 ”という用語が、一般女性のみではな
く医療者間でさえ、あたかも疾患名のように誤解を生んだという事例もあり、もし通知するとすれば、今
後、正しい情報を伝えることが極めて重要である。MGの読影に関しては、2014 年に第３版増補版が出版
されて以来改訂されてこなかったが、現在 2021 年の第 4版出版に向けて準備が進んでいる。MGの手法
としてトモシンセシスもかなり普及してきているが、死亡率減少効果は証明されていない。死亡率減少効
果の証明はないものの、MGで偽陰性の症例にも検出力の高い超音波検査（US）による検診が、任意型検
診としてすでに全国に広く浸透している。J-START（MG vs MG+US で死亡率減少効果を比較）の結果、
MGにUSを追加すれば、MGのみの検診より、癌検出率、早期癌の発見が多く、中間期癌が少ないこと
は示されている。被ばくがないために、若い世代の検診にも取り入れられているが、その精度管理がまだ
全国規模ではMGに追いついていないのが現状である。USによる検診の要精査基準については検証と見
直しを定期的に行ってきたが、2020 年秋には第 4版改訂版が出版される見通しである。MGとUSは、乳
腺診療における主となる柱である。この２つのモダリティを総合的に利用することは臨床上極めて重要で
あり、それを検診で同じように利用していこうという動きも整理された。MGとUSの検査結果をそれぞ
れ独立に判定するのではなく、総合的に判定することでより効率的な検診を行うことができる。検診と臨
床との懸け橋も重要で、2019 年に “ 検診カテゴリーと診断カテゴリーに基づく乳がん検診精検報告書作成
マニュアル ”が出版された。マニュアルのなかには、自己触診は無効であるという国際的コンセンサスに
ついても説明されており、今後はブレストアウェアネスの理解と認知を図っていく予定である。高リスク
女性に対しては、海外ではMRI 検診が推奨されている。日本では、乳癌診療ガイドラインにおいて、“弱
く推奨する ”とされているが、実際のところはまだ広く浸透しているとは言いにくい。精度管理と整備体
制、適切な運用が不可欠であると考えられる。

プロフィール
1985年筑波大学医学専門学群卒業、筑波大学付属病院放射線科
1991年きぬ医師会病院放射線科診療科長
（1994年2-3月フィンランドへ放射線専門医会より乳癌検診研修派遣
1999年東京都立府中病院診療放射線科主事
2002年4月より聖路加国際病院放射線科医幹、2003年8月より副医長、2005
年10月より同医長
2014年11月より同放射線科乳房画像診断室室長
2010年6月より昭和大学放射線科客員教授兼任
2020年4月より聖路加国際大学研究教授兼任

学位：乳癌の乳管内進展の超音波画像　
日本医学放射線学会専門医、乳癌学会認定医、専門医、指導医、日本超音
波学会専門医、指導医、乳がん検診精度管理中央機構　理事、マンモグラ
フィ部門長および教育研修委員会委員
日本乳癌検診学会理事
日本乳腺甲状腺超音波医学会（JABTS）顧問
日本乳癌学会評議員
日本乳癌画像研究会代表世話人　　など

乳がん検診のモダリティ 
―その現況と展望― 

聖路加国際病院　放射線科　医長
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座長：小川　眞広（日本大学病院　消化器内科　科長）
斎藤　　聡（国家公務員共済組合連合会虎の門病院　肝臓センター　医長）

【はじめに】近年の超音波診断装置の進歩には目を見張るものがある。特に近年の装置の改良を基本性能
となるハードとそれをベースに作成された解析ソフトの充実に分け健診の超音波検査多における有用性を
検討する。
【ハードの改良】ＰＣとグラフィックボードの使用によりさらに高速化を実現された。計算処理の高速化
は、解析ソフトの多様化をこのとしているのみでなくB-mode の画質改善にも寄与しており、超音波画像
のFocus を合わせる必要のない全画面のFull Focus も実現している。これにより、検査時の検者の関心
領域以外の画像も明瞭となり検者依存性が減り客観性の向上にも役立つと考えられる。また、有機
ELmonitor（OLEDmonitor）採用した装置が近年増えている。液晶と比較し早い応答速度と高いコントラ
スト比が得られている。検査中の的確な判断と検者の疲弊を減らす点で有用となる。ハードの改良は時
間・空間分解能の向上に寄与し存在診断・質的診断の向上に直結する。
【ソフトの改良】検診で有用性が考えられる機能は以下の 4点と考えられれる。１. 肝硬度測定：超音波検
査のElastgraphy の種類には、Strain Imaging と Shear Wave Imaging（SWE）があり前者がROI 内の
相対評価であるのに対し SWEは定量的な評価であるために肝臓の硬さの評価としては有用となる。種々
の肝疾患の病態進行に伴う肝臓の硬さを評価できるために経過観察と要精査の鑑別にも有用となる。近年
ソフトの改良に伴い評価方法も複数出現している。２．減衰イメージ：健診の約 3割を占めるともいわれ
る肝臓の脂肪化の評価に適したソフトである。肝臓内の脂肪沈着により超音波の減衰が増強している状態
を数量的に評価するソフトである。近年画像調整を行うソフトが多く減衰の程度が把握しにくい傾向にあ
り脂肪化の客観的評価方法として期待されている。３．Assistant 機能：画質向上におけるものと検査全
体におよぶ両者が挙げられる。前者は、B-mode やカラーgain の自動調整ソフトである。これを用いるこ
とで検査の時間短縮と検者依存性の改善が図られる。後者は決められた基準断面の撮影を的確にできるよ
うに検査全体をナビゲートする機能である。多人数の検者がいる施設などの場合有用であり、スクリーニ
ング検査においては常に同条件で撮影がされるため二重読影や過去画像比較の際に極めて有用となる。４．
Data 管理：超音波画像の保存方法もDICOM画像のデジタル保存となり data 管理がしやすくなっている。
さらに近年 raw data 保存が可能な装置も増えてきており超音波検査もついに検査終了後に画質調整を含
めた解析が可能となっている。３と合わせて使用することでさらに過去画像比較が確実になり、同じ条件
での検査が可能となるため客観性がこれ飛躍的に上昇したと考えられる。

プロフィール
1988年　日本大学医学部卒業
1998年　駿河台日本大学病院　超音波室室長
2004年　日本大学医学部消化器肝臓内科　講師
2008年　内科学系消化器肝臓分野　診療准教授　

2014年　日本大学病院 消化器科科長、超音波室室長
2015年　日本大学医学部内科学系消化器肝臓分野　研究所　准教授
2020年　日本大学医学部内科学系消化器肝臓分野　准教授

健診で使える超音波検査の最新情報 

日本大学病院　消化器内科　科長
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CTおよびMRI の診断装置の進歩は急速かつとどまるところを知らない。C Tにおいては検出器の多列
化はひとまずの進歩は終了したものの、逐次近似法などによる被ばく低減法が進歩した。さらにはDual 
Energy CT(DECT) が進歩し、従来までの Single Energy CT(SECT) に比して、ただ単に被ばく低減のみ
ならず、2つの異なるX線束より、物質の電子密度や実効原子番号の情報も得られるようになり、病理組
織情報を化学的ないしは物理的に解析可能となっている。脂肪に関しても、従来からの内臓脂肪と皮下脂
肪の定量比較のみならず、肝脂肪の定量化などへと応用可能となっている。従来の Single Energy CT 
SDCTでは肝脂肪は病理学的に 30%以上の評価が可能とされてきたが、物質弁別アルゴリズムであるmulti-
material decomposition (MMD) を用いることで、5%程度の脂肪化の定量的評価がDECTでは可能となっ
た。C T装置は、人口知能 (AI) 技術も取り込み更なる進化の途上にある。一方、MRI においては高速化
としてデータ収集法自体に変更がなされ、従来の直行座標系から非直交座標系の一つである放射状 (radial)
系の Stack-of stars と総称されるデータ収集方法に変更され、さらには高速化としてパラレルイメージン
グ法の進歩、究極的には圧縮センシング法へと発展し、これらを組み合わせることで、データのアンダー
サンプリングとデノイズ処理のマッチングの妙からおよそ 30 倍速まで高速化することが可能となってい
る。今やダイナミック検査が自由呼吸下で施行可能となり、難聴であっても、息が止まらなくても、ダイ
ナミック検査が可能となっている。また、定量化も進歩し、線維化評価としてのMR Elastography (MRE)
や脂肪定量としての Proton Density Fatty Fraction (PDFF) などが可能となっている。両画像検査法とも
に後処理としてのAI 技術を応用した読影までも進歩が見られるようになってきた。これらの新技術を用
いたCTおよびMRI について、紹介し、人間ドックへの応用法に関して述べたいと考えている。

プロフィール
1984年　宮崎医科大学医学部卒
1984年　国家公務員共済組合連合会虎の門病院内科レジデント
1989年　虎の門病院消化器科医員

2006年　総合南東北病院消化器内科
2007年　虎の門病院肝臓内科医員
2013年　虎の門病院肝臓内科・分院放射線科兼任医長

CTおよびMRIの新展開と健診への臨床
応用への道 

国家公務員共済組合連合会虎の門病院　肝臓センター　医長
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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）

毎年 5万人が死亡し国民病とも言われた胃がんに対し、1960 年代に胃X線による胃がん検診が開始され
た。二重造影法の開発により救命可能な早期胃がんの発見が可能となり 40 歳以上に毎年行うことにより
胃がんの二次予防が可能となった。2014 年にはガイドラインが改訂され、胃内視鏡検診が正式に認めら
れ対象年齢は 50 歳以上になった。対策型胃がん検診が大きく変化する中、これからの胃がん対策と人間
ドックが果たす役割について考察する。これからの胃がん対策：胃がんの殆どはH.pylori 感染胃炎が原因
であることが明らかになり、除菌治療による胃がん予防効果が示された。すなわち、これからの胃がん対
策は二次予防に加え、一次予防が重要となる。H.pylori 感染の多くは幼少期であるため、H.pylori 検査と
陽性者に対する除菌治療は胃がん検診対象年齢よりも若い年代で行うことが有効と考えられる。20 歳前
後より若い若年者、胃がん検診前の 50 歳未満、胃がん検診対象の 50 歳以上にわけた胃がん対策を示す。
若年者にはH.pylori 感染検査を行い、陽性者に除菌治療を行う。50 歳未満ではH.pylori 感染検査やABC
分類を行い、陽性者に対して保険診療で内視鏡検査と除菌治療を行う。50 歳以上では胃がん検診でH.pylori
未感染ではなく、除菌歴が無ければ保険診療で内視鏡検査、H.pylori 感染検査を行い陽性者に除菌治療を
行う。全ての年代で除菌治療後は胃がん検診を継続する。日本のH.pylori 感染率は生誕年別に大きく異な
り、1970 年代以降に生誕した現在の 50 歳以下では殆どがH.pylori 未感染で胃がんリスクが極めて低い。
胃がん検診はH.pylori 未感染か否かによるリスク層別化を導入する必要がある。原因であるH.pylori 感染
の対策を一次予防として行うと共に、除菌後も残る胃がんリスクに対して胃がん検診を継続することで二
次予防を行うことが重要である。人間ドックの果たす役割：人間ドックの対象年齢は幅広く、目的は早期
発見に加え疾病の予防が含まれる。そのため、対策型検診である住民検診よりも胃がん対策に果たす役割
は大きい。就業時など若年者に対して抗体検査によるH.pylori 感染検査を行うことにより、陽性者を内視
鏡検査、除菌治療に誘導する胃がんの一次、二次予防が可能となる。それ以降の年代に対してはABC分
類を行いA群以外に内視鏡検査と除菌治療を行う。胃X線の対象者は従来の胃がん二次予防に加え、画
像からH.pylori 感染を疑うものは内視鏡検査と感染検査を行う。内視鏡検査の対象者にH.pylori 現感染の
所見を認めた場合、感染検査を追加し除菌することが可能となる。すなわち、胃がん対策における一次予
防、二次予防が人間ドックで期待されている。内視鏡検査では同様にリスク層別化と予防が可能な咽喉
頭、食道を含む上部消化管がん対策が望まれている。

プロフィール
1995年　山形大学医学部　卒業
1999年　山形大学大学院医学研究科大学院卒業
1999年　公立学校共済組合東北中央病院　消化器内科勤務
2000年　山形県立中央病院　内科（消化器）
2006年　同　医療情報部　副部長
2008年　KKR札幌医療センター　消化器科医長
2010年　北海道大学病院　第3内科　助教

2012年　北海道大学病院　光学医療診療部　助教
2014年　北海道大学大学院医学研究科がん予防内科　特任講師
2016年　  国立病院機構　函館病院　消化器科部長、消化器病センター長 

がん予防センター長
　　　　北海道大学病院光学医療診療部　客員臨床教授
2019年　淳風会健康管理センター倉敷　センター長
　　　　淳風会ロングライフホスピタル　消化器内科部長

これからの胃がん対策に果たす人間ドッ
クの役割 

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 1 
淳風会健康管理センター 2 
川崎医科大学総合内科学２ 3
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シンポジウム4 
消化器がん対策における人間ドックの果たす役割
オンデマンド配信

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）

【緒言】わが国の 2019 年の大腸がん罹患数予測値は 155,400 人で、臓器別では 2015 年から 1位である。大
腸がん死亡数予測値は 54,200 人で、臓器別では 2位を占めている。今や日本人男性の 11 人に 1人、女性
の 14 人に 1人は一生のうちに大腸がんと診断される時代になった。今後も大腸がん罹患数・死亡数とも
に増加が予測されている。大腸がん検診の有効性すなわち大腸がん死亡率減少効果は既に証明されてい
る。近年、便潜血検査（FOBT）と S状結腸鏡検査（FS）の有効性が複数のランダム化比較試験で証明
されている。【人間ドックへの内視鏡検診の導入】わが国における検診としての大腸内視鏡検査は、対策
型検診では精検法と位置づけられている。人間ドックなどの任意型検診においては、偶発症などの不利益
についての十分な説明のもとでスクリーニング検査として施行が容認されている。わが国では全大腸内視
鏡検査（TCS）、FS（単独ではなくFOBT併用）を人間ドックへの導入する施設が増えている。最近では
大腸CT検査（CTC）を導入する施設も徐々にではあるが増えてきているが認知度はいまだ低い。【当施
設の検診成績】1983 年から対策型検診として、1992 年から人間ドックでもFSと FOBTを併用した検診
を行ってきた。1992 年からは、FSと便潜血検査免疫法（FIT）2日法併用（FS+FIT 法）を実施してき
た。これまでの健診結果から、1）FIT2 日法に FSを併用することで、FIT法の約 2倍の大腸がん（粘膜
内がんを含む）が発見される、2）特に初回受診者ではFS併用効果が高い、3）FS併用検診でも高齢女
性を除けばTCSと比べて遜色ない検診が可能である、4）地域集団をベースとした症例対照試験の結果か
らFS+FOBT併用検診の有効性（大腸がん死亡率減少 ) が示唆された。特に下部大腸がん死亡リスクの減
少が大きい。5）FSの検査間隔は 5年ごとでも良い。【TCS検診導入への課題】TCSの人間ドック導入に
あたっての課題として、1）処理能力（内視鏡医などマンパワーは十分か）、2）精度管理、その指標（quality 
indicator）として、腺腫発見率（25％以上）、内視鏡引き抜きすなわち観察時間（6分以上）、盲腸到達率
（95％以上）、腸管洗浄度（85％以上）などが挙げられる、3）内視鏡検査間隔（欧米のガイドラインでは
TCS10 年ごとを推奨）、4）大きさ 5mm以下の微小ポリープの取り扱い（すべての腺腫を切除すべきか）、
5）偶発症（穿孔・出血は、TCSが FSの約 5倍高い）、6）費用対効果、などが挙げられる。【CTCの導
入】径 10mm以上の病変に対するCTCの診断精度は、TCSと比べて遜色がないことが複数のRCTで明
らかになっている。課題として、検査自体の認知度の向上、検査の標準化、腸管外病変の取り扱いなどの
課題はあるものの、大腸内視鏡検査を補完するスクリーニング検査法として期待されている。【結論】人
間ドックにおける大腸がん検診として大腸内視鏡検査、CTCの重要性がさらに高まっていくと考える。

プロフィール
1983年自治医科大学卒業。1993年大腸肛門病センター高野病院入職。医長、
内科部長を経て、1995年副院長、1999年理事、現在は消化器内科特任部長。
資格：医学博士。日本消化器内視鏡学会専門医・指導医、日本大腸肛門病
学会専門医・指導医、日本消化器病学会専門医、日本消化器がん検診学会
総合認定医、日本消化管学会専門医、人間ドック健診専門医、日本内科学
会認定内科医など。
役員：日本消化器がん検診学会理事・代議員、日本大腸検査学会理事・九

州支部長、日本消化器内視鏡学会社団評議員、日本大腸肛門病学会評議員、
日本消化管学会代議員など。
2008年第16回・2017年第25回日本大腸検査学会九州支部会会長。2016年第
24回日本消化器関連学会週間（JDDW）2016年第54回日本消化器がん検診
学会大会会長。2020年第33回日本消化器内視鏡学会九州セミナー会長。
受賞歴：1996年日本総合健診医学会学会賞、2002年日本消化器内視鏡学会 
学会賞、2006年日本消化器がん検診学会有賀記念学会賞。

人間ドックに求められるこれからの大腸
がん検診 

大腸肛門病センター高野病院　消化器内科　科長
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シンポジウム4 
消化器がん対策における人間ドックの果たす役割
オンデマンド配信

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）

【はじめに】超音波検査は、非侵襲的な検査法であるために人間ドックにおいてもスクリーニング検査と
して用いられる。超音波検査を用いるスクリーニング検査には 3種類あり、人間ドックで施行される健康
の確認やその程度の把握および疾病の可能性・危険性の予知を目的とする健診スクリーニング、対象の中
から特定の疾患を拾い上げ死亡率の低下を目的とした検診スクリーニング、医師が中心となり臨床の場で
原因検索や緊急性の有無さらには的確な二次専門家への振るい分けを行う臨床スクリーニングである。行
政を中心に施行される胃がん検診、大腸癌検診などと同等の肝がん検診や膵臓がんなどと謳った超音波検
診としての対策型検診は行われていないのが現状である。そこで健診スクリーニング検査として施行され
る超音波検査が消化器がん対策における役割を考えてみる。【健診超音波スクリーニング検査の役割】超
音波検査においては健康診断では取り入れられていないことがほとんどであり、逆に人間ドックには非侵
襲的検査法のため含まれている場合多いという点で異なる。健診超音波スクリーニング検査の長所として
は、採血検査に異常が出現する前の段階で癌を指摘できる可能性がある点、良・悪性疾患を問わず定期的
に施行するため経時的変化が観察可能である点、肝臓、胆嚢、膵臓、腎臓と幅広い臓器がチェックできる
点、直接癌を指摘できなくてもハイリスクグループを早期に拾い上げて治療介入を行うことが可能な点、
などが挙げられる。これに対し短所としては超音波検査の客観性の低さであり装置・検者依存性が高いこ
とが挙げられる。超音波検査院においては、直接腫瘍を描出することが一番望まれるが、検者・被検者の
状況により描出不良域が存在するために、適切な間接所見から癌のハイリスクグループを拾い上げること
が重要な役割となっている。肝癌においては慢性肝障害とNASHを考慮した肝脂肪化、胆道癌における
胆管拡張。膵癌における主膵管の拡張や膵嚢胞性疾患の存在、胆道疾患における胆管拡張の有無、結石の
有無、などが挙げられこれらの所見を的確に拾い上げると共に経過観察が適切に施行できるように専門施
設との連携も密にすることが必要と考えられる。超音波所見の客観性の向上に関しては腹部超音波検診判
定マニュアルの導入により改善されると考えらる。今後、マニュアルの普及により超音波検査の所見の集
計も取りやすくなるため今後超音波検査の有用性が示されることが期待される。

プロフィール
1988年　日本大学医学部卒業
1998年　駿河台日本大学病院　超音波室室長
2004年　日本大学医学部消化器肝臓内科　講師
2008年　内科学系消化器肝臓分野　診療准教授　

2014年　日本大学病院 消化器科科長、超音波室室長
2015年　日本大学医学部内科学系消化器肝臓分野　研究所　准教授
2020年　日本大学医学部内科学系消化器肝臓分野　准教授

消化器がん対策における超音波健診の 
果たす役割 

日本大学病院　消化器内科　科長

小
おがわ

川　眞
まさひろ

広



86 人間ドック　Vol.35 No.３ 2020 年（350）

シンポジウム4 
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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）

膵癌は早期診断が困難であり予後は不良である。一方、腫瘍径が 1cm以下の場合 80%以上の 5年生存が
期待できることが報告されている。膵癌診療ガイドライン 2019 年版では、早期診断例の大半は、主膵管
の拡張、嚢胞性病変が高頻度に描出されており、重要な間接所見としている。また外来で施行可能なUS、
CT、EUS、MRI（MRCP）などを行った結果、腫瘤性病変が認められる場合にはEUS-FNAを提案し、腫
瘤は不明瞭であるが、膵管狭窄、口径不同などが見られた場合はERCPを行い、複数回膵液細胞診を提案
している。近年、外科的に切除された膵癌早期診断 200 症例の集積結果が報告されたが、精査中の発見例
ではUSでの膵管拡張が診断契機となった症例が多く、一方でCEA、CA19-9 など血中腫瘍マーカーの上
昇は極めて低率であった。また、糖尿病や冠動脈疾患など他疾患スクリーニング中の診断症例が半数を占
めていた。Stage 0 の症例では、USによる膵管拡張が高頻度であったが、膵管狭窄は低率であり、EUS、
MRCPでは高率であった。Stage I の症例でも、膵管拡張がUSなど各種画像所見で高頻度にみられ、US、
CT、MRI で描出できない場合でも腫瘤の直接描出はEUSで非常に高率であった。以上から、膵癌の早期
診断においてUSは重要な first modality であり、膵管の異常所見の描出に大きな役割を果たしており、従
来のUS、CTを中心として腫瘤を同定する診断法に加えて、膵管の異常所見に着目しEUS、MRI を介入
する診断アルゴリズムへの転換が必要と考えられる。近年、膵癌早期診断に向けた病診連携を生かした取
り組みの報告がみられる。尾道市医師会では 2007 年から膵癌の危険因子を有する患者に、連携施設でUS
や血液検査を施行し異常があれば、中核施設で画像検査を行い、精査の適応を判断する『膵癌早期診断プ
ロジェクト』を展開した結果、5 年生存率の大幅な改善がみられている。国内他地区から同様の報告が散
見されており、尾道と同様の成績が報告されている地区も見られる。膵癌の早期診断には、問診での危険
因子の確認をはじめ、血液検査での膵酵素、血糖値、腫瘍マーカーの測定に基づく症例の囲い込みから、
USを用いた膵のスクリーニングが必要であり、効率的に実現できる人間ドックにかかる期待は大きいと
考えられる。

プロフィール
・学歴
昭和63年　島根医科大学医学部医学科卒業
平成８年　広島大学大学院医学系研究科博士課程修了（医学博士号取得）
・職歴
昭和63年　広島大学医学部附属病院内科研修医
平成２年 　JA吉田総合病院内科医員
平成３年　広島記念病院内科医員

平成９年　JA尾道総合病院・内科部長
平成15年　JA尾道総合病院・内科部長・内視鏡センタ－長
平成19年　広島大学医学部・臨床教授併任
平成22年　JA尾道総合病院・消化器内科主任部長・内視鏡センタ－長
平成23年　JA尾道総合病院・診療部長併任
平成29年　JA尾道総合病院・診療部長・内視鏡センター長併任
現在に至る

膵癌の早期診断における人間ドックへの
期待 

JA 尾道総合病院　消化器内科　診療部長
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シンポジウム5 
高齢者のための健診と保健指導
期間限定配信（11月26日（木）～11月27日（金））

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）

　2008 年 4 月以降、40 歳から 74 歳を対象とする特定健康診査は、メタボリック症候群等の予防を目的と
して実施されており、75 歳以上の後期高齢者の健康診査の内容は特定健康診査と同じである。後期高齢
者の多くは、健康診査を受ける時点で既に生活習慣病等の複数の慢性疾患を抱えていることが多く、その
ほとんどは定期的に通院して薬物治療を受けている。健康診査の目的がメタボリック症候群等の早期発
見・早期治療であるなら、後期高齢者の多くの人にとって、健康診査の意義は薄くなってしまう。
　健康診査は対象集団の健康課題に適合していることが求められ、後期高齢者の健康課題の一つにフレイ
ルがある。フレイルとは、加齢によってからだの予備能力が低下し、様々なストレスに対して脆弱とな
り、回復力が低下している状態である。フレイルが進行すると要介護状態に移行しやすくなるが、フレイ
ルを早期に把握して適切に介入すれば、要介護状態への移行を防ぐことが可能となるだけでなく、健康な
状態に戻ることも可能である。後期高齢者が増加している現在、後期高齢者に特有の健康課題としてフレ
イルを対象とする健康診査が必要である。
　後期高齢者の健康課題の特徴は少なくとも三つ挙げられる。第一は先述のとおり、フレイルになりやす
いこと、第二は複数の慢性疾患を保有する者が多く多剤処方になりやすいこと、そして第三は加齢に伴っ
て健康状態や生活背景等の個人差が拡大しやすいことである。これらに対応するためには、高齢者一人ひ
とりについて健康状態を包括的に評価し、その評価結果に基づいて個別対応を基本とする保健指導が必要
である。
　後期高齢者は 2か所以上の医療機関を通院している者が多く、異なる医療機関の間で診療情報の共有が
困難となりやすい。高齢者一人ひとりについて、疾患名や処方薬剤名に係る診療情報の全体像を把握する
システムの導入が必要である。後期高齢者を対象とする健康診査では、受診者の慢性疾患や処方薬に関す
るすべての情報を収集・統合し、それを医療機関の間で共有することで、健康診査が後期高齢者の慢性疾
患管理・重症化予防を支援する機会となることが期待される。本シンポジウムでは、レセプトデータを用
いて後期高齢者の健康状態や受療状況を明らかにすることで、高齢者の特性に適合する健康診査と保健指
導のあり方を考察する。

プロフィール
1988年　帝京大学医学部卒業
1992年　帝京大学大学院医学研究科修了・博士（医学）
1992年　帝京大学医学部助手（公衆衛生学講座）
1996年　ハーバード大学大学院修了・Master of Public Health
1996年　東京都老人総合研究所研究員（疫学部門）

2000年　京都大学大学院医学研究科助教授（医療経済学分野）
2009年　京都大学大学院医学研究科准教授（健康情報学分野）
2011年より現職
現在、帝京大学客員教授、筑波大学客員教授を兼務

レセプトデータから見た高齢者の健康課
題と健康診査・保健指導 

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
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シンポジウム5 
高齢者のための健診と保健指導
期間限定配信（11月26日（木）～11月27日（金））

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）

[ 背景 ] 社会の高齢化にともない要介護を要する運動器疾患の割合が増加しており、ロコモティブシンド
ロームへの対策が急務である。各地で運動器健診への取り組みが行われているが、健康診断において運動
器に関しどのような評価項目が妥当であるかのエビデンスが十分ではない。[ 目的 ] 本研究では、エビデ
ンスに基づく運動器機能評価指標を抽出し、これらを健診において評価する運動器健診システムを構築す
ることを目的とした。[ 対象と方法 ] 対象は慶應義塾大学病院予防医療センターまたは共同研究機関にお
いて健康診断を受診した者のうち、運動器健診への参加に同意を得られた 38 名（男性 15 名 , 女性 23 名，
平均年齢 54.6 ± 8.7 歳）を対象とした。評価項目は関連する疾患（サルコペニア・フレイル・骨粗鬆症）
ガイドラインを参考とし、運動器機能評価に必要な項目を選定した。[ 結果 ] 運動器健診の実施項目とし
て (1) 問診 ( フレイル、運動機能、 痛Numerical Rating Scale：以下，NRS) (2) 骨密度測定 (3) 体組成測
定 (SMI) (4) ロコモ度テスト (5) 下肢筋力測定（ロコモスキャン） (6) 3mTimed Up and Go (TUG) テスト (7) 
開眼片脚立ちテスト（保持時間・重心動揺） (8) 握力測定 (9) 歩行速度、の 9項目が選定された。ロコモ度
判定基準の結果，ロコモ度 0が 22 名、ロコモ度 1が 16 名，ロコモ度２は 0名であった。ロコモ度０群と
1群の間に、性別，年齢，身長，体重などの身体的特性に差を認めなかったが、TUGテストについて 0群
7.1 ± 1.0 秒、1群 8.2 ± 1.6 秒と有意差を認めた (p ＜ 0.05, T 検定 )。[ 考察 ] 本研究ではロコモティブシ
ンドロームの原因疾患として、フレイル、サルコペニア、骨粗鬆症を選定し、コンセンサスを得られてい
る診断基準、評価指標、検査方法を参考として評価項目を提案した。アンケートを除いた計測時間は 30
分程度であり、新たな実施スペースを必要とせず通常の健診施設で実施可能であった。本研究にて提示し
た評価項目による運動器健診を人間ドック・健診のフィールドにおいて実施しさらなるエビデンスを蓄積
する必要がある。今回提案した運動機器の評価項目については、フレイル、サルコペニア、骨粗鬆症のガ
イドラインおよび診断基準において基準値および判定標語が設定されている。今後運動器健診の評価項目
についてデータを蓄積し日本人の標準値を設定することで、ロコモティブシンドロームに対する適切な予
防・介入が可能となることが期待される。

プロフィール
1992年　慶應義塾大学医学部卒業
1998年　慶應義塾大学大学院医学研究科修了・医学博士
1999-2001年　スタンフォード大学工学部訪問研究員

2004-2009年　慶應義塾大学医学部整形外科・特別研究講師
2010年-　慶應義塾大学医学部運動器生体工学寄附講座・特任准教授
2019年-　慶應義塾大学医学部運動器整体工学寄附講座・特任教授

ロコモティブシンドローム評価のための
運動器健診システムの構築 

慶應義塾大学医学部　運動器生体工学寄附講座　特任教授 1 
慶應義塾大学医学部整形外科 2　慶應義塾大学スポーツ医学研究センター 3 

慶應義塾大学予防医療センター 4　江戸川病院人工関節センター 5
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雄1　金治　有彦2　原藤　健吾2　大川原 洋樹2　澤田　智樹2　
伯川　聡志2　西沢　康平2　石田　浩之3　岩男　　泰4　泉田　良一5
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シンポジウム5 
高齢者のための健診と保健指導
期間限定配信（11月26日（木）～11月27日（金））

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）

「運動器の健康維持」は、自分の足で歩き・移動できる自立した生活（介護不要、寝たきりゼロ）に欠か
せない根幹である。運動器の障害であるロコモティブシンドローム（ロコモ）のうち、骨の障害として骨
粗鬆症や骨折がある。骨粗鬆症では軽微な外力で骨折「脆弱性骨折 fragility fracture」をきたす。要介護
要因のとしては「骨折・転倒」は上位であり、年齢別では 80 歳代、90 歳代の要介護要因の主なものは骨
折・転倒、関節疾患である。したがって骨粗鬆症対策は高齢者の健康管理に不可欠であり、健康寿命延伸
につながるものである。高齢者のための検診として １．運動器機能の検診：ロコモティブシンドロームの
評価 ２．骨粗鬆症検診：転倒、骨折リスク ３．高齢者の包括的評価骨粗鬆症の予防戦略（３T）で「脆弱
性骨折を予防し、骨折の連鎖を断つ」　Target: 一回骨折をきたした（既存骨折）方は骨折高リスク者であ
り、治療と予防の対象である　Tool: 治療と予防を開始し、継続するためのモチベーションを高めるツー
ルとして骨折予防手帳、ロコモコールを活用する。　Team: 医師だけでは力不足。急性期病院内や地域に
おける多職種連携チームにより、病院から地域までのシームレスな治療から予防を行う。

プロフィール
1980年　新潟大学医学部卒業
1987年　新潟大学大学院修了（医学博士）
1999年11‐2020年3月　新潟大学教授（整形外科学）

2020年4月　  新潟大学名誉教授　新潟県立燕労災病院副院長 
新潟県福祉保健部参与　日本整形外科学会名誉会員、 
日本骨粗鬆症学会理事長（2019年10月‐）、 
日本サルコペニア・フレイル学会理事

高齢者のための骨粗鬆症検診と予防 

新潟県立燕労災病院　整形外科
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シンポジウム5 
高齢者のための健診と保健指導
期間限定配信（11月26日（木）～11月27日（金））

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）

　日本の透析患者数は未だ増加の一途をたどり、医学的のみならず医療経済的にも透析患者数抑制が喫緊
の課題である。透析導入原疾患の第一位は糖尿病性腎症であるが、早期発見と適切な治療により重症化を
予防できる。そこで 2016 年に糖尿病性腎症重症化予防プログラムが策定され、保険者により、糖尿病重
症化リスクの高い未受診者と治療中断者への受診勧奨、治療中の患者を含む保健指導が広く実践されてい
る。
　同事業では、糖尿病性腎症は糖尿病と腎機能低下または蛋白尿で診断する。糖尿病性腎症の早期診断に
はアルブミン尿が重要だが、特定健診では検査できず、尿試験紙で代用する。腎機能は年齢、性別と血清
クレアチニン（sCr）から推算GFRを算出し評価するが、sCr は特定健診では詳細項目であり、後期高齢
者では検査されない場合が多い。人間ドックでは sCr を検査するため、糖尿病性腎症重症化予防事業と連
携して、受診者の健康増進と適切な医療に貢献することが重要である。
　人間ドックは、より高水準な健診により、糖尿病性腎症重症化予防事業に貢献できると期待される。sCr
は筋肉量の影響を受け、サルコペニア・フレイルでは不正確となるため、筋肉量に影響されない血清シス
タチンC（sCys）が有効である。春日井市総合保健医療センターではアルブミン尿と sCys を含む人間ドッ
ク健診により、正確な腎機能評価と糖尿病性腎症の早期発見に努めている。その成果を紹介し、人間ドッ
ク健診の特長を生かした糖尿病性腎症重症化予防を展望する。
　高齢者の糖尿病治療では、とくに低血糖に注意が必要である。また高齢者は急性腎障害（AKI）のリス
クが高い。シックデイには、ビグアナイドや SGLT2 阻害薬は中止し、高齢者ではNSAIDs などのAKI リ
スクのある薬物に注意する。高齢糖尿病患者の保健指導では、糖尿病療養指導士など経験豊富な医療者に
よる指導が望ましい。看護師・保健師、管理栄養士、薬剤師を対象とする腎臓病療養指導士は、人間ドッ
ク施設のスタッフでも取得でき、広く腎疾患患者の重症化の予防に寄与すると期待される。
　本講演では高齢者を中心に、人間ドック健診と連携した糖尿病性腎症重症化予防事業と腎疾患対策につ
いて概説する。

プロフィール
1995年　名古屋大学医学部卒業
2004年　ミュンヘン大学留学・フンボルト財団・研究奨学生
2006年　名古屋大学腎臓内科・助教

2008年　名古屋大学CKD地域連携システム寄附講座・准教授
2013年　名古屋大学CKD先進診療システム学寄附講座・准教授

糖尿病性腎症重症化予防事業： 
高齢者への保健指導における注意点 

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 1 

春日井市総合保健医療センター 2
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シンポジウム5 
高齢者のための健診と保健指導
期間限定配信（11月26日（木）～11月27日（金））

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）

認知症を伴う高齢者数は増加しており、2025 年には高齢者の約 20%が認知症を伴うと試算されている。
認知症高齢者にやさしい地域づくりを展開するため、認知症施策推進総合戦略（新オレンジプラン）が
2015 年に策定された。同プランでは、「認知症の予防法、診断法、治療法、リハビリテーションモデル、
介護モデル等の研究開発及びその成果の普及の推進」という施策が掲げられており、認知症の病態解明や
治療薬開発、症状の改善法などをターゲットに認知症に関する研究基盤整備事業が計画され、「オレンジ
レジストリ研究」として 2016 年から開始されている。
　オレンジレジストリ研究とは、国立長寿医療研究センター（以下、当センター）を含めた全国 30 余り
の施設規模で行われている多施設共同研究である。認知症の病期に応じて、健常（プレクリニカル）期、
軽度認知障害（MCI：Mild Cognitive Impairment）期、認知症ケア期、と縦断的に研究班を組織し、切
れ目のない仕組みを作っている。また、横断的に、システム連携、国際連携、クリニカル・イノベーショ
ン・ネットワーク（企業との連携を模索）など、研究運営上の基盤整備、産官学ネットワーク作りにも留
意している。この研究では、地域住民を対象にした疫学調査からのデータも収集しており、簡易な認知機
能スクリーニング検査も実施している。
　最近では、研究対象として感覚機能と認知症との関連がクローズアップされている。耳鼻咽喉科領域で
は、聴覚や嗅覚が研究対象として注目され、睡眠呼吸障害も脳・心血管障害のリスクとして挙げられてい
る。また、平衡障害による転倒から寝たきりも誘発しうる。高齢化社会を迎えた現在、聴力など感覚器の
領域においても認知症の予防を目指した研究の発展が期待されている。
　このシンポジウムでは、認知症についての最近の臨床研究について概説する。最近の研究成果から分
かったこと、現在進行中の研究などを紹介し、高齢者の健診や保健指導についての参考情報を提供した
い。

プロフィール
【略歴】
1999-2003：  岐阜大学医学部卒業、岐阜大学病院/関連病院にて内科・神経

内科 
2003-2011：兵庫県立姫路循環器病センター 神経内科　医長 
2007-2011：神戸大学大学院医学系研究科 医学博士取得
2011-2015：川崎医科大学脳卒中医学教室 特任講師/特任准教授
2015-：  国立長寿医療研究センター もの忘れセンター に着任、医長/副セ

ンター長、現在に至る

【学位】博士（医学）
【学会】  日本内科学会（認定医・総合内科専門医）、日本神経学会（専門医・

指導医）、日本脳卒中学会（専門医・指導医・評議員）、日本認知
症学会（専門医・指導医）、日本認知症予防学会（代議員）、日本
神経治療学会（評議員）、日本脳神経超音波学会（評議員）、日本
消化器内視鏡学会（専門医）、卒後臨床研修指導医、日本脳ドック
学会ガイドライン小委員会委員

【受賞】第10回日本脳血管・認知症学会YIA優秀賞

聴力低下と認知症に関する臨床研究の最
近の話題と高齢者健診への展望 

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
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特別企画1 
腹部超音波検診判定マニュアル2021年版
オンデマンド配信

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）

判定マニュアルの作成と改訂の経緯
日本人間ドック学会では人間ドックの標準化を目指して，基本検査項目とその検査項目についての判定区
分を作成している。6種類の画像検査については個々の専門学会と連携して，2014 年に判定マニュアルを
作成した。腹部超音波に関しては，日本消化器がん検診学会，日本超音波医学会の３つの学会で「腹部超
音波健診判定マニュアル」を作成した。その後，利用者からのさまざまな建設的な意見をいただき，改訂
の作業に着手し，2020 年の改訂版発行の運びとなっている。発行に際して，今回の発表の機会をいただ
いた。なお旧版の名称は「健」診判定マニュアルであった。厚生科学審議会地域保健健康増進栄養部会　
健康診査等専門委員会　報告書（2019 年）において，健診は主に将来の疾患のリスクを確認する検査群
であり，検診は主に現在の疾患自体を確認する検査群と定義された。日本内科学会雑誌（2017；106：605-
610）にも「健診・検診の評価と動向」として論文化されている。腹部超音波は検診の位置づけにあるの
で，今回，「検」診判定マニュアルに名称を変更した。
所見用語
人間ドックでは，受診者に渡す結果報告書に最終診断名を記載することは稀で，多くは所見名である。「腹
部超音波検診判定マニュアル」においては，所見名と判定区分を例示しているが，実際の結果報告書にそ
の所見名で記載されることはない。病名の場合は，日本医学会の医学用語が使用されるが，その辞典には
所見名はほとんど存在しない。１つの所見に対して表現型は多数存在する。その結果，１つの企業で複数
（たとえば東京と大阪）の健診機関に人間ドックを依頼すると，同じ病態でも異なる所見名で報告される。
企業としては管理できない状態にある。受診者側としては，人間ドックで慢性肝障害と報告されてきた
が，転勤すると別所見名（馬鈴薯肝）で報告を受けることになる。その２つが同一病態なのか別病態なの
かなどは判断できない。所見データの互換性問題を解決するために，日本医師会の主導で健診関係の 11
の学会・団体が連合して日本医学健康管理評価協議会を立ち上げ，「健診標準フォーマット」を作成して
いる。ここでは，上記の判定マニュアルに使用している所見名を中心に，人間ドックの画像検査で使用す
る所見名を洗い出し，「標準用語」と「類義語」を設定した。健診機関では従来の類義語に属する所見名
を用いながら，変換ソフトで「標準用語」に変換できる仕組みになっている。これにより健保組合などは
多くの負荷が軽減でき，将来的にはパーソナル・ヘルス・レコードにも活用が可能となる。

プロフィール
1985年　東京慈恵会医科大学　内科系大学院　卒業
1993年　同大　第４内科学　講師
1996年　同大　附属病院総合診療室　診療医長
2000年　同大　健康医学センター　センター長

2009年　同大　大学院医学研究科健康科学　教授　現在に至る
1997年～2018年　日本超音波医学会　超音波専門医
現在　  日本人間ドック学会理事，健診判定・指導マニュアル作成委員会委

員長，人間ドック・健診用語集作成委員会委員長

検診判定マニュアルの作成・改訂と所見
用語 

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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特別企画1 
腹部超音波検診判定マニュアル2021年版
オンデマンド配信

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）

2014 年４月腹部超音波検診判定マニュアル（以下マニュアル）が公表されて 5年が経過した。現在判定
マニュアルの改訂に関するワーキンググループが改訂作業を行っている。今回は実施基準の改訂のポイン
トについて現在の状況を報告する。1．まず、腹部超音波検診の目的は対象臓器のがんを早期に発見し、
対象者（個人）の死亡の危険を低下させることであり、前がん病変やハイリスクグループの拾い上げも含
まれることを記載した。そしてがん検診の利益（メリット）と不利益（デメリット）についても言及し
た。2．対象臓器は従来と変更なく、肝臓、胆道、膵臓、腎臓、脾臓、腹部大動脈とした。ただし、副腎
や下腹部臓器（膀胱、子宮、卵巣、前立腺等）は正式な対象臓器とはしないが、走査過程において所見が
認められた場合は記録してもよいこととしている。3．診断装置については耐用年数を具体的に 7年と表
記しプローブについても概ね診断装置の耐用年数と同等とした。4．検査の前処置としては前日の 22 時以
降の固形物の摂取制限と、検査 2時間前まで水・白湯の摂取を可とし、午後の検査に対する制限にも触れ
る予定である。5．走査方法では検査時間について意見を多くいただいている。現行では 1人当たり 6～7
分が標準と表記されているが、判定マニュアルに準拠した検査を行うことで、6～7分での検査は難しく、
1時間あたり 5～6人と変更の予定である。検査時間を大きく左右する記録断面にも変更がある。現在の
判定マニュアルでは 16 断面以上を推奨しているが、記録断面例では網羅しきれていない断面があること
から、今回は参照断面として断面の画像を増やす予定である。走査の手順については特に規定しないと
し、体位変換（左右側臥位，半座位，座位）についても記載予定である。6．今回新たに検査環境につい
て追加予定である。検査環境では身体的負担を軽減する項目を追加し、各施設での環境改善を提案しやす
くなるよう配慮した。7．教育については、技師の教育として学会・研修会・講習会への積極的な参加の
取り組みと、施設内での症例検討の開催をおこない、検査、診断精度の向上に努めることを記載し、医師
の教育については医師は腹部超音波検診判定マニュアルを十分に理解・活用し、腹部超音波検診の客観性
の向上とマニュアルの普及に努め超音波検診の精度向上を目指すことを記載予定である。実施基準は施設
の精度管理に直結する項目が多くあり、ワーキンググループの会議でも多くの時間を費やしてきた。改訂
されたマニュアルが腹部超音波検診の場でさらに普及することを目指していかなければならないと考えて
いる。

プロフィール
【学歴】1988年大阪市立大学卒業
【職歴】住友病院外科診療局長
【所属学会】  日本超音波医学会、日本消化器がん検診学会、日本消化器病

学会、日本消化器外科学会、日本外科学会、日本消化器内視

鏡学会、日本胃癌学会、日本臨床外科学会等
【専門医等】  日本超音波医学会専門医・指導医、日本消化器病学会専門医・

指導医、日本消化器外科学会専門医・指導医、日本外科学会
専門医・指導医、日本消化器内視鏡学会専門医

腹部超音波検診判定マニュアル 
－実施基準－ 

一般財団法人住友病院　外科　外科系診療局長
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特別企画1 
腹部超音波検診判定マニュアル2021年版
オンデマンド配信

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）

【腹部超音波検診判定マニュアル改訂の経緯】腹部超音波検査は消化器がんの早期診断には欠くことので
きない診断法である。しかし、多数の臓器を扱う、がん以外の病変も対象とする、がん発見時の所見の記
載方法が統一されていないなどの理由から精度管理や有効性の評価が施行しにくい状況であった。そこで
日本消化器がん検診学会において 2011 年に作成された腹部超音波がん検診基準をがん検診以外にも範囲
を広げる目的で変更し日本人間ドック学会、日本消化器がん検診学会、日本超音波医学会の 3学会共同で
腹部検診判定マニュアルが 2014 年に発表された。判定マニュアルは、実施基準、ならびにがん検診とし
ての精度評価のための判定基準を作成し、基準を広く普及させることにより、腹部超音波検診の検査法の
質的向上と均質化、がんに対する判定基準の共通化、腹部超音波検診の精度評価ならびに有効性評価を可
能な手法とすること、の 3点を目標とした。当初より 5年を目途に改定を目指しており、2019 年に各学
会でこれまでの経験をもとにワーキンググループを結成し、現状の問題点を挙げ改訂作業が行われ本年度
に発表の予定となっている。ここではマニュアルの肝臓、脾臓についての改良点を中心に発表する。これ
まではがん検診中心に置かれていたため腫瘤性病変の評価から入っていたが、表示方法を形態評価からに
並びかえ検査を施行している際の評価を行う順番に近い配置にしたこと。これまでの肝臓・脾臓について
は、大きな改善というよりは、形態評価⇒充実性病変⇒嚢胞性病変⇒その他の順に並べ替えを行い、全国
からの質問が多かった部分に対して用語などの解説を注釈を増やし、実際の検査の際に的確にカテゴリー
がつけられるようにした。【まとめ】改定により、実際の超音波を施行しながらのカテゴリー判定がつけ
やすくなった印象がある。問題点としては普及率となる。本マニュアルは超音波健診の所見や検査結果に
対する客観性の改善も目的としており、マニュアル導入により全国集計なども施行しやすくなり超音波健
診の有用性が評価可能となることが期待されている。これまでのマニュアルは各施設の健診システムの
ハード面での問題もあり導入していない施設も多かったが、全国津々浦々に浸透することが重要であり健
診超音波検査適正な評価および底上げにもなると考えられる。発表より 5年が経過し各施設においても浸
透しつつあり、今回の改定により各学会でも発表することでさらに導入する施設が増えることが期待され
る。

プロフィール
1988年　日本大学医学部卒業
1998年　駿河台日本大学病院　超音波室室長
2004年　日本大学医学部消化器肝臓内科　講師
2008年　内科学系消化器肝臓分野　診療准教授　

2014年　日本大学病院 消化器科科長、超音波室室長
2015年　日本大学医学部内科学系消化器肝臓分野　研究所　准教授
2020年　日本大学医学部内科学系消化器肝臓分野　准教授

腹部超音波検診判定マニュアル 
肝臓・脾臓 

日本大学病院　消化器内科　科長
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特別企画1 
腹部超音波検診判定マニュアル2021年版
オンデマンド配信

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）

　2014 年に日本消化器がん検診学会、日本超音波医学会、日本人間ドック学会が連携して作成した「腹
部超音波検（健）診判定マニュアル」は、実施基準、カテゴリー、判定区分（事後指導）からなってお
り、US画像所見にカテゴリーが対応しているため、専門領域でない判定医にも適切な判定区分の決定が
可能である。一方、US検（健）診の精度向上と均質化には、「腹部超音波検（健）診判定マニュアル」の
US画像所見の継続的な改訂と検査担当者に対する教育指導が必要である。
　今回は、現在検討中である「腹部超音波検診判定マニュアル」の胆道、膵臓の判定基準変更案につき解
説する。
胆嚢
　今回はカテゴリーと判定区分については改訂を行わず、US画像所見の文言の調整のみとした。びまん
性壁肥厚については、除外項目を小嚢胞構造あるいはコメット様エコーありのみに変更し、小嚢胞構造や
コメット様エコーを伴う壁肥厚では隆起性病変の存在に注意するよう明記している。胆嚢腫大とデブリエ
コーについても変更を加えず、下部胆管や膵頭部に閉塞基点がないことを評価するよう明記している。結
石像の項目に石灰化像と気腫像を含むとしていたが、結石像と気腫像の別項目とし、いずれもC2、C（経
過観察）としている。
胆管
　肝外胆管拡張については、拡張部が紡錘状や嚢腫状の形状を呈する例は膵・胆管合流異常を考慮して、
C4、D2（要精検）とするよう追加している。さらに、胆管摘出後の項目を追加している。胆管径の計測
法についても、膵管径の測定と同様に拡大画像で主膵管の前壁エコーの立ち上がりから後壁エコーの立ち
上がりまでを計測し少数点以下を四捨五入してmm表示とすることにしている。結石像の項目に石灰化
像と気腫像を含むとしていたが、結石像と気腫像の別項目とし、結石像はC2、D1（要治療）、気腫像は
C2、C（経過観察）としている。
膵臓
　US画像所見に対する解説として、形態異常については、輪郭が平滑な病変のみ限局腫大とし、輪郭が
不整な病変は充実性病変とする、充実性病変と嚢胞性病変の区分を、充実成分と嚢胞成分が混合している
病変は占める割合が多い方を主となる病変として充実性ないし嚢胞性病変に含める、分枝膵管の拡張は嚢
胞性病変に含めることとした。
　充実性病変は、充実性偽乳頭状腫瘍や漿液性腫瘍といった腫瘍性病変が高エコー腫瘤像に含まれる可能
性があるため、大きさを細項目に追加し、＜ 15mmは C2、C（経過観察）、15mm≦を C3、D2（要精検）
に分類することにしている。動脈瘤、A-Vshunt（動静脈奇形を含む）、静脈塞栓（血栓、腫瘍）、側副血
行路などの血管異常を追加し、C2、D2（要精検）としている。
以上現在改訂中の「腹部超音波検診判定マニュアル」の胆道、膵臓の判定基準変更案につき解説した。

プロフィール
1986年3月　金沢大学医学部医学科　卒業
1986年5月　ＪＡ長野厚生連佐久総合病院　研修医
1988年4月　ＪＡ長野厚生連佐久総合病院　内科医員
1995年4月　仙台市医療センター仙台オープン病院　研修員（1年間）
1997年4月　ＪＡ長野厚生連佐久総合病院　内科医長
2000年4月　飯田市立病院　消化器科医長

2004年4月　飯田市立病院　消化器科科長
2008年1月　飯田市立病院　消化器内科部長　現在に至る
2016年2月　東京女子医科大学　非常勤講師　兼任
2018年4月　東邦大学医学部医学科　客員教授　兼任
2019年4月　飯田市立病院　診療技幹　兼任

腹部超音波検診判定マニュアル 
－胆道・膵臓の判定基準変更案－ 

飯田市立病院　消化器内科　部長・健康管理課　主任部長
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特別企画1 
腹部超音波検診判定マニュアル2021年版
オンデマンド配信

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）

腎における改訂点１．他の臓器と同様に部分切除や腎移植後、先天奇形をカテゴリー2とした。２．充実
性病変は、これまでカテゴリー３の充実性病変は判定区分D2要精査であったが、1cm未満の場合は判定
区分をC経過観察としても良いとした。また腎血管筋脂肪腫については全て判定区分をC経過観察とし
ていたが、4cm以上の場合は判定区分D2要精査とした。３．嚢胞性病変は、多発性嚢胞腎を疑う超音波
所見があれば判定区分をC経過観察としていたが、判定区分D2要精査とした。また、カテゴリー２，３，
４の区別を解りやすくし、図を追加した。４．石灰化像は、腎実質内と腎盂尿管内を区別し、1cm以上の
腎盂尿管内結石は判定区分D2要精査とした。５．血管異常を追加した。腹部大動脈における改訂点１．
大動脈瘤に対する手術やステントグラフト内挿術後の項目を追加した。２．大動脈の限局拡張は、形態で
紡錘状と嚢状に分類し、紡錘状拡張を最大径 3cm≦　　＜ 4.5cm、4.5cm≦    ＜ 5.5cm、5.5cm≦の 3つ
に分けてそれぞれの判定区分をC経過観察、D2要精査、D1P として要治療で直ちに報告すべきとした。
３．その他の所見として、フラップ、プラークを追加した。以上の改訂点について、超音波像を示し改訂
の理由を含めて報告する。

プロフィール
1982年　奈良県立医科大学卒業
1986年　奈良県立医科大学放射線科助手
2001年　奈良県立医科大学腫瘍放射線科講師

2003年　奈良県立医科大学附属病院超音波室講師
2006年　奈良県立医科大学附属病院中央内視鏡・超音波部准教授
2016年　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

腎・腹部大動脈における改訂のポイント

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
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特別企画4 
職域検診における子宮頸がん検診の課題とこれから
オンデマンド配信

共催：ロシュ・ダイアグノスティックス株式会社
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）

　我が国で子宮頸がんに罹患する女性は、年間 11000 人と多く、しかも近年では、30～40 歳代における
罹患率が増加傾向にある。40 歳代女性の死亡率を見ると、子宮頸がんが乳がんに次いで 2番目に多い。そ
のため、子宮頸がん患者に関わる医療従事者は、両親に見守られながら、あるいは小さな子供に手を握ら
れながら永眠される、という患者の悲しい最期に立ち会う機会を持つ。その際いつも思うことは、患者さ
んは検診を受けていたのか、あるいはワクチンの存在を知っていたのか、ということである。
　子宮頸がん発症の主な原因は、ヒトパピローマウイルス（HPV：Human Papilloma Virus）の感染であ
る。HPVが持続感染することにより、数年の時間をかけ、前がん病変（異形成）を経て子宮頸がんにな
ることがわかっている。この事実を元に、WHO ( 世界保健機関 ) は、“HPVワクチン ”と “ 子宮頸がん検
診 ”の 2つの予防法を推奨している。そして、2019 年にWHOは、子宮頸癌撲滅の目標値として、15 歳
までのワクチン接種率 90％と 35～45 歳までのがん検診の受診率 70％を掲げた。
　しかし、ワクチンに関する副反応報道が原因で、本邦における現在のワクチン接種率はわずか１％と極
めて低い。そのため、子宮頸がんの二次予防として、子宮頸がん検診の果たす役割はとても大きい。しか
し、検診の受診率はわずか 40％程度で、目標値には到底届く数値ではない。さらに、住民に必ずしも統
一された精度の高い検診が行われていないことも問題である。特に、職域におけるがん検診は、保険者や
事業者が福利厚生の一環として任意で実施しているものなので、対象年齢や検査方法が様々で統一されて
いないことが問題である。
　本年、「有効性評価に基づく子宮頸がん検診ガイドライン 2019 年度版」が発表された。ガイドラインの
中で、今回大きく変化した点が 2つある。一つ目は、HPV検査の取り扱いに関して、細胞診・HPV検査
併用法もHPV検査単独法も、共に推奨グレードが上がったという点で、2つ目は、検体採取に関して、自
己採取を認めないと記載された点である。
　本講演では、①子宮頸がん検診が若い女性の一生を救う重要な事業であること、②エビデンスに基づく
制度の高い検診とは何か、③現在我々が取り組んでいる自己採取HPV検査は未受診者対策として導入可
能か、の 3点に絞ってお話させていただく予定である。

プロフィール
［職歴］
1993年  4月　福井医科大学医学部附属病院産科婦人科学教室入局
1995年  7月　福井県済生会病院産婦人科
1998年  9月　公立高島総合病院産婦人科
2001年  7月　福井医科大学医学部産科婦人科学助手
2003年 10月　福井大学医学部産科婦人科学助手
2006年  4月　米国MDアンダーソン癌センターに留学
2008年  3月　米国より帰国
2008年  7月　福井大学医学部附属病院産科婦人科講師
2014年  4月　福井大学医学部附属病院産科婦人科准教授　現在に至る

［学位・免許・資格］
1993年  5月　医師免許取得
1998年 10月　日本産科婦人科学会専門医取得
2005年  3月　医学博士号取得
2008年  3月　米国MDアンダーソン癌センター癌修練生修了証取得　
2009年  4月　日本臨床腫瘍学会暫定指導医取得

2010年  5月　日本婦人科腫瘍学会婦人科腫瘍専門医取得
2012年 12月　日本臨床細胞学会細胞診専門医取得
2015年  4月　日本臨床細胞学会細胞診教育研修指導医取得
2015年  8月　日本産婦人科学会産婦人科指導医
2015年 12月　日本婦人科腫瘍学会婦人科腫瘍指導医取得
2016年 12月　母体保護法指定医取得

［学会活動］
2013年  7月　JOGRのAssociate Editor
2014年  1月　日本婦人科腫瘍学会代議員
2017年  5月　日本臨床細胞学会評議員
2017年   　　子宮頸がん治療ガイドライン作成委員
2020年  9月　日本臨床内科医会　公益事業委員会委員

［所属学会］
日本産科婦人科学　日本臨床細胞学会　日本婦人科腫瘍学会　日本癌治療学会
日本臨床腫瘍学会　日本婦人科検診学会

子宮頸がん検診におけるHPV検査の意義 

福井大学医学部附属病院　産婦人科　准教授
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特別企画4 
職域検診における子宮頸がん検診の課題とこれから
オンデマンド配信

共催：ロシュ・ダイアグノスティックス株式会社
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）

【はじめに】
 　労働衛生機関である京都工場保健会（当会）では職域がん検診として、事業者が行う企業検診や保険
者が行う家族検診を実施しており、その需要は年々高まっている。2019 年度は約 5万件の職域子宮頸が
ん検診を実施しているが、職域特有の課題も多い。筆者は産婦人科専門医として子宮頸がん検診に携わる
傍ら、嘱託産業医として多くの企業や保険者と関わっている。本稿では、2つの立場から職域がん検診の
現状・課題およびその解決への展望について述べる。
【職域における子宮頸がん検診の問題点】
　職域におけるがん検診は、法的根拠がなく、保険者や事業者が福利厚生の一環として任意で実施してい
るものであり、検査項目や対象年齢等、検診の実施方法は自由に設定することが可能である。そのため、
エビデンスとかけ離れた方法で実施されることも少なくない。子宮頸がん検診においても例外ではなく、
自己採取細胞診が職域で広く浸透していた。
【保険者や事業者が自己採取細胞診を実施しやすい理由】
　従来、細胞診は「医師採取に限る」と採取法が明示されて来なかったことから、自己採取も可能と拡大
解釈されてきた。その他の理由としては、①コスト、②検診環境、③受診率向上のため、に集約されるで
あろう。①コスト：医師採取であれば、婦人科医や介助者の人件費をはじめ、検診費用を含む多額のコス
トが必要であり、それらは当然、検診費用に反映される。②検診環境：多くの職域では、離席時間が短く
事業への影響が小さいことから、巡回健診型のがん検診を期待する声も多いが、巡回子宮頸がん検診実施
可能な設備を有する健診機関は限られているなど課題が多い。その点、自己採取は事前にキットを渡して
当日回収を行うだけであり、「いつでも、どこでも」検診が可能である。③受診率向上：子宮頸がん検診
は、羞恥心などの面から最も女性の抵抗感が強い検診の１つであり、受診率も低い。そのため、受診者の
心理的なハードルを下げる目的で自己採取が選ばれやすい。
【自己採取細胞診の精度について】
　筆者は 2016 年に職域子宮頸がん検診における自己採取細胞診の精度について医師採取と比較検討した
論文発表を行っている。結果は、医師採取において細胞診陽性率が高く、Fisher’s exact test による解析
により有意差（p＜ 0.01）を認めた。特に、自己採取は子宮頸がんの好発年齢である 20～40 歳代におい
て細胞診陽性率が低く、偽陰性により対策型検診の目的である死亡率減少効果が不十分である可能性に加
え、妊孕性が奪われるなどQOLの低下を招く危険性があると考えられた。
【今後の展望】
　職域での運用面を考慮すると、全てを医師採取細胞診に切り替えることは、企業・健診機関双方の理由
から困難であろう。細胞診ではなくHPV検査であれば自己採取検体であっても医師採取と同等の精度が
見込まれるため、現段階では、職域で実施されている自己採取細胞診を自己採取HPV検査へ切り替える
という対策が最も現実的であると考える。

プロフィール
2004年3月　産業医科大学医学部医学科卒業
2004年5月　洛和会音羽病院　初期臨床研修医を経て
　　　　　 健診センター医員・産婦人科医員　兼務
2011年7月　一般財団法人京都工場保健会　産業保健推進室　医員
2015年1月　同上　医長

【資格】社会医学系専門医・指導医、産業医学ディプロマ、
　　　 日本産科婦人科学会産婦人科専門医
【受賞歴】日本総合健診医学会　第44回大会若手奨励賞
　　　　 日本総合健診医学会　平成28年度優秀論文賞

職域検診における子宮頸がん検診の問題点  
～企業・労働衛生機関の立場から～ 

一般財団法人京都工場保健会産業保健推進室　医長
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特別企画4 
職域検診における子宮頸がん検診の課題とこれから
オンデマンド配信

共催：ロシュ・ダイアグノスティックス株式会社
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）

日本における子宮頸がんの罹患者は毎年約一万人、死亡者は約 3,000 人である。特に近年、20～30 代の女
性の発症率が増加している。
子宮頸がんは早期発見と治療により命を失わなかった場合でも、子宮や卵巣および周囲のリンパ節の摘出
といった治療によって、後遺症（出産ができなくなる、リンパ浮腫や排尿障害に苦しむ、など）を引き起
こす可能性がある。これらの後遺症は、女性の生活の質 (QOL) を下げるだけでなく、結婚や出産など女性
のライフステージにおける大切なイベントにも深刻な影響を及ぼすことが懸念される。
多くの場合、子宮頸がんは定期的な検診とヒトパピローマウイルス・ワクチン ( 以下 HPVワクチン ) の
接種によって予防することが可能である。

HPV感染そのものを予防するHPVワクチンは、すでにGSK健康保険組合被保険者（社員・家族）を対
象に費用全額を健康保険組合負担で実施している。

GSK健康保険組合が実施する職域検診では、予防が可能であれば発生をゼロに抑えるためにより精度の
高い検診を導入するべきであるとの考えから、日本産婦人科医会のリコメンデーションもあり、HPV13
種類を検出可能な世界基準であるハイブリッドキャプチャー法を 30 歳以上の健康保険組合被保険者（社
員・家族）を対象に 2016 年より導入した。

子宮頸部細胞診+HPVの併用検査はより精度の高い検診であり、前がん病変の早期発見が可能なため本
人の安心にも繋がることと、細胞診・HPVともに（－）だった場合の検査間隔の延伸が可能となる。さ
らに財政的には二次的に検診の費用対効果が向上することも期待されている。

細胞診+HPV併用検診は、検診結果がⅠ群（ダブルマイナス）の人の中には、3年目まで細胞診を受けな
い不安を持つ人もある。その人たちに対しては、精度の高い検査であり、子宮頸がんについては、3年後
まで安心であるが、あくまでも子宮頸がんについての検診であること、不正出血や痛みなど少しでも異常
があった場合には婦人科の受診を勧めている。
がん検診だけでなく、女性特有の健康課題については普段から診てもらえる婦人科主治医を持つことが必
要である。

社員の健康診断受診率が高いため、がん検診受診率も同様に高いが、社員に比べて低い家族の女性がん検
診率をあげるためには健康診断受診率そのものをあげることが課題である。被扶養者の健康診断未受診者
への対策として、自己採取血液による郵送検診も 2017 年より導入している。
今後は「職域におけるがん検診マニュアル」に示されるように、保険者によるがん検診の精度管理が課題
となる。職域がん検診実施後に検診機関より保険者へ検査結果がフィードバックされるため、該当者に直
ちに二次検診について受診勧奨を行うことができる。
しかし二次検診は保険診療のため、保険者への検診結果フィードバックは３ヶ月を要し、検診実施機関が
行う精度管理とは大きな時間的な乖離が生じることになるため、早期の精度管理指標の開示が待たれる。

プロフィール
前　グラクソ・スミスクライン健康保険組合　常務理事
前　  一般社団法人保険者機能を推進する会 代表理事副会長 女性の健康研

究会理事
現　株式会社リンケージ　顧問

大学研究室で抗生物質を開発していたことから外資製薬会社に入社。医薬
情報担当（現在のMR）、営業人事、採用を経験。健康保険組合時代より
女性の健康問題に従事。2019年4月より現職。

健康保険組合による子宮頚部細胞診
+HPV併用検診の導入 
～子宮頸がん死をなくするために～

株式会社リンケージ　顧問
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特別企画5 
遺伝学的検査アドバイザー講習・実践とアップデート
オンデマンド配信

座長：田口　淳一（東京ミッドタウンクリニック　院長 / 先端医療研究所　所長）

日本人間ドック学会では遺伝学的検査検討委員会を 5年間開催し、遺伝学的検査の人間ドックへの応用に
関して基礎的検討を行いました。その成果として遺伝学的検査アドバイザー研修プログラムを作成し、人
間ドック学会会員の医師のみならず国家資格を持つ医療関係者に遺伝学的検査の知識の底上げを行い、遺
伝医療専門家と共同して予防医学を推進できる体制を整えました。このような門戸の広い教育体制を整え
ている学会は他にはありません。今回からは実際に予防医学の現場での利用を目指せるようなアップデー
トを行い、この進歩の速い分野に追い付けるようにしたいと考えます。

プロフィール
昭和59年３月　東京大学卒業
平成２年１月　東京大学病院第一内科
平成５年10月　  米国ワシントン大学（University of Washington）勤務

（Department of Pathology, Post-doctoral fellow）
平成９年10月　宮内庁侍従職侍医
平成12年４月　東海大学医学部付属病院（伊勢原）、循環器内科講師

平成14年４月　東海大学八王子病院循環器内科准教授
平成19年１月　  東京ミッドタウンクリニック院長、先端医療研究所所長総

合内科専門医、循環器専門医、人間ドック健診専門医、臨
床遺伝専門医日本人間ドック学会　遺伝学的検査検討委員
会委員長

遺伝学的検査アドバイザー講習・実践と
アップデート 

東京ミッドタウンクリニック　院長 / 先端医療研究所　所長
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特別企画5 
遺伝学的検査アドバイザー講習・実践とアップデート
オンデマンド配信

座長：田口　淳一（東京ミッドタウンクリニック　院長 / 先端医療研究所　所長）

パブリックヘルス・ゲノミクスはこの 10 年で飛躍的に進展し、健康管理、疾病予防、遺伝リテラシー向
上に貢献してきた。現在世界では、米国のAll of Us や EUの 1＋Million Genomes など百万人規模のゲ
ノム解析プロジェクトが進行中であり、医療ビッグデータに基づく疾患予防・治療法改善への貢献が期待
されている。日本でも国際的な潮流に後手を踏むことなく、大規模ゲノムデータの一元化と拡大化を促進
し、医療システムの有効性・アクセシビリティ・持続可能性を向上させることが必要と考えられる。
米国では既に多くの医療機関においてゲノム医療が一般診療に組み込まれ、遺伝性疾患・心血管疾患・代
謝疾患などの疾患予防プログラムにゲノミクスが役立てられている。日本でも、大学病院などの三次医療
機関においてアカデミアを背景としたゲノム健診が導入されるようになった。大量の健診データを有し経
年追跡可能な健診・ドック施設は、ゲノムデータに基づく健康管理への介入に受診者の利便性が高く、ゲ
ノム医療の普及と向上に貢献することが可能である。但し、有用性や無危害の基礎となる正しい情報提供
の枠組が、この新しい医療テクノロジーを普及させるための要となる。
本講演では、多因子疾患の遺伝学的検査における結果説明のプロセスに焦点を絞り、ロールプレイを題材
として望ましい情報提供のあり方を検討したい。

プロフィール
1982年北海道大学卒業。民間企業勤務を経て2007年お茶の水女子大学大学院博士前期課程特設遺伝カウンセリングコース入学。2009年同修了。同大学院博
士後期課程在学中の2011年より医療法人社団ミッドタウンクリニック先端医療研究所において認定遺伝カウンセラーとして勤務。

多因子遺伝の遺伝学的検査  
―ロールプレイを中心に― 

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

堀
ほりお

尾 留
る り こ

里子



102 人間ドック　Vol.35 No.３ 2020 年（366）

特別企画5 
遺伝学的検査アドバイザー講習・実践とアップデート
オンデマンド配信

座長：田口　淳一（東京ミッドタウンクリニック　院長 / 先端医療研究所　所長）

単一遺伝子の強力なバリアントを原因とするメンデル遺伝病の発症予測は、単一の遺伝的バリアントの検
査により高い精度で行うことができることは以前からわかっていた。一方、全ゲノム SNPアレイの開発
とゲノムワイド関連解析（GWAS）の進歩により、複数の遺伝的バリアントを用いたありふれた疾患（例
えば気管支喘息）の発症予測や形質（例えば体重）の予測スコアの構築が行われ、その予測性能の評価が
10 年以上前から行われてきた。こういった複数のバリアントによる予測は、実は開発当初から予測能は
統計学的有意だったのだが、問題は臨床的有用性に欠けることだと考えられていた。とはいえ、 研究は引
き続き行われ、着実な進歩を示した結果、近年ではポリジェニック・リスク・スコア（PRS）などと呼ば
れるようになった非常に多数の遺伝的バリアントを用いた予測は精度が高まってきていて、ついに実用段
階にある、とする評価は、一流の科学雑誌で目にすることも稀ではなくなってきた。にもかかわらず、未
だ医療行為の一環として全ゲノム SNP検査を認可した国はない。PRS とはなんなのだろうか？それは実
用できる段階なのだろうか、それとも将来実用できるのか、それとも将来にわたって実用化は難しい技術
なのか。本講演は、研究の最前線から見た PRS について、実用的な理解に結びつけるための平易な解説
を行うことを試みるものである。

プロフィール
2002年　千葉大学医学部卒業
2006年　東京大学大学院新領域創成科学研究科大学院博士課程（2009年卒）
2009年　フランス・ヒト遺伝子多型研究センター（CEPH）　研究員
2012年　フランス・ヒト遺伝子多型研究センター（CEPH）　上級研究員

2013年　理化学研究所　統合生命医科学研究センター　上級研究員
2015年　理化学研究所　統合生命医科学研究センター　チームリーダー
2017年　京都大学大学院医学研究科　准教授
2019年　東京大学大学院新領域創成科学研究科　教授

ポリジェニック・リスク・スコアの現状と
将来 

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 1 

理化学研究所　生命医科学研究センター 2

鎌
かまたに

谷 洋
よういちろう

一郎1,2
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PO-01
人間ドック内視鏡検診で発見された除菌後胃癌の検討
済生会熊本病院予防医療センター

○満
みつざき

崎　克
かつひこ

彦 野村 美緒子 福永　久美 村岡　　武 
菅　　守隆

（背景）近年除菌後の受診者が増加すると同時に、除菌後胃癌も発
見されるようになった。今回発見された除菌後胃癌について臨床病
理学的検討を行った。（対象および方法）対象は 2009 年 4 月～2019
年 10 月までに当センター胃内視鏡検診にて発見された胃癌 289 例
中、除菌後胃癌 45 例（早期癌 44 例、進行癌 1 例）である。除菌後
胃癌比率の年次推移、逐年受診率、年齢、性別、除菌後からの期間

（除菌時期不明 2 名は除く）、粘膜萎縮度、部位、大きさ、肉眼型、
色調、組織型、治療法に関して検討した。（結果）2009 年～19 年ま
での除菌後胃癌比率は、09 年：6.1％、10 年：16.7％、11 年：9.1％、
12 年：7.7％、13 年：3.1％、14 年：21.1％、15 年：3.3％、16 年：
36.4％、17 年：41.2％、18 年：30.4％、19 年：28.6％（直近 4 年の
平均：34.2％）であった。平均年齢 62.1±8.7 歳、M/F：41/4 と男
性に多かった。除菌後からの期間は 5 年以下が 65.1％（28/43）と
最も多く、10 年以上も 20.9％（9/43）認めた。45 例中 21 例（46.7％）
は逐年受診であった。萎縮度は closed type 20 例、open type 25 例、
部位は U 8 例 , M 19 例 , L 18 例であった。腫瘍径は 15.2±15.1mm、
分化型 32 例（含進行癌 1 例）、未分化型 13 例、肉眼型は早期癌 IIa 
5 例（分化 / 未分化：5/0）、IIb 4 例（0/4）、IIc 35 例（26/9）、進
行癌 2 型 1 例で、IIb は全て未分化型であった。色調は、同色調 1
例（分化 / 未分化：1/0）、発赤 34 例（28/6）、褪色調 10 例（3/7）
で、内視鏡的治療 32 例、外科的手術 13 例であった。（結語）除菌
後胃癌は増加傾向にあり直近 4 年では全発見胃癌の 34％を占めてい
る。除菌後 5 年以内の発見頻度が高いが、10 年以降にも除菌後胃癌
の約 20％程度が発見されており除菌後の継続したサーベイランスは
長期間必要である。分化型胃癌が多く、ML 領域に多い。除菌後胃
癌は視認性が困難な例も少なくなく、除菌後の内視鏡検診では除菌
後胃癌の特徴を理解した上で丁寧に観察すべきである。

PO-03
長期の経時的観察による正常者大脳白質病変に関わる影響
因子の検討
静岡県立大学　看護学部 1 
山王メディカルセンター 2 
国際医療福祉大学　医学部 3

○荒
あらい

井　孝
きょうこ

子1 村松 由梨奈1 東野　定律1 武田　英孝2 
Babayev Tamerlan3 鶴田　陽子1 池田　俊也3 天野　隆弘2,3

【目的】本研究では脳ドック複数回受診者に焦点を当て、大脳白質
病変（DSWMH）の進展に関連する因子を明らかにすることを目的
とした。

【方法】A 検診施設で平成 21 年～令和元年 7 月までに実施された人
間ドック受診者のべ 108,487 例のうち、人間ドックおよび脳ドック
複数回受診者 1,960 人を対象とした。初回受診時の DSWMH の発生
有無別、DSWMH の発悪化の有無別、39 歳以下、40-59 歳、60 歳以
上の年齢区分別に DSWMH 変化の有無別について人間ドックデー
タとの関連を調べた。統計には IBM SPSS Statistics version 22 を
使用し、各因子（BMI、収縮期血圧、拡張期血圧、空腹時血糖、
HbA1c、総コレステロール、LDL コレステロール、HDL コレステ
ロール、中性脂肪、nonHDL コレステロール、eGFR、尿酸）につ
いては t 検定、ロジスティック回帰分析を行い、喫煙歴の有無、尿
蛋白、既往歴（糖尿病、高血圧症、脂質異常症、高尿酸血症、慢性
腎臓病）の有無については、カイ 2 乗検定、McNemar 検定を行っ
た。

【結果および考察】初回受診時の DSWMH の発生の有無別について
は、ロジスティック回帰分析において年齢と高血圧症が選択され、
DSWMH の発生の有無別にみた変化について検討した結果でも同様
の結果を得た。したがって、最初の DSWMH 発生には年齢と高血
圧症が関係因子となることが考えられた。また、初回受診時の集団
を 39 歳以下、40～59 歳、60 歳以上の年齢階層別に各因子の変化の
有無別について検討した結果、39 歳以下の DSWMH 発生あり群で
は、空腹時血糖（p ＜ 0.05）、eGFRcys（p ＜ 0.01）、40-59 歳では空
腹時血糖（p ＜ 0.01）、HbA1c（p ＜ 0.05）、HDL コレステロール（p
＜ 0.01）、eGFRcys（p ＜ 0.01）、高血圧症（p ＜ 0.01）、脂質異常症

（p ＜ 0.01）で有意差がみられた。経年変化に影響を与える因子とし
て選択されたものの中でも、加齢に伴う DSWMH の発生や変化に
は高血圧症が強く関係していることが明らかとなった。

PO-02
ヘモグロビン陰性のトランスフェリン単独陽性で早期大腸
癌が見つかった症例
医療法人山下病院　臨床検査部

○林
はやし

　　　聡
あきら

 服部　昌志 杉山　和久 大島　　章 
磐下　彰宏 長谷川 安恵 佐藤　知香

【はじめに】当院のＦＯＢＴは便中ヘモグロビン（以下Ｈｂ）及び
便中トランスフェリン（以下Ｔｆ）の同時測定を行っている．１日
法または２日法でＨｂ単独，Ｔｆ単独，両方陽性であった場合全て
をＦＯＢ陽性とし，２次検診を案内している．今回， Ｔｆ単独陽性
者で腺癌が見つかり，その他悪性度の高いと思われる腫瘍等も見つ
かったため報告する．

【方法】２０１６年度～２０１９年度に当院大腸がん検診受診した
者を対象とし，ＦＯＢ陽性者のうちＴｆ単独陽性者で最終的に病理
診断を行った症例から，悪性度の高いと思われる症例を抽出する．
腺腫は部位，大きさ，異型度からその悪性度を検証する．

【結果】検診受診者５２，０１４名のうちＦＯＢ陽性者は４，７０９
名（９．１％）で，２次検診を行った者は１，７１６名（陽性者中
３６．４％）であった．最終的に病理診断を行ったのは４９２名
(１０．４％) で，腺癌は２０名（０．４％）であった．そのうちの１
名はＴｆ単独陽性であった．その他Ｔｆ単独陽性で腺腫内癌２名，
１０ｍｍ以上の腺腫２名，ＳＳＡ／Ｐ（２５ｍｍ）１名見つかり，
Ｔｆ単独陽性者で比較的悪性度が高いと思われる症例が数例見られ
た．ＳＳＡ／Ｐを含む腫瘍数は３９９名中９９７個見つかっており，
その占拠部位は男性ではＨｂ単独陽性の場合はＳ状結腸が最多の
２９．２％であったが，Ｔｆ単独陽性の場合は上行結腸と横行結腸
が同位の２６．０％と深部大腸に多く見られ，分布に違いが見られ
た． 

【考察】今回，Ｈｂ陰性の Ｔｆ単独陽性者の中から早期大腸癌が見
つかっており，悪性度の高いと思われる腫瘍も見られた．これらは
Ｈｂの偽陰性化に伴う病変見逃しの可能性を示唆している．また，
男性のＴｆ単独陽性者に病変の分布の違いが見られたことは興味深
いことであり，今後集計を続けていきたい．

PO-04
子宮がん検診における精密検査の受診率向上に向けた取り
組みの検証
社会福祉法人　函館厚生院　函館五稜郭病院　健康管理センター 1 
社会福祉法人　函館厚生院　函館五稜郭病院 2

○中
なかみや

宮　早
さ き

紀1 柴田　真紀1 熊谷 麻規子1 山崎　智佳1 
庄田 穂乃香1 中島 はるみ1 福中　香織2 森　　裕二1

【目的】当センターは病院併設型健診部門の強みを活かし、がん検
診における精密検査（以下、精検）を積極的に行っている。検診後
フォローアップ方法は、検診受診日より 3 か月を経過しても精検の
受診状況が確認できない要精検者に対し、受診勧奨文書を送付して
いる。子宮がん検診では、2014 年度に判定基準を見直した際に、医
師より受診勧奨強化の要望があった。そこで要精検者に対し、保健
師が電話による結果説明と受診勧奨を開始した。さらに 2015 年度
には精検希望の電話対応を事務職から保健師へ変更した。今回、子
宮がん検診における精検受診率向上に向けた取り組みの効果を検証
し、今後の課題を見出した。

【対象】2013～2016 年度の子宮がん検診受診者（頸部細胞診のみ、
もしくは体部細胞診を併用）延べ 14,399 人のうち、要精検者 412 人

【方法】子宮がん検診における精検受診率の経年変化の比較検討
【結果】子宮がん検診精検受診率は、文書による受診勧奨を行った
2013 年度 61.5％、保健師による電話連絡と受診勧奨を開始した 2014
年度 85.7％、保健師が精検の電話対応を開始した 2015 年度 90.0％、
2016 年度 91.3％と上昇が見られた。

【考察】子宮がん検診精検受診率は、受診勧奨強化と精検の電話対
応を保健師に変更したことで、上昇が認められた。要因として、保
健師が要精検者へ検診結果と受診の必要性を直接説明したことで、
精検受診に対する認識が高まったと考える。また精検の電話対応を
保健師が行うことで、自身の病状や今後の対応を知り得る機会とな
り、安心した受診へつながったと考える。今後は、受診勧奨の電話
がつながらない場合もあるため、対象者全員に確実な受診勧奨がで
きる方法を検討したい。また、現在は子宮がん検診に限定した取り
組みだが、他のがん検診にも拡大したいと考える。
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PO-07
ウエスト周囲径正常例における脂肪肝と高分子量アディポ
ネクチンの関連
杏林大学医学部総合医療学

○三
みよし

好 佐
さ わ こ

和子 井田　陽介 徳永　健吾 山本　　実 
岡本　　晋

【目的】メタボリックシンドローム（MetS）の診断基準にはウエス
ト周囲径（WC）が含まれるが、WC 正常な生活習慣病患者も多く、
WC のみでは内臓脂肪過多など生活習慣病の背景を十分に拾い上げ
ることは困難である。そこで、本研究では、内臓脂肪蓄積、糖脂質
代謝異常と相関することが報告されている高分子量アディポネクチ
ン（HMW-Ad）と生活習慣病の一つである脂肪肝との関連、有用性
について検討した。

【方法】2017 年 4 月～2019 年 3 月の当院人間ドック受診者で、糖尿
病、高血圧、脂質異常について無投薬の 1371 例を対象とした。WC
正常・異常群（男性 WC85cm 以上、女性 90cm 以上）に分け、脂
肪肝の有無についてドックでの検査データを用いた多変量解析、ROC
解析を行った。

【結果】WC 正常群 922 名（男性 384 名、女性 538 名）、WC 異常群
449 名（男性 388 名、女性 61 名）を解析した。WC 正常男性では
HOMA-R、WC、HMW-Ad が、WC 正常女性では、HOMA-R、BMI、
HMW-Ad が有意に独立して脂肪肝と関連した。HMW-Ad の ROC
解析では、男性で AUC 0.70、cut off 値は 2.6μg/mL（感度 65.9％、
特異度 67.9％）、女性で AUC 0.78、cut off 値は 5.1μg/mL（感度
88.0％、特異度 57.0％）と男性よりも良好な AUC、高い cut off 値で
あった。一方、WC 異常例では、男性で HOMA-R、WC、ALT、
HMW-Ad が、女性では、ALT、HOMA-R が有意に有意に独立して
脂肪肝と関連した。HMW-Ad の AUC は、WC 異常男性で 0.66、cut 
off 値は 2.6μg/mL（感度 70.4％、特異度 57.4％）と WC 正常群と同
様、WC 異常女性で AUC 0.69、cut off 値は 2.90μg/mL（感度 57.9％、
特異度 78.6％）であった。

【結論】MetS 診断で除外される WC 正常例において、HMW-Ad は
男女ともに脂肪肝の予測因子となり、早期介入の指標となる可能性
が示唆された。

PO-06
LOX-indexと人間ドックの判定結果と生活習慣の関連性
医療法人　大宮シティクリニック

○春
はるやま

山　　光
ひかり

 吉永 友里恵 前場 紀代美 塚田 こず恵 
桑原　香里 森山　　優 中川　　良 中川　一美 
中川　高志

【目的】当施設は 2017 年 9 月よりオプション検査として、脳 塞・
心筋 塞を発症するリスクを評価する LOX-index 検査を導入した。
今回は、LOX-index の結果が人間ドックの判定結果や生活習慣とど
のような関連があるのか検討し、若干の知見を得たので報告する。

【方法】2018 年 4 月～2019 年 3 月の当施設の健診受診者のうち、
LOX-index を希望した 30 歳～85 歳の 1695 名 ( 男性 1100 名、女性
595 名 ) を対象とした。LOX-index のリスク評価の結果と健診結果
を日本人間ドック学会の判定区分（A～E）を用いて比較した。ま
た生活習慣に関する問診についても比較検討した。さらに、LOX-
index と有意な関係が認められた判定項目について、それぞれ LOX-1
と LAB との比較も行った。【結果】LOX-index のリスク評価の結果
は 1695 名中、低リスクが 846 名 (49.9 ％ )、中リスクが 772 名
(45.5％)、中高リスクが 15 名 (0.9％)、高リスクが 62 名 (3.7％) であっ
た。LOX-index のリスク評価と人間ドックの判定結果を比較する
と、脂質系と炎症反応において関連性がみられた。治療中の者では
LOX-index のリスクが低下することが認められ、脂質系、炎症反応
と LOX-index の間に有意差が認められた。また生活習慣に関する
問診より、間食の頻度と低リスク者の割合は負の関係、間食の頻度
と中リスク者の割合は正の関係がみられ、間食の頻度と LOX-index
の間に有意差が認められた。【考察・結語】今回当施設の結果では
LOX-index のリスク評価と人間ドックの判定結果において脂質系、
炎症反応との間に有意な関係があることが示唆された。また、治療
中の者で LOX-index のリスクが低下していることから治療による
リスク低下が示唆され、間食の頻度と LOX-index のリスクには有
意な関係があることが認められた。したがって、受診者への生活習
慣改善の指導や治療開始を促す動機づけになり、リスクを低下させ
る有効な手段と考えられた。

PO-05
健診領域における3Dマンモグラフィの活用状況と課題
黒沢病院附属ヘルスパーククリニック

○栗
くりはら

原　照
てるまさ

昌 遠藤　敬一 黒澤　　功

【背景と目的】乳癌診断における 3D マンモグラフィ（3DMG）の有
用性が報告されている。乳がん検診での有用性についても国内外で
多くの報告があるが、乳癌診療ガイドラインでは対策型検診での
3DMG の推奨度、エビデンスは弱いとされている。当院では、2016
年 5 月に GE 社の SenoClaire を導入し、外来診療での精査に用いる
とともに、3DMG を併用した乳がん検診を開始した。今回、過去 4
年間の人間ドックにおける 3DMG 検診の活用状況と、今後の課題
について検討した。【対象】2016 年 5 月から 2019 年 12 月までに、
人間ドック・健康診断で 412 例に対し 3DMG を施行した。同期間
の 2DMG、超音波検査（US）受診者数は、それぞれ 31,311 例、18,924
例であった。【結果】3DMG 受診者の年齢層は 50 歳代が最も多かっ
た。3DMG のくり返し受診は少なく、1 回のみの試し受診者が多かっ
た。検診モダリティでは、US や MG 受診者数が年々増加している
のに対し、MG 受診者全体に占める 3DMG の割合は、2016 年開始
は 0.9%、2017 年 1.6%、2018 年 1.5%、2019 年 1.2% と伸び悩みから
減少傾向にあった。カテゴリー3 以上の 17 例の分析では、石灰化 5
例は 2D から 3D への変更はなかったが、FAD3 例は 3D で腫瘤に、
腫瘤 4 例は明瞭化し、2D でカテゴリー1 の 3 例が 3D で腫瘤 2 例と
構築の乱れ 1 例に変更された。一方で、2D での FAD を 3D では重
なりや正常乳腺として多く落とすことができていた。【考察】任意
型乳がん検診の場合、3D の追加による利益と不利益の説明は必須
である。当院の受診例においても、3DMG の有用性はある程度示さ
れたが、受診者が少ないのが実情である。事前のパンフ送付、施設
内でのパネル掲示、ホームページでの情報提供などプロモーション
に努めているものの実質の伸びがない。撮影時間と被曝の問題や、
cost-benefit にも課題はある。今後は、現在あるオプションの使い分
け方と同時に、どのような方に 3DMG を推奨するかを十分に検討
し説明していく必要がある。
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PP-04
便潜血検査におけるHbとTfの安定性の検証
医療法人　山下病院

○佐
さとう

藤　知
ともか

香 林　　　聡 長谷川 安恵 磐下　彰宏 
服部　昌志

〔背景〕当院では消化器専門病院として大腸がんを拾い上げる確率
をより高めるため、便潜血検査を Hb,Tf の同時測定で実施してい
る . 便潜血における Hb 値は夏期の偽陰性化が指摘されており、夏
期 (6～10 月 ) には 86ng/ml へカットオフ値の変更を行っている . 今
回はその効果の検討と、Hb と Tf の安定性の比較を行った .

〔目的〕平均値を用いた Hb,Tf の安定性の比較と陽性率を用いた Hb
に対するカットオフ値の検討 .

〔方法〕2013 年～2018 年度の便潜血実施者を対象とした Hb,Tf の平
均値の月間推移を比較する .Hb 平均値の気温との月間推移を比較
し、カットオフ値の変更による陽性率の変化を比較 .

〔結果〕総実施者は 75077 名で、そのうち検診受診者は 74872 名
(99.7％) だった . 月間での平均値は Hb が 46.2ng/ml(CV11.8)、Tf が
14.5ng/ml（CV4.7) と、Tf の平均値が比較的安定しているのに対し、
Hb の平均値は大きく変動していた . また Hb の平均値は夏期では
40.8ng/ml、その他では 50.1ng/ml だった .Tf は夏期の平均値
15.0ng/ml、その他では 14.0ng/ml だった . 各年で Hb 平均値の推移
は異なり、平均気温と負の相関はみられなかった . しかし夏期では
夏期以外の平均値より 18.4％の減少があり、やはり夏期に低くなる
傾向がみられた .Hb のカットオフ値を夏期 100ng/ml とした場合、
Hb 単独の陽性率平均 5.8％(CV0.09) となり、夏期のみ 86ng/ml とし
た場合では 6.0％(CV0.05) となった . 

〔考察〕Hb よりも Tf の方がばらつきは少ないことから、Tf の方が
安定していると思われる . また Hb は夏期に平均値が低い傾向にあ
り、季節による影響があると考えられる . 検体採取後の保存状況、
運搬方法による温度変性の可能性も考えられる . 一方 Tf の平均値は
ほぼ均一のため季節による影響は少ないと考える . 夏期の Hb カッ
トオフ値変更により陽性率の変動が抑えられた代わりに、通年 100 
ng/ml 時で陽性とならなかった 0.2％を拾い上げることができたこ
とで偽陰性化防止の効果はあったと考える .

PP-03
人間ドックで発見されたHp未感染胃癌の報告
国家公務員共済組合連合会　虎の門病院　健康管理センター 1 
国家公務員共済組合連合会　虎の門病院　消化器内科 2 
国家公務員共済組合連合会　虎の門病院　病理診断科 3

○小
おがわ

川　恭
きょうこ

子1 布袋屋　修2 高澤　　豊3 荒木　昭博1 
若林 真理子1 柳内　綾子1 岩男　暁子1 小西　未央1 
戸田　晶子1 荒瀬　康司1

【目的】我々は 2012 年の人間ドック学会誌において 3 年間で 3 例の
Helicobacter pylori（以下 Hp）陰性胃癌を発見したことを報告した。
近年、生活環境の変化や Hp 除菌治療の保険適応拡大等により Hp
感染者は減少傾向にあり、Hp 未感染者からの胃癌発見の報告が増
加している。そこで近年の人間ドックにおける Hp 未感染胃癌の発
見率とその特徴について再度検討したので報告する。

【方法】2017 年 1 月から 2019 年 12 月までに当院人間ドックで上部
消化管内視鏡検査を施行した 41,052 例の中から病理組織学的に胃癌
と診断された 64 例を対象とした。Hp 未感染胃癌の定義は、除菌歴
がなく、かつ内視鏡的に胃粘膜萎縮を認めず（木村・竹本分類で C0
または C1）、かつ Hp 感染診断（血清 HpIgG 抗体検査または尿素呼
気試験または便中 Hp 抗原検査）で施行した 1 つ以上の全検査で陰
性が確認された症例とし、食道胃接合部癌は除外した。Hp 未感染
胃癌と診断した症例について臨床病理学的に検討した。

【成績】1．胃癌 64 例のうち 12 例（18.8％）を Hp 未感染胃癌と診
断した。全内視鏡検査例からの発見率は 0.03％（12 例 /41,052 例）
であった。2．男 / 女比が 7 例 /5 例、年齢が 39 歳から 66 歳（平均
52 歳）であった。3．病理組織学的には印鑑細胞癌 2 例、胃底腺型
胃癌 5 例、ラズベリー様腺窩上皮型胃癌 4 例、高分化型管状腺癌 1
例で、全例が 10mm 以下の早期癌であった。4．全例が内視鏡的に
切除された。

【結論】Hp 未感染胃癌の発見率は増加していた。Hp 感染者の減少
とともに今後も相対的に増加していくと予想される。

PP-02
胸部Ｘ線検査におけるデュアルエナジーサブトラクション
の有用性の検討
公益財団法人　春日井市健康管理事業団　
春日井市総合保健医療センター

○橋
はしぐち

口　　勝
まさる

 祖父江　功 森　　則久 山中　暁弘 
金井 沙耶香 藤牧　爽花 平山　幹生 伊藤　和幸 
矢野　　孝

【はじめに】　当センターは平成 26 年に胸部Ｘ線撮影に「デュアル
エナジーサブトラクション（以下ＤＥという。）」を導入した。今回、
胸部Ｘ線検査におけるＤＥの有用性についてＤＥ導入前後を比較し、
検討した。【対象】 当センターの人間ドックで、胸部Ｘ線検査を受け
たＤＥ導入前３年間の 22,000 人と導入後３年間の 26,276 人とした。

【方法】　ＤＥ導入前、導入後の要精検率、がん発見率を比較検討し
た。また、読影業務に携わる医師５名、及び結果説明に携わる医師
５名へＤＥに関するアンケートを実施し、有用性を検討した。【結
果】　要精検率は、ＤＥ導入前は 1.92% であったが、導入後は 2.34%
と高くなり、がん発見率も導入前の 0.03% に対し、導入後は 0.08%

（P ＜ 0.05）と上昇した。読影業務に携わる医師へのアンケートで
は、「ＤＥが読影補助となっていますか」の問いには全員が「役立
つ」と回答した。また、「読影時、ＤＥを利用していますか」の問
いに対しては、４名は「常に利用している」と回答した。結果説明
に携わる医師へのアンケートでは、「受診者への画像説明時にＤＥ
は有用ですか」の問いに対して、４名は「役立っている」と回答し
た。【考察】　ＤＥにより単純画像において問題となっていた肋骨な
どの障害陰影の分離が可能となることから、病巣陰影がより描出さ
れうるため要精検率が高くなり、がん発見率も上昇したと考えられ
る。また、受診者への説明に際しても病巣陰影をよりよく示すこと
ができ、有用であると考えられる。【結語】　ＤＥは胸部Ｘ線検査に
おいて精度向上、読影支援、受診者への画像説明の点で有用であり、
今後も胸部Ｘ線検査に有用なアプリケーションの導入を検討してい
きたいと思う。

PP-01
当院における膵癌の分析とドックでの膵癌発見要因につい
ての検討
南長野医療センター篠ノ井総合病院

○宮
みやもと

本　英
ひでお

雄 千野　雅章 和田　淳子 小池　健一 
横山　長幸 松尾　宏一 洞野　明美 若林 由未香 
宇都宮 瑞恵 熊木　明子

【はじめに】国立がん研究センターの統計によると 2018 年の膵癌の
死亡数は、肺癌、大腸癌、胃癌に次いで多く、注意を要する癌であ
る。【目的と方法】当院の最近 5 年間の全膵癌を分析し、このなか
から 1 年以内のドック受診者をすべて拾い出し、ドックが膵癌発見
に貢献できたかを検討した。【結果】2015 年 4 月から 2020 年 3 月ま
での最近 5 年間に当院で膵癌と診断された患者は 113 人であった。
平均年齢は 75 歳で、93％は 60 歳以上であった。腫瘍マーカーのＣ
ＥＡ高値は 98 例中 52 例、53％、ＣＡ 19-9 高値は 99 例中 72 例、
73％に認めた。部位別では頭部 50％、体部 33％、尾部 16％で頭部
が多かった。膵管拡張は 60％に認めた。腫瘍マーカーの CEA か
CA19-9 が高値あるいは膵頭部癌における胆管拡張を認めたものは
94 例で、83％であった。肝転移は 33％に認めた。手術できたもの
は 27％であった。一方 113 例のうち 1 年以内に当院の人間ドックを
受診していたものは 8 例で、ドックにより膵癌が発見できたものは
5 例であった。5 例の発見契機は、腹部エコーでの膵管拡張と腫瘤、
採血での腫瘍マーカー高値のいずれかであった。一方ドックで発見
できなかった 3 例はそれぞれ、3 カ月後に腫瘍マーカー高値、5 カ
月後に腹痛、8 カ月後に腹痛で受診し膵癌を発見された。3 例中 2
例は発見時には腫瘍マーカー高値と膵管拡張を認めたが、ドック受
診時には腫瘍マーカーの測定はオプション検査で行っていなかった、
また膵管拡張は認められなかった。残りの 1 例は尾部の癌で、発見
時にも腫瘍マーカー正常値で膵管拡張も認めなかった。【考察】ドッ
クでの腫瘍マーカー高値と膵管拡張の所見は膵癌発見に有用である
と考えられた。ドックで膵癌が発見できなかった症例も腫瘍マー
カーを測定していれば発見できた可能性があると考えられた。一方
尾部癌や腫瘍マーカー正常値のものは発見が難しいと思われた。
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PP-07
共分散構造分析を用いた保健指導の効果の縦断的分析
青森県立保健大学　健康科学部　看護学科 1 
青森県立保健大学　健康科学部　栄養学科 2

○山
やまだ

田　真
まさし

司1 熊谷　貴子2

【目的】保健指導の効果を測定するために複数の質問項目や検査値
から成る潜在変数を作成して，潜在変数間の縦断的な変化を求める
ことで，指導の包括的な効果を明らかにすることである．

【対象】八戸市総合健診センターで 2014 年と 2015 年に特定健康診
査を受けたもののうち 2014 年に特定保健指導を受け質問項目の揃っ
た者 782 名（男性 523 名，女性 259 名），特定保健指導は受けてい
ず，質問項目の揃った者 22,860 名（男性 11,657 名，女性 11,203 名）．

【方法】特定健診の標準的質問項目の健康改善の意思に関わる 3 項
目によって潜在変数 [ 健康改善意識 ] を，身体活動に関する 3 項目
によって潜在変数 [ 身体活動の行動変容 ] を，食習慣に関わる 4 項
目によって潜在変数 [ 食習慣の行動変容 ] を，検査項目 6 項目によっ
て潜在変数 [ 健康状況 ] を定義した．
　性別×保健指導の有無により対象者を 4 群に分け，それぞれにつ
いて [ 健康改善意識 ] から [ 行動変容 ( 身体活動，食習慣 )] を経て，
[ 健康状況 ] への流れを共分散構造分析を用いて，2 種類のモデルで
縦断的に分析した．モデル 1 では [ 健康改善意識 ] と [ 行動変容 ] に
は 2014 年のデータを用い，[ 健康状況 ] には 2015 年のデータを用い
た．モデル 2 では [ 健康改善意識 ] のみに 2014 年のデータを用い，
[ 行動変容 ] および [ 健康状況 ] は 2015 年のデータを用いた．

【結果】モデル１での男性非指導群，女性非指導群，男性指導群，女
性指導群のパス係数の合計はそれぞれ -0.158，-0.172，-0.108，0.073
であり，モデル 2 では -0.161，-0.170，-0.026，0.101 であった．

【考察と結論】加齢のため健康状況は少しずつ悪化する．悪化の度
合いを緩和出来れば保健指導は成功と言えるだろう．モデル１，モ
デル２の双方で指導群のパス係数の和は非指導群よりも大きく，指
導の効果が示された．

PP-06
新しい血小板機能評価法模索の試みー機械学習を用いた平
均血小板容積の予測モデルの構築
東京女子医大病院　予防医学科

○春
はるき

木　　薫
かおる

 村崎 かがり 西井　明子 志賀　智子 
向山　美々 日向 由紀子

＜背景＞動脈硬化性疾患における血小板の関与の重要性については
広く知られている。また、血小板の機能の亢進は、心血管イベント
の予測にも有用であるとの報告も多く、血小板機能の評価には血小
板凝集能、血小板放出物の測定、VerifyNow® など様々なものが導
入されているが、特殊な機器を要し、採血時あるいは後の検体の管
理によって測定値が大きく影響されることもよく知られている。一
方、平均血小板容積（MPV）は、血算の際に同時に計測可能であ
り、採血時、後の影響を比較的受けにくい検査法である。MPV の
増加及び減少は、動脈硬化、心血管イベントの増加に関連すること
が報告されており、流血中の血小板の状態を反映しているものと思
われるが、その MPV の増減に寄与する因子については、まだ不明
の点も多い。＜目的＞ MPV の増減に影響を及ぼす因子を、機械学
習を用いて探索する。＜方法＞対象は当院の人間ドックを 2018 年
1 月から 2020 年 3 月に受診した 2423 例（平均年齢 70.1±11.7 歳、男
性 65.0％）について、年齢、性別、身体計測、血圧、血清・尿生化
学検査から腫瘍マーカーまで、健診で測定する 89 項目を用いた。測
定された MPV 値は 7.9-14.4fL（平均 9.9±0.8fL）であった。解析に
はソニーネットワークコミュニケーションズによる解析ソフトウェ
アである Prediction One を用いて、勾配ブースティング決定木を用
いたアンサンブルモデルを構築し、予測寄与度の分析を行った。＜
結果と考察＞ MPV の予測には、腹囲、BNP、尿素窒素、HbA1c、
受診時年齢の寄与度が高いことが示された。また MPV の増加には、
腹囲、聴力、HbA1c、BMI、受診時年齢が寄与していた。これらの
検査項目は生活習慣病の規定に重要な因子である。今後もさらなる
分析を行っていく予定である。

PP-05
人間ドックにおける腹部超音波検査へ求められるもの～効
率化への取り組みを検証～
医療法人社団相和会横浜総合検診センター

○竹
たけした

下　　彰
あきら

 山崎　史恵 木村　敦子 萩谷 美津子 
山本　幸枝 高橋　直樹

【目的】人間ドックにおける超音波検査は、検査人数増の為の検査
時間の短縮と検査精度向上が求められるが、精度向上には十分な検
査時間が必要で両立は困難である。また、精度向上には描出率を上
げる必要がある。そこで、2016 年より検者全員に効率的な撮像断面
の統一化と体位変換の義務化を行った。【対象】取組前の 2014 年 4
月～2015 年 3 月の 16277 名（男性 10455 名女性 5822 名）を期間 1
とし、取組後の 2019 年 4 月～2020 年 3 月の 21613 名（男性 13682
名女性 7931 名）を期間 2 として、A. は全臓器異常がなかった期間
1 の 2856 名、期間 2 の 3634 名を、B. は膵臓所見なしの男性期間 1
の 8764 名、期間 2 の 10089 名、女性期間 1 の 5310 名、期間 2 の
6661 名を、C. は期間 1 の 385 名、期間 2 の 605 名を対象とした【方
法】今回この取り組みの前後で、A. 検査時間　B. 膵尾部の描出率　
C. 水腫瘤性病変の発見率について比較検討した。【結果】A. 検査時
間は、期間 1 が平均 7 分 27 秒、期間 2 が平均 7 分 54 秒で、27 秒延
長していた。B. 膵尾部の描出率は、男性では期間 1 で 4.3％、期間
2 で 6.4％、女性では期間 1 で 19.0％、期間 2 で 34.3％と期間 2 で描
出率が上昇した。C. 膵腫瘤性病変の発見率は期間 1 で 2.4％、期間
2 で 2.8％と上昇し、膵尾部に限ると期間 1 で 0.38％、期間 2 で 0.7％
とより上昇していた。膵腫瘤性病変有所見者の平均検査時間は、期
間 1 で 13 分 58 秒、期間 2 では 15 分 39 秒で、1 分 41 秒延長してい
た。【考察】効率化への取り組みは、体位変換によると思われる検
査時間の延長など課題はあるが、膵の描出率、腫瘤の発見率の向上
等が検証でき、取り組みの効果が確認できた。効率化により、大幅
に検査時間延長することなく腫瘤性病変を観察する時間的余裕が得
られ、検者にとっては精度向上に重要な要素と考える。今後は、精
度を維持したまま撮像断面の見直し、適切体位を判断する技量等を
求めていかなければならない。
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A-2-01
取り下げ

A-1-03
受診者データベースの作成によるリスク管理
岡谷市民病院　健診センター

○瀬
せぐち

口 ちなみ 小松 いづ美 小林 由美子 唐澤　美和 
西村　陽平 小口　　淳

【背景】当健診センターはかつて受診者の情報入力フォームがなく、
病歴や健診後の精査歴、インシデント等の情報が、次回の健診に活
かされることがなかった。受診者から「なぜ毎回同じことを聞かれ
るのか」「毎年同じ所見で精査する必要があるのか」と指摘を受け
ることもあった。今回受診者のデータベースを作成し、過去情報を
活かした健診実施に取り組んだので報告する。

【方法】健診システムに現病歴、既往歴、前回精査所見、精査受診
歴、ピロリ菌検査・除菌歴、経鼻カメラの情報、特記事項の入力欄
を作成し、過去 1 年分 6,000 人のデータを遡って入力した。特記事
項には、アレルギー、インシデント、内服中の抗血栓薬名、外来受
診情報、介助を要する身体情報、クレームや要望等を入力した。健
診前日までに、健診システムと電子カルテで受診者全員の情報を確
認し、必要な情報をデータベースに転記した。健診前日、データ
ベースをプリントアウトし、看護職間で情報を共有した。健診当日
の医療面接を始め、最新の情報を聴取した。健診終了後、当日得た
情報を追加入力し、データを更新した。健診後の精査結果を入力し、
次回健診時に確認できるようにした。

【結果】検査部門への情報不足や、間違った情報伝達が改善された。
迷走神経反射の既往に対し、予め臥床して採血をする等、事故リス
クが回避できた。外来と重複する検査を除いたり、健診と近日に予
定されている外来採血を、1 回で済ませたり等の配慮ができるよう
になった。受診者に適した検査方法や、必要なオプション検査を提
案できるようになった。同じ所見で既に精密検査済みの受診者を、
再精査判定するリスクが減った。

【考察・結語】受診者やスタッフの記憶に頼っていた健診から、正
確な情報を把握した上で健診を実施することにより、安全に配慮し
た健診を行うことができるようになった。今後も個別性のある健診
とフォローアップの充実に努めていきたい。

A-1-02
取り下げ

A-1-01
大腸内視鏡検査前の血液検査チェック体制は安全管理に有
効か
福岡和白総合健診クリニック

○藤
ふじい

井　香
か な

菜 牛島　千衣 望月　直美 小島原 紀子 
小林 千恵美 山永　義之

【背景】当院では、人間ドックのオプション検査として午後から大
腸内視鏡検査を実施している。前処置に伴う長時間の絶食により、
低血糖を少なからず発症することが過去にも報告されているがデー
タは十分ではない。また、人間ドックには様々な背景疾患のある方
も多く受診される。侵襲的検査を施行するにあたり、より安全性に
留意した管理を行うため、2019 年 3 月より人間ドックで行う血液検
査のデータを内視鏡検査の前に管理シートを用いて確認する体制に
変更した。【目的】[1] 大腸内視鏡検査を受けた者における低血糖の
頻度を明らかにする。[2] 管理シートの導入が、安全な管理につな
がったかについて検討する。【方法】[1] 2018 年 4 月から 2019 年 2
月の大腸内視鏡検査を含む受診者 ( 男性 2298 人、年齢 52±10 歳、
女性 1160 人、50±10 歳 ) の血糖値分布および低血糖 (70mg/dl 未
満 ) の頻度を分析した。[2] 2019 年 4 月から 2020 年 3 月の受診者
( 男性 2297 人、54±10 歳、女性 1004 人、52±10 歳 ) において、管
理シートを用いて低血糖・低血糖既往・70mg/dl 以上 80mg/dl 未満
の者を抽出し、適宜血糖値再検や糖補充を行った。また、肝・腎機
能や炎症所見等のスクリーニングも行った。血液検査データにより
各受診者への介入につながった件数を調べた。【結果】[1] 男性と比
較し女性は血糖値が低く ( 男性 96±15 mg/dl、女性 89±11 mg/dl、
p ＜ 0.01)、低血糖の頻度も女性が高かった ( 男性 0.65％、女性
2.93％)。[2] 低血糖を 9 人 (0.27％) に認め、血糖再測定および糖補充
を行った者は 51 人であった。肝・腎機能障害や炎症所見等により、
個別指示例が 5 人、当日検査中止例は 14 人であった。血液検査結
果から介入につながった者は、全受診者の 2.4％(79 人 ) であった。

【考察】管理シートの導入は、低血糖の予防に加え、問診のみでは
得られない受診者の状態の把握につながる可能性があると考えられ
た。今後、更なる検討・改善を行っていきたい。
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A-2-05
健診胸部単純X線撮影における従来法とエネルギーサブト
ラクション方式との比較検討
医療法人豊田会　高浜豊田病院　健診センター 1 
医療法人豊田会　刈谷豊田総合病院　放射線技術科 2 
医療法人豊田会　刈谷豊田総合病院　呼吸器内科 3

○森
もり

　佐
さ ち こ

知子1 堀　世梨奈1 今泉　康弘1 増田　好輝1 
中川　達也2 河野　泰久2 佐野　幹夫2 岩田　　勝3

【背景・目的】
当健診センターは 2019 年 7 月の施設移転に伴い , 胸部単純 X 線撮
影を 2 種の管電圧にて収集するエネルギーサブトラクション方式 
(Esub) で撮影できる装置に一新した．従来の胸部単純 X 線撮影方法
である単一の管電圧で収集する方式 (Esingle) と Esub の判定結果を
比較検討をした．

【方法】
2018 年 7 月 1 日～2020 年 5 月 21 日の期間で前回 Esingle と今回
Esub の両装置で胸部単純 X 線検査を行った同一受診者の 3,179 例
について，健診判定結果を要精査群と精査不要群に分けて判定の一
致の有無を調べる．さらに Esingle と Esub で判定結果が変化した
症例について画像所見の検討をする．

【結果】
と Esub で変化がなかったのは，3028 例 (95.2%) であったのに対し，
変化があったのは 151 例 (4.8%) であった．Esingle で精査不要から
Esub で要精査となったのは，105 例（69.5%）であり，特徴的な所
見として気腫性嚢胞，粒状影 , 網状影 , 縦隔腫瘍疑いなどが挙げら
れた．Esingle で要精査から Esub で精査不要となったのは，46 例

（30.5%）であり，特徴的な所見として陳旧性病変 , 骨折，血管異常 ,
気管圧排などが挙げられた．

【考察】
結果より同一受診者の Esingle と Esub の画像，判定を比較したこ
とで，Esub 所見の特徴を把握することができた．
判定結果に 4.8% の変化があった理由として，Esingle よりも Esub
の方が軟部組織や骨部組織の付加情報量が多いことが考えられる．
また変化があった症例について Esub は骨や横隔膜や気管の重なり，
肝後方，心後腔などの部分が見やすくなり，病変の有無の判定に役
立ったと考えられる．

【結語】
Esub は，精度の高い判定結果に寄与することが示唆された．

A-2-04
健診における低脂血症（LDL-C,Non-HDL-C,TG)の検討
船員保険北海道健康管理センター

○齊
さいとう

藤　忠
ただのり

範 本間　裕敏 高橋　　亘 藤本　琴音 
笹川　　裕 安保　智典 能代　知美 遠山　節子

[ 目的 ] 低 HDL コレステロールは動脈硬化の要因である事は知られ
ているが、低 LDL コレステロール・Non-HDL コレステロール・中
性脂肪 (TG) の健診における意義は詳細には検討されていない。そ
こで我々はこれら３種の低脂血症の意義について検討した。[ 方法 ]
当施設で判定基準を人間ドック学会の判定区分に準じた令和元年４
月から９月末までの期間で要精密検査となり２次医療機関を受診し
返答が得られた 257 例を解析した。また令和元年１年間で著明低脂
血症 (LDL-C30mg 以下、TG20mg 以下）の 79 例の分析を行った。
[ 結果 ] 返答の結果は１異常なし 160 例、２経過観察１年後 84 例、
３当院で経過観察（要通院）11 例、４要精密検査・加療２例であつ
た。1・2 が 94.9% で要精密検査とした事への反対・疑問のコメント
が４名の医師から添えられていた。３返答の 11 例中 6 例は他疾患
のため既に通院中で全例に具体的な検査内容や回数の記載は無かっ
た。４返答の２例は気管支喘息で通院中と甲状腺機能亢進症と診断
された例であった。これらから少なくとも 94.9% の受診者は過剰検
査・診療で確実に２次検査が必要なのは甲状腺機能亢進症と診断さ
れた１例と思われた。また著明低脂血症 79 例中高 TG 血症、低
HDL-C で要精密検査された７例を除いた 72 例中、慢性肝炎・肝硬
変・肝癌治療中９例、腎不全透析中１例、糖尿病治療中１例、アル
コール性肝炎疑い（肝機能要精密検査）６例以外の 55 例を検討し
たところ低βリポ蛋白血症による肝機能障害（脂肪肝）が疑われた
７例中要精密検査２例、要経過観察１例、軽度異常４例でその特徴
は軽度の体重変化が肝機能に反映することであると推察された。残
る 48 例は検査で特に問題となると思われる異常は無かった。[ 結論 ]
以上よりこれら３種の低脂血症は判定区分の変更が必要と考えられ
た。

A-2-03
心電図のT波平低の重症度判定の検討
大津赤十字病院　健診センター

○小
こにし

西　　孝
たかし

 粟津　篤司 立花　優子 片倉 友紀恵 
高鍬　　博 戸田　勝代 福本　博文 西川　浩史

【目的】人間ドックは疾患の早期発見が目的であるが、心電図所見
の重症度判定に迷うことがある。そこで 2018 年度、2019 年度の人
間ドック受診者結果を検討した。【方法と結果】2018 年度と ,2019 年
度に当院人間ドックを受診した 8636 例で心電図異常を指摘され循
環器内科受診を指示された例の内、T 波平低の 145 例（受診者の
1.7%）の内 54 例（受診者の 0.6%）が当院循環器内科において精密
検査を受けた。その内 4 例 ( 循環器内科受診者の 7.4%) が経過観察
となり、治療を要した例は 0 であった。なお高血圧の治療を要した
例は血圧値で判定できるので除外した。【討論】　T 波平低は 2008
年の第 2 版健診判定基準ガイドラインでは受診 D2 であったが、2014
年の判定ガイドラインでは経過観察 C に変更となっており、今回の
結果から考えるとより現ガイドラインの C 判定が現状に即している
と考えられた。一方 NIPPON　DATA の 19 年間の経過観察では平
低 T 平低、二相性 T 波、0.1 ｍ V 以内の陰性 T 波のある例はその
所見の無い例より全死亡ハザード比が高くなる事も判明しているの
で、健診にて経過観察が必要である。【結論】無症状の人間ドック
では心電図所見の T 波平低は判定 C として経過を見る方が妥当で
ある事を示唆している。

A-2-02
一般生化学検査から甲状腺機能異常を予測する人工知能シ
ステムの開発と検証
株式会社コスミックコーポレーション 1 
和歌山県立医科大学附属病院　糖尿病・内分泌代謝内科 2 
群馬大学医学部附属病院　内分泌糖尿病内科 3 
医療法人社団日高会　日高病院　健診センター 4 
医療法人神甲会隈病院　内科 5 
慶應義塾大学　理工学部 6

○浅
あさみ

見　親
ちかし

志1 岩倉　　浩2 中島　康代3 坂巻　浩二4 
阿久澤 まさ子4 工藤　　工5 安藤　義孝4 山田　正信3 
赤水　尚史2,5 榊原　康文1,6

【背景】本邦における甲状腺疾患の治療が必要な患者は約 240 万人
と推計される。しかし、実際に治療を受けているのは約 45 万人と
報告されており、未治療の患者が多く存在している。本研究は甲状
腺機能異常の見逃しや他の疾患との誤認を防ぐために、健診検査項
目などの一般生化学検査から甲状腺機能異常を判別する人工知能診
断支援システムを開発した。

【方法】和歌山県立医科大学附属病院から甲状腺機能亢進症 610 件、
低下症 504 件の患者データを抽出し、日高会日高病院から抽出した
健常者データと合わせて、機械学習手法 GBDT にて甲状腺機能異
常判別システムを構築した。欠損値補完の機能もシステムに組み込
んだ。精度評価は、同データ内での 10 分割交差検証、群馬大学医
学部附属病院から抽出した同数の患者データを使用した評価、上記
3 施設で処方箋情報から抽出した甲状腺機能亢進症 15,084 件、低下
症 12,538 件のデータでの評価を実施した。精度評価指標は、正診率
などを使用し、判別に影響する検査項目を確認した。

【成績】甲状腺機能異常判別システムは高い精度を示した。同デー
タ内での 10 分割交差検証での感度、特異度、正診率は、亢進症判
別モデルで 83.8%、86.2%、85.0%、低下症判別モデルで 78.1%、72.6%、
75.4% であった。この時、前者は ALP が、後者はヘモグロビンが最
も影響していた。群馬大学医学部附属病院データでの感度、特異度、
正診率は、亢進症判別モデルで 76.2%、80.3%、76.9% で、低下症判
別モデルで 69.6%、64.3%、68.7% であった。3 施設混合データでの
感度、特異度、正診率は、亢進症判別モデルで 85.7%、76.1%、82.5%
で、低下症判別モデルで 85.2%、72.5%、81.0% であった。

【結論】今後は、開発した甲状腺機能異常判別システムを健康診断
やオンライン診療に活用していく。
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A-3-04
脂肪肝診断向上のための超音波検査を組み合わせた予測式
の開発
日高病院　健診センター 1 
群馬大学大学院医学系研究科　臨床検査医学 2 
群馬大学大学院保健学研究科　応用生体情報検査科学 3 
富岡クリニック 4 
日高会　日高学術研究センター 5

○坂
さかまき

巻　浩
こうじ

二1 時田　佳治3 工藤　瑞穂1 小林　　充4 
安藤　公子1 阿久澤 まさ子1 中嶋　克行5 下村 洋之助5 
常川　勝彦2 村上　正巳2

【緒言】
近年、我が国において脂肪肝が増加しており、肝硬変や肝癌などに移行する例
があるため、進行する前の段階で脂肪肝を発見することがこれら肝疾患を予防
するために重要である。しかし初期の脂肪肝診断には課題が多く、診断基準と
なっている CT での肝臓 / 脾臓比（L/S 比）には 0.9 または 1.1 のカットオフ値
が報告されているものの、肝脂肪沈着の病理学的所見との関連には不明な点が
多い。また CT には放射線被曝や費用の問題があることから、人間ドックでは
超音波検査が主に用いられているが、客観性において議論は多い。今回は判断
の難しい軽度な脂肪肝診断の向上を目的として、L/S 比の 2 つカットオフ値で
の超音波検査の感度や特異度を検討し、健診で得られる生化学データを用いて
L/S 比の予測式を開発することで脂肪肝の診断精度の向上を試みた。

【方法】
日高病院の健診を 2014 年に受診して超音波検査で脂肪肝と判定された 100 名
を対象に、体格及び生化学データを説明変数とした重回帰分析から、L/S 比の
予測式を求めた。また 2011 年から 2014 年までに人間ドックで CT 検査を受け
た 300 名を対象として、予測式から算出された L/S 比と実測値とを比較するこ
とで予測式の妥当性を検証し、L/S 比のカットオフ値を 0.9、1.1 とした時のそ
れぞれ感度、特異度を算出した。

【結果】
目的変数を L/S 比とした重回帰分析から、性別、ALT、HbA1c を変数とした
予測式が得られた（r=0.704、AIC=-55.44)。L/S 比のカットオフ値を 0.9 と 1.1
とした時のそれぞれの感度、特異度ならびに ROC 解析で AUC を求めたとこ
ろ、L/S 比 0.9 では 77%、100% で AUC=0.77 となり、L/S 比 1.1 では、80%、
75% で AUC=0.82 となった。

【結論】
今回開発した予測式によって CT 検査と超音波検査との不一致を解消し、特に
偽陽性を減らせる可能性が示唆された。特に L/S 比 1.1 では中等度以下の軽度
な脂肪肝を反映していると考えらえることから、軽度脂肪肝の予防に貢献でき
る可能性が示唆された。

A-3-03
インスリン抵抗性と生活習慣病の相関関係
大阪医科大学健康科学クリニック

○藤
ふじわら

原　祥
しょうこ

子 福田　　彰 後山　尚久

【目的】インスリン抵抗性は肥満、糖代謝、血圧、脂質代謝など生
活習慣病と深く関わりがある。そこでインスリン値と腹囲・BMI な
どの相関関係について検討した。

【方法】2016 年度から 2020 年度の人間ドック健診 25530 件から、イ
ンスリン測定結果がある 8504 件を抽出し、同一人物の重複を無く
し、HCV 抗体 1.0 以上、HBs 抗原 0.05 以上の症例を省いた 4047 人
を検討対象とした。年齢、BMI、腹囲、血圧（収縮期、拡張期）、糖

（空腹時血糖、HBA1c）、インスリン、脂質（TC 、non-HDL C、HDL 
C、TG）、肝機能（AST、ALT、γGTP）について相関を検討し、
K Means クラスター分析も試みた。

【結果】インスリンとの相関係数は BMI 0.5367、腹囲 0.5149、血圧
0.1928、空腹時血糖 0.2530、TG 0.3667、ALT 0.4042 であり相関関
係（すべて p ＜ 0.0001）にあった。年齢は相関係数 0.0062(p ＝ 0.6926)
であり無相関であった。BMI と腹囲の相関係数を比較すると、イン
スリンと ALT は BMI の方が高く、血圧、糖、脂質は腹囲の方が高
値であった。3 つのクラスターに分類すると腹囲は、男性 1 群：77.5
±6.0、2 群：85.4±5.6　3 群：93.3±6.9 ｃｍ、女性 1 群：73.0±5.7、
2 群：80.1±6.7、3 群：92.1±8.5 ｃｍであった。男女とも 2 群で血
圧と空腹時血糖が保健指導対象域に上昇した。男女とも 3 群では血
圧、空腹時血糖、脂質すべてが対象域となりインスリンも高値で
あった。

【考察】血圧、糖、脂質に関して腹囲が BMI より相関係数が高値で
あったことから腹囲測定の意義を再確認した。クラスター分析より
女性の保健指導対象腹囲基準 90 ｃｍは、今回分類された 3 群目と
考えられ女性の腹囲基準の再検討が必要ではないかと考えられた。

A-3-02
取り下げ 

A-3-01
肥満者における糖尿病発症とその関連因子
市立芦屋病院

○渡
わたなべ

部　和
かずこ

子

【目的】肥満者における糖尿病罹患とその関連因子について検討し
た。【対象】当センター受診者 4771 名のうち、データのある 3625
名【方法】体格は BMI に基づき、やせ（BMI ≦ 18.5kg/ ｍ 2）、普
通体重（＜ 25.0kg/ ｍ 2）、肥満 1 度（25.0kg/ ｍ 2 ≦ BMI ＜ 30.0kg/
ｍ 2)、肥満 2 度（BMI ≧ 30 ｍ 2）に、分類した。糖尿病の有無は、
HbA1c 値が 6.5％以上または「糖尿病治療の有無」に「有り」と回
答した者を糖尿病「有」とした。【結果】1. 年代別肥満分布　男性
では、全体の 36.2％に肥満を認め、30 代 40 代と増加し、50 代で
39.3％だった。また、肥満 2 度以上は 40 代で最も多く 8.6％だった。
女性では、全体の 19.9％に肥満を認め、40 代 50 代 60 代と割合は高
くなり、60 代では 24％が肥満だった。また、肥満 2 度以上の者は、
どの年代でも 4％から 5％だった。2. 年代別体格別糖尿病罹患分布　
男性では、全体の 11.1％が糖尿病罹患群だった。肥満者では男女と
も、50 歳代 60 歳代で罹患は増加しており、男性 50 歳代、肥満 2 度
以上では、33 名（47.1％）に罹患を認めた。3. 特定健康診査問診項
目と糖尿病罹患の関連　服薬状況については、降圧薬、高脂血症治
療薬服薬中のものは、肥満、特に糖尿病ありの者で有意に高かった。
糖尿病罹患者のうち、治療中のものは　男性で約 70％、女性で約
50％であった。既往歴では、男性糖尿病罹患群で　脳血管疾患の既
往が 5％超、心臓病既往は約 10％と有意に多かった。女性では心臓
病の既往が多かった。生活習慣項目では、男性で「就寝前二時間以
内に夕食をとる」で肥満、糖尿病罹患群で有意に高く、女性では

「同世代、同性のひとと比較して歩く速度が速い」が有意に低かっ
た。【考察】肥満そのものが糖尿病だけでなく高血圧、高脂血症、さ
らに脳血管疾患、心臓病に、大きく寄与しており、高齢化とともに
疾病構造に大きな影響があると思われ、肥満対策は 40 歳代 50 歳代
で重要課題として取り組んでいく必要性が再認識された。



115人間ドック　Vol.35 No.３ 2020 年

　
講
演
抄
録

一
般
演
題

（379）

A-3-08
ドック受診者を対象とした腹部超音波検査での肝腎コント
ラストの臨床的意義について
井上記念病院　健康管理センター 1 
井上記念病院　内科学 2

○小
こばやし

林　淳
じゅんじ

二1 米澤　真頼1 小野　克弘1 山本　弥生1 
栗原　智子1 大沼　早苗1 吉野　江里1 宇田川 正勝1 
吉田　秀夫1 中村　博敏2

【目的】ドック ( 健診 ) では腹部超音波検査が脂肪肝の判定の中心と
なる。脂肪肝は肝臓でのメタボの表現型とされ、肝腎コントラスト
陽性（以下 L/S 比＋）でその存在が示唆される。今回、L/S 比＋－
と腹囲、高血糖、脂質異常と関連する代謝マーカーとの相関性を明
らかにする。【方法】2018 年 4～2019 年 3 月のドック受診者 8116 名

（男性 4962 名 ,　年齢 56±11y,　腹囲 85±9.0cm, 　BMI24±3.4,  L/
S 比 ＋ 2059 名； 女 性 3154 名 , 年 齢 54±12y,　 腹 囲 79±9.1cm　
BMI22±3.6,　 L/S 比＋ 603 名）。　男女別に年齢、 ALT、血清トリ
グリセリド（TG）、 血糖との単相関を解析し、その後 ALT、TG、
血糖値を目的変数、それぞれに対し年齢、L/S 比＋－（ダミー変数
1,0）、腹囲を説明変数として重回帰分析を行った。【成績】男性にお
いて、L/S 比＋－との単相関係数は年齢 (r=-0.04, p ＜ 0.01 ) 腹囲
(r=0.52, p ＜ 0.01 )、ALT(r=0.40, p ＜ 0.01 )、 TG(r=0.28, p ＜ 0.01 )、 
血糖値 (r=0.20, p ＜ 0.01 ) であった。重回帰分析結果は、ALT を目
的変数、年齢、L/S 比＋－（ダミー変数 1,0）、腹囲を説明変数とす
ると、L/S 比は、年齢、腹囲と独立した ALT の説明変数と判明し
た。同様に TG あるいは血糖値を目的変数とした場合も L/S 比は年
齢、腹囲と独立した説明変数と判明した。女性において、L/S 比
＋－との単相関係数は年齢 (r=0.12 p ＜ 0.01 )、腹囲 (r=0.53, p ＜
0.01 )、ALT(r=0.27, p ＜ 0.01 )、TG(r=0.37, p ＜ 0.01 )、血糖値 (r= 
0.31, p ＜ 0.01 ) であった。重回帰分析結果は、男性同様、L/S 比＋－
は年齢、腹囲と独立した ALT、TG、血糖値の説明変数と判明した。

【結論】ドック受診者男女とも、L/S 比は年齢や腹囲と独立して、肝
機能、脂質異常、高血糖を予測しうることが示唆された。

A-3-07
緊急事態宣言による健診血液データへの影響
一般財団法人　健康医学協会　東都クリニック

○西
にしむら

村　光
みつよ

世 佐原 由華子 竹本　文美

【はじめに】新型コロナウイルス感染症のために緊急事態宣言が発
令され、在宅勤務や外出制限により、日常の行動変化が求められる
ようになった。これらの変化により健康診断におけるデータにも変
化の可能性が考えられるので、今回本年５月中に行われた健診デー
タの血液生化学検査で昨年のデータを比較検討した。【方法】本年
５月中に健康診断を当院で受け、かつ昨年も当院にて健診を受けた
血液データのある 11７例について検討した。有意差検定はｔ検定で
おこなった。【結果】性別は男性 66 例、女性 51 例で年齢は 23 歳か
ら 74 歳で中央値は 55 歳であった。血液生化学検査にて有意差の
あったものは総コレステロールで本年および昨年の平均値はそれぞ
れ 218mg/dl,203mg/dl(p=0.002) , 中 性 脂 肪 は 111mg/dl,97mg/
dl(p=0.018) HbA1c は 5.8％、5.4％（p=0.001）であった。男女別で
は男性の平均年齢は 55.1 歳　女性は 47 歳であった。男性では総コ
レステロールの有意差はなかったが中性脂肪で有意差があった。逆
に女性では中性脂肪で有意差なく総コレステロールで有意差があっ
た、H ｂ A1C は男性では有意差あったが女性ではやや高い傾向が
あったが有意差までにはならなかった。【考察】今回少ない一施設
のデータであるが緊急事態宣言にて懸念された運動不足による血液
データの異常値は成人病のもととなるような総コレステロール、中
性脂肪　HbA1c などの指標が異常値として示されたので、今後も
緊急事態宣言後は運動量と摂取カロリーとコレステロール摂取に注
意が必要である。

A-3-06
人間ドック受診者における血漿中アミノ酸濃度プロファイ
ルと2型糖尿病・メタボリックシンドローム関連指標との関
連解析
杏林大学　医学部　総合医療学教室 1 
味の素株式会社　バイオ・ファイン研究所 2

岡
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1 井田　陽介1 ○徳永　健吾1 三好 佐和子1 
中村　英寛2 東江　咲乃2 影山　陽子2

【目的】血漿中遊離アミノ酸濃度は健康状態に応じて変動すること
が知られている。「アミノインデックス技術」を用いた先行研究で
は、内臓脂肪面積に相関する式として開発されたアミノインデック
ス生活習慣病リスクスクリーニング（Aminoindex® Lifestyle 
Diseases Risk Screening; AILS）（糖尿病リスク）が 4 年以内の糖
尿病発症リスクに対する良好な予測マーカーとなることが示されて
いる。本研究では、当院人間ドック受診者の血漿中アミノ酸濃度お
よび AILS（糖尿病リスク）値と各種糖尿病・メタボリックシンド
ローム関連指標との関連性について横断的解析を実施し、本指標の
臨床的特徴付けを行うことを目的とした。

【対象と方法】当院人間ドック受診者 482 名（男性 312 名、女性 170
名、平均年齢 59.7 歳）を対象とした。受診と同時に午前中空腹時採
血を行い、血漿分離後に LC/MS 法を用いてアミノ酸濃度を測定し、
AILS（糖尿病リスク）値を算出した。

【結果】メタボリックシンドロームや 2 型糖尿病での上昇が知られ
ている Glu・Ala・分岐鎖アミノ酸（Val・Leu・Ile）の血漿中濃度
は、本研究でも空腹時血糖や HbA1c、HOMA-R といった糖尿病関
連指標と有意に正に相関していた。また、これらはアディポネクチ
ン（Ad）濃度、フェリチン濃度とも負、正の相関をそれぞれ認め
た。さらに、将来の糖尿病発症リスクが高い人で高値を示す AILS

（糖尿病リスク）も Ad 濃度と負の相関を示した。重回帰分析の結
果、AILS（糖尿病リスク）値は BMI や上記糖尿病関連指標とは独
立かつより良く Ad 濃度を説明する因子であった。

【結論】将来の 2 型糖尿病発症リスクとの関連が知られている Ad と
AILS（糖尿病リスク）が良好に相関するという本結果は、臨床に
おける AILS（糖尿病リスク）の妥当性を支持するものである。

A-3-05
肥満はないが糖・脂質代謝異常を有する男性健診例の特徴
と対策
大阪医科大学　健康科学クリニック
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 尾上　都子 小倉　文子 中嶋　一恵 
大川　賀子 草野　五月 藤原　祥子 後山　尚久

【背景と目的】世界的な肥満人口の増加に伴い、2 型糖尿病 (DMT2)
や心血管疾患 (CVD) が増加している。しかし肥満はないが糖・代謝
異 常 を 有 し、DMT2 や CVD 発 症 の 危 険 が 高 い 例 (metabolic 
unhealthy normal weight: MUNW) も少なからず存在する。本邦の
肥満人口は横ばいながら DMT2・CVD は増加し、DMT2 の平均
BMI 値は一般人と変わらない。この背景に MUNW の関与も示唆さ
れ、特に男性 MUNW に関して特徴と対策を検討した。【対象と方
法】当施設の 2018 年度健診 US 施行例のうち、BMI ＜ 25 で糖・脂
質異常 (FBS, TG and/or HDL-Cho) の男性 MUNW 例を対象とし
た。年齢・性・BMI を一致させた糖・脂質異常のない例を対照 (C)
とし、腹囲・体脂肪率 (BFR)・肝機能 (ALT)･ 異所性脂肪沈着 ( 脂肪
肝 FL)・ｲﾝｽﾘﾝ抵抗性 (IR) を比較した。IR は HOMA-IR( 正常＜ 1.67)、
FL は US で評価し、ﾉﾝﾊﾟﾗﾒﾄﾘｯｸ /χ2 検定で解析した。【結果】US
施行した男性健診者 3578 例中、非肥満例 2501 例中 MetS 該当例は
243 例 (9.7%) で、MUNH は 554 例 (15%) で あ っ た ( 平 均 58 才、
BMI22.4)｡ 腹囲 (cm) は MUNW:83.0 vs.C:81.8cm と MUNW で高値
(P ＜ 0.01) ながら、MUNW の 60％が MetS 非該当であった。BFR
及び ALT 平均値 (IU/L) も MUNW:26 vs.C:22 と MUNW で高値 (P
＜ 0.01) であったが、MUNW での ALT 異常 ( ≧ 30) 例は 28% であっ
た。また HOMA-IR は MUNW:1.8 vs.C:1.3 と MUNW で高値 (P ＜
0.01) で、FL の程度と密接に関連し、FL( 正常 : 中等度以上 ) は
MUWN(37%:27%)vs. C(60%:11%) と MUNW で FL が高率であった
(P ＜ 0.01)。【考察と結論】DMT2 や CVD 発症予防の観点から肥満
例は勿論、MUNW 例も注意が必要である。男性 MUNW の特徴と
して IR や FL を高頻度に認めた。IR は個々の許容量を超えた体内
脂肪蓄積に起因し、DMT2 や CVD の発症基盤とされる。FL は IR
の存在を示唆し、生活指導・効果の目安となる。BMI や腹囲、肝機
能が正常でも MUNW に留意すべきで、個々の健康に相応しい体重・
体型の指標として、FL の無い状態を目標におくのが合理的と考え
られた。



116 人間ドック　Vol.35 No.３ 2020 年（380）

A-4-01
高血圧治療ガイドライン2019における高値血圧者の病態
と生活習慣
医療法人財団康生会　武田病院健診センター 1 
医仁会武田総合病院　糖尿病センター 2 
医療法人財団康生会　康生会クリニック　内科 3 
武田病院グループ 4

○桝
ますだ

田　　出
いづる

1 徳林　史代1 稲川　　誠1 金崎 めぐみ1 
東　　信之2 武田　貞子1,3 武田　隆司4 武田　道子4 
武田　隆男4 武田　隆久4

【目的】高血圧治療ガイドライン 2019 では、高値血圧（130～139/80
～89mmHg）の段階からリスク層別化を行い、高値血圧の高リスク
者は 1ヵ月間の生活習慣の改善療法で十分な降圧がなければ薬物療
法も考慮することが推奨されている。人間ドック健診における高値
血圧者の病態と生活指導の際に重視すべき点を考察した。【方法】
2019 年高血圧症未治療健診受診者 28588 例のうち、高値血圧者は
5573 例（19.5％、51±10 歳）であった。高値血圧者のリスク層別化
に用いる因子の頻度を算出した。当施設の人間ドック受診者質問票
から、高リスク者と低・中等リスク者の生活習慣関連因子の頻度を
評価した。【成績】高値血圧者のリスク第 2 層因子の頻度は、65 歳
以上 10.0％，男性 57.3％，脂質異常症 52.3％，喫煙 52.3％であった。
リスク第 3 層因子の頻度は、脳心血管病 1.6％，心房細動 0.2%，糖
尿病 4.8%，蛋白尿のある CKD0.4% リスク第 2 層因子 3 つ以上
12.8％であった。これらの因子から算出すると、低リスク者 19.4％、
中等リスク者 62.8％、高リスク者 17.9％であった。65 歳未満の高リ
スク者は低・中等リスク者に比べ、腹部内蔵肥満（ウエスト周囲長
が基準以上）（61.2：30.7%, p ＜ 0.01）、睡眠中のいびきの頻度が高
かった（p ＜ 0.01）。生活習慣関連因子では、喫煙（70.9：8.4%, p ＜
0.01）、食べる速度が速い、朝食を抜く、就寝前の夕食、外食が多い
頻度が高く（p ＜ 0.01）、歩行など１日 1 時間以上の運動の頻度が少
なかった（p ＜ 0.05）。野菜類、果物類、海藻類、乳製品を毎日摂取
する頻度（p ＜ 0.01）、塩辛いものを摂らない頻度が低く（p ＜ 0.05）、
油っこいものを毎日摂取する頻度（p ＜ 0.01）が高かった。【結論】
人間ドック健診時の指導では、血圧値だけでなくその他の危険因子
や臓器障害の程度からリスクの層別化を行う必要がある。高値血圧
者の中でも、特に高リスク者は禁煙指導や肥満の是正を考慮した生
活指導を積極的に行うことが重要である。

A-3-11
当センターでの合併症・重症化予防としての労災保険二次
健康診断の役割
独立行政法人地域医療機能推進機構　金沢病院　健康管理センター

○堀
ほりぐち

口　　優
まさる

 

【目的】当センターでは特定健康診査・特定保健指導とともに、労
災保険二次健康診断（以下　労災二次健診）も重視し、事業所へ受
診勧奨をしている。今回、2018 年度労災二次健診受診者の分析を
2019 年度の定期健診情報を含めて行ったので報告する。【方法】対
象は 2018 年度に当センターで労災二次健診を受診した男性 214 人、
女性 19 人の合計 233 人であり、検査結果と治療・通院歴の推移に
も着目した。【結果】2018 年度受診者でダブルマスター負荷心電図
または心エコー検査で有所見者は 21 人（9.0％）、頸部エコー検査は

（40.3％）だった。糖尿病通院中は 25 人（10.7％）、高血圧通院中は
64 人（27.5％）、脂質異常通院中は 29 人（12.4％）だった。2019 年
度も定期健診を受診した 196 人を調べると、新たに脳血管疾患発症
者はいなかったが、心疾患発症者は 40 歳代 1 人、50 歳代 1 人、60
歳代 1 人であった。60 歳代の 1 人は高血圧・糖尿病で治療中だった
が、その他の 2 人は治療中の疾患はなかった。高血糖、頸部エコー
で動脈硬化所見、ダブルマスター負荷心電図異常など指摘され内科
受診となり、その後の経過で発症または要治療となったものであっ
た。その他にも労災二次健診後の内科・脳外科紹介や受診勧奨によ
り通院疾病が追加されている方が認められた。【結語】定期健康診
断で要精密検査や要治療判定となっても症状がないため受診しない
方は残念ながら一定数存在する。当院の労災二次健診は検査結果に
基づき栄養士、保健師、医師が指導しているが、医師が当日に必要
診療科への紹介や受診勧奨を行うことで、合併症や重症化に対する
効果が認められた。

A-3-10
40歳時の腹部超音波検査で脂肪肝and/or高輝度膵を認め
た男性受診者の35歳時の臨床検査値および生活習慣の特
徴
相模原総合健診センター

○島
しまづ

津　　将
まさし

 小林　伸行 立岡　良太 小山　和貴 
入江　　文 萬造寺 知子 渡部　洋行 土屋　　敦

男性を対象に，40 歳時の腹部超音波検査で脂肪肝 and/or 高輝度膵
を認めた者の 35 歳時の臨床検査値および生活習慣を調べた．2008
～2018 年度中で 35 歳時と 40 歳時に健診を受けた男性 2721 名のう
ち，40 歳時に腹部超音波検査を施行し，かつ 35 歳時に採血検査及
び標準的質問票に回答した 35 歳男性 238 名を 40 歳時の腹部超音波
所見に基づき，脂肪肝 + 高輝度膵（A）群，脂肪肝のみ（B）群，
高輝度膵のみ（C）群とし，それぞれを所見なし（D）群と体型や
臨床検査値および生活習慣につき比較した．結果；A 群は 51 例
(21.4％) で，そのうちメタボリックシンドローム（MetS）や予備群
以外は 24 例 (47.1％) であった．B 群は 42 例 (17.6％) で，そのうち
MetS や予備群以外は 31 例 (73.8％)，C 群は 20 例 (8.4％) で，その
うち MetS や予備群以外は 13 例 (65％ ) であり，D 群は 125 例

（52.5％）で，MetS や予備群以外は 114 例 (91.2％) であった．A，B，
C 群では，35 歳時点で「20 歳時から 10kg 以上の体重増加」してい
る者が多かった．A，B 群では「日常生活において歩行又は同等の
身体活動を 1 日 1 時間以上実施していない」者が多く，C 群では

「毎日飲酒」する者の割合が多かった．また、A 群，B 群，C 群の
順に BMI，腹囲，GPT や中性脂肪などの数値は悪く，異常を呈す
る項目の個数も多かった．結論；35 歳で MetS やその予備群に該当
しない者であっても，40 歳で脂肪肝や高輝度膵を指摘されることは
多く，注意が必要である．まずは 35 歳までに 20 歳時からの体重を
10kg 以上増加しないよう，若年から意識をする必要があり，35 歳
時に検査値異常を認めた際には，将来を見据えた指導として減量や
生活習慣の改善などを指導する必要がある．

A-3-09
20才時からの体脂肪増加と生活習慣病
加古川総合保健センター

○宇
うたか

高　　功
いさお

 石原　敬康 福本　廣文 福田　　裕 
綾部　智之 米澤　加奈 中馬　歩美 加古　美樹 
小西　久子 枝川　潤一

特定健診や事業所健診の実施現場では、血液データがないためメタ
ボ判定による健康指導が出来なく、どのように健康アドバイスをす
るべきか躊躇することがある。そこで、すぐにアドバイスに使える
20 才時からの体重増加に着目し、生活習慣病発症との関連性につい
て検討した。2019 年度人間ドック受診者（40～60 才の男女、平均
年齢 52.0 才）の内、1．体重減少者、更に他要因を除くため、20 才
時に、2．BMI ≧ 25、3．何らかの疾患治療中、4．持続的運動習慣
のあるアスリート（1 回 1 時間以上の運動を週 3 回以上）の人は除
外し 1401 名を対象とした。これらの処理は、ドック受診時、入念
に問診をさせて頂き行った。体重増加は変化別に、A 群 (±4.9kg)、
B 群 ( ＋ 5～9.9 ｋｇ )、C 群 ( ≧＋ 10 ｋｇ ) 群、更にＣ群の中で≧＋
10 ｋｇの体重増加があるが、一見普通体型 (BMI が 18.5～25) の群
いわゆる『隠れ肥満』のＤ群の 4 群について、血圧、LDL コレステ
ロールや血糖値など生活習慣病の項目について検討した。（但し、
ドック受診時、生活習慣病関連薬剤内服中の人も含めている）結果
各項目について、A 群と比べ、B 群、C 群、D 群それぞれとの間で
有意性が確認（ｐ＜ 0.05）され、Ａ群＜Ｂ群＜Ｄ群＜Ｃ群の順に高
値を示す傾向であることが確認された。20 才時からの筋肉量が増加
するほどの運動習慣のある人は除外していることより、体重増加は
ほぼ体脂肪増加と考えられ、持続的運動習慣のない人においては、
20 才時からの体重増加量を参考として生活習慣病予防のため減量指
導を行うことは有意義であることが確認された。更にいわゆる『隠
れ肥満』についても、体型からの判断でなく体重増加に着目し積極
的な健康指導が可能であることも示された。　『20 才時からの体重
増加に着目した健康指導』は、積極的に活用すべきポイントである。
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A-5-04
高齢人間ドック受診者における認知機能低下を早期発見す
る試み
東京都済生会中央病院　総合健診センター 1 
東京都済生会中央病院　認知症疾患医療センター 2 
東京都済生会中央病院　脳神経内科 3 
東京都済生会中央病院　糖尿病・内分泌内科 4

○山
やまだ

田　　碧
あおり

1,2 仲里 佐和子1 宮原　裕美1 河合　俊英1,4 
足立　智英2,3 星野　晴彦2,3

【目的】人間ドックでは高齢受診者が増え、認知機能スクリーニン
グの需要が高まっている。軽度認知障害 (MCI: mild cognitive 
impairment) は予防や治療介入が可能なことから、早期発見の重要
性が注目されている。現在、認知機能スクリーニングは進行した認
知症の発見に活用されているが、MCI の早期発見への有用性は確立
されていない。そのため、従来用いられているスクリーニングが
MCI の早期診断に有用であるかを検討した。【方法】2019 年度に当
センターで実施された脳ドック 496 例のうち、改訂長谷川式認知症
スケール (HDS-R) を施行した計 215 例を解析した。受診者を年代別
3 群 ( 若年群 74 歳以下：160 例、高齢群 75-84 歳：45 例、超高齢群
85 歳以上：8 例 ) に分け HDS-R スコアの比較、前回検査スコア (2017
±1 年間で実施 ) と 2019 年度のスコアとの比較を行なった。【結果】
HDS-R スコアを 3 群で比較した場合、高齢群、超高齢群では、若年
群より有意に低かった (p ＜ 0.0001)。前回検査スコアと今回スコア
の比較では、若年群、高齢群で有意な低下を認めた。一方、超高齢
群では中央値で HDS-R 5 点の大幅な低下があったが有意差に至ら
なかった。下位項目に対して詳細な解析を行ったところ、経年変化
における失点の 50% は質問 7 の遅延再生の項目であった。【考察】
人間ドックで HDS-R を継続して行なった場合、数年で、年齢にか
かわらずスコアが低下している傾向がわかった。通常、HDS-R20 点
以下で専門医への紹介受診を勧めているが、アルツハイマー型認知
症を代表とする amnestic MCI では、まず海馬機能が低下するため、
前回スコアに比べ見当識や遅延再生の評価項目の失点を認めた場合
は進行型 MCI を疑い、積極的な 2 次スクリーニングを勧める必要
があると考えられた。

A-5-03
1.5T MRI を用いた当院の脳ドックにおける未破裂脳動脈
瘤についての検討
AOI 国際病院　脳神経外科 1 
医療法人社団葵会 AOI 国際病院健康管理センター 2

○今
いまいずみ

泉　陽
よういち

一1 相浦　　遼1 廣瀬　瑛介1 河面　倫有1 
熊丸　裕也2

　破裂脳動脈瘤の出血源精査や頭痛・めまいなどの原因精査で指摘
された未破裂脳動脈瘤に関して，発見率や部位に関する報告は散見
されるが，脳ドックに代表される健康成人に関する未破裂脳動脈瘤
の検討はほとんどなされていない．今回，2017 年 4 月から 2020 年
3 月の 36ヶ月間に当院の脳ドックを受診した健康成人 888 人におけ
る未破裂脳動脈瘤の部位に関して検討した．　上記期間に当院の脳
ドックを受診した 888 人（女性：男性＝ 1：3.96，21-91 歳，平均
51.36±10.3 歳）を対象とした．1.5T MRI を使用して MRA を撮影
し，放射線科医または神経内科医による一次読影と脳神経外科医に
よる二次読影を行い，疑い例を含む未破裂脳動脈瘤を診断した．動
脈瘤は嚢状動脈瘤のみとし，紡錘状動脈瘤は除外した．　全期間で
78 人に疑い例を含めた未破裂脳動脈瘤 84 個が認められた．未破裂
脳動脈瘤発見率は 8.78% であり，多発性脳動脈瘤は 6 人に認められ，
女性が 5 人，男性が 1 人であった．発見率は女性に高く，女性 28
人 15.6%，男性 50 人 7.1% であった（p ＝ 0.001）．発見された動脈
瘤 84 個のうち，部位別では内頚動脈が多く，53 個 63.1％であった．
内頚動脈をさらに Fisher の分類で検討すると，C2 に最も多く 30 個
35.7％認められた．その他，前交通動脈は 13 個 15.5％，前大脳動脈
は 9 個 10.7％，中大脳動脈は 8 個 9.5％であった．後方循環系には
少なく，脳底動脈に 1 個 1.19％のみであった．若干の文献的考察を
加えて報告する．

A-5-02
当センターにおける頭部MRオプション検査５年目の成績
についての検討
誠馨会　千葉メディカルセンター　健診センター

○西
にしあらい

荒井 宏
ひろ み

美 景山　雄介

【目的】頭部 MR 検査の５年間の成績について検討し今後の人間ドッ
クに活用する。

【方法】頭部 MR 検査は MRI 検査と MRA 検査を実施する。MR 撮
影装置は PHILIPS 社 Ingenia3.0T と Achieval1.5T。読影は脳外科
専門医による。対象期間は 2015 年 4 月 1 日から 2020 年 3 月 31 日
までの５年間とする。対象は述べ 812 人で、男性 483 人、女性 329
人であった。

【成績】1. 対象実数 727 人（男性 432 人、女性 295 人）で年齢は 22
歳から 86 歳、平均年齢 53.5±11.83 歳であった。２年以上検査を受
けた受診者は 52 人でこのうち 5 年実施した受診者は 4 人であった。
また、４年目に髄膜腫（12 ｍｍ）が発見され手術した症例が１例
あった。
2. 要脳外科受診は 45 人（6.18％）であった。MRI 検査で要脳外科
受診は 12 人（1.65％）で右脳質前角腫瘍、髄膜腫 2 例、右小脳血管
腫、頭蓋骨腫瘍、下垂体腫瘍、下垂体のう胞２例、左大脳多発性脳

塞、左小脳橋角腫瘍、左四丘体槽脂肪腫疑い、左前頭葉腫瘍で
あった。髄膜腫１例は手術施行し、左大脳多発性脳 塞は当院脳外
科で治療中である。
3.MRA 検査で要脳外科受診は 34 人（4.68％）で脳動脈瘤疑いが 27
例（3.7％）、漏斗状拡張 1 例、狭窄 3 例、脳動静脈奇形 1 例、血管
腫 1 例、血管異常 1 例であった。脳動静脈奇形の症例は手術した。
4. 高血圧症または脂質異常症または糖尿病で治療中は 178 人

（24.5％）で、要脳外科受診は 18 人（10.1％）、MRI 検査で異常は 4
人、MRA 検査で異常は 14 人で動脈瘤は 8 人（4.49％）であった。
5. 年代別検討では、要脳外科受診は 20 歳代 0/5 人、30 歳代 2/32 人

（6.25％）、40 歳代 4/72 人（5.56％）、50 歳代 19/78 人（24.4％）、60
歳代 15/61 人（24.6％）、70 歳代 5/27 人（18.5％）であった。動脈
瘤は 30 歳代 1 人（3.12％）、40 歳代 2 人（2.78％）、50 歳代 13 人

（16.7％）、60 歳代 8 人（13.1％）、70 歳代 2 人（7.41％）であった。。
【結論】年齢 50 歳代と 60 歳代、高血圧または脂質異常または糖尿
病治療中の人に要脳外科受診が多く認めた。　

A-5-01
当施設における頭部MRI追加撮像　～脳動脈瘤疑い例にお
けるMR脳槽撮像の有用性～
健康医学予防協会　新潟健診プラザ

○石
いしかわ

川　和
かずひろ

宏 臼井　顕之 増子　政美 小柳　雄毅

【背景】脳動脈瘤はくも膜下出血の原因疾患として重要であり，頭
部スクリーニング検査では正確な診断が求められる．動脈瘤の診断
では，漏斗状拡張などの非動脈瘤との鑑別が問題となるが，MR 血
管撮像（MRA）ではときに鑑別困難例に遭遇する．MR 脳槽撮像
は，強い T2 強調により脳脊髄液に接する動脈の外形を明瞭に描出
するため，動脈の詳細な形態評価が可能で，動脈瘤と非動脈瘤との
鑑別に有用であると期待される．

【目的】頭部 MRA で脳動脈瘤が疑われ，MR 脳槽撮像が追加撮像さ
れた症例を後方視的に検討し，MRA と MR 脳槽撮像における画像
所見を比較した．

【方法】当施設で 2018 年 1 月～2019 年 12 月に実施された脳ドック
等のスクリーニング頭部 MRA で脳動脈瘤を否定できず，MR 脳槽
撮像が追加された 19 症例（39～74 歳，平均年齢 53.4 歳，男性：女
性＝ 7:12），20 所見（内頸動脈：12，前交通動脈：4，後大脳動脈：
4，膨隆部径：1～3mm，平均 1.9mm）につき，MR 脳槽撮像にお
ける画像所見を評価し，MRA 所見と比較した．MR 脳槽撮像は
balanced fast field echo (b-FFE) 法を用いた．

【結果】MR 脳槽撮像では，MRA で脳動脈瘤が疑われた 20 所見す
べてで動脈瘤，非動脈瘤の鑑別が可能であった．20 所見のうち 2 所
見は，MR 脳槽撮像で動脈瘤と診断できた．MR 脳槽撮像では，膨
隆部と分枝の位置関係を明瞭に評価でき，漏斗状拡張との鑑別が可
能であった．残りの 18 所見は非動脈瘤で，10 所見は動脈内腔の血
流信号不均一，8 所見は末梢分枝の描出不明瞭により MRA では瘤
様に描出されたものと考えられた．

【考察】本検討では，MRA で動脈瘤，非動脈瘤の鑑別が困難とされ
た症例すべてが，MR 脳槽撮像で鑑別可能となった．MR 脳槽撮像
は，脳動脈瘤の診断の確信度を向上させ，受診者への説明や精査，
経過観察の方針決定に寄与すると考えられた．

【結語】頭部 MRA で脳動脈瘤，非動脈瘤の鑑別が困難な症例に対
しては，MR 脳槽撮像の追加が有用であると考えられた．
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A-7-01
睡眠時無呼吸症候群検査の外部委託による効果
社会医療法人　生長会　ベルクリニック　臨床検査室 1 
社会医療法人　生長会　ベルクリニック　医療診療部 2

○岩
いわもと

本 由
ゆ み こ

美子1 岡部 佳代子1 宮崎　文恵1 福岡　美花1 
池藤　　遼1 平林　　朋1 佐渡　那月1 園尾　広志2 
新井　桂介2 小林　　亮2

【背景と目的】睡眠時無呼吸症候群（SAS）は睡眠時に起こるため
自覚していない潜在 SAS 患者数は 300～500 万人以上と推計、また、
さまざまな生活習慣病への合併を引き起こし、無治療の場合、心疾
患や脳卒中による死亡率が高くなると報告されている。当施設の
SAS 検査は、機器を自施設で管理し検査を行っていたため、検査予
約枠等の制限が必須であり、年間の検査実施数は伸び悩んでいた。
今回、機器の劣化のため機器更新の機会を得、一人でも多くの潜在
SAS 患者の拾い上げと少しでも早い CPAP 治療開始を目標に検査
の流れの見直し・検討を行った。【方法】検査予約枠の制限をなく
し、遠方在住の受診者にも検査予約できるよう自施設での機器管理
をやめ、2019 年 4 月より外部委託として帝人の SAS 簡易検査自宅
宅配サービスを導入した。検査実施数、要精査率、医療機関受診率
など前年度との比較・検討を行った。【結果】検査実施数は 2018 年
度 35 件に対し、2019 年度は 77 件と 2 倍以上に増えた。検査結果よ
り医療機関受診対象者は 11 名（31％）から 42 名（54％）と増加。
医療機関からの返信率は 18％から 64％、CPAP 治療開始した患者
数は 1 名から 18 名（内、当外来での CPAP 治療 5 名）になった。
生活習慣病合併率は 2019 年度の結果から REI( 呼吸イベント指
数 )20～39 では高血圧症 18％、糖尿病 36％、高脂血症 68％、REI40
以上では高血圧症 30％、糖尿病 55％、高脂血症 65％であった。【ま
とめ】検査実施数の増加や医療機関からの返信率から SAS 検査に
関心を持つ受診者が多いことが伺える。また、SAS 患者の背景から
高率に高脂血症を合併しており、REI40 以上の重症例では糖尿病の
合併率も高いことがわかった。【結語】検査の流れを見直すことで
顧客満足度につながったと思われる。また、機器精度が上がったこ
とにより潜在 SAS 患者が CPAP 治療を少しでも早く開始できる流
れが構築できた。今後も検査体制を整え、受診者の健康寿命延長に
つなげていきたい。

A-6-03
緑内障に特徴的な所見導入と新規緑内障発見との関連に関
する検討
日本赤十字社熊本健康管理センター　診療部 1 
日本赤十字社熊本健康管理センター　保健看護部 2 
日本赤十字社熊本健康管理センター　検査部 3 
熊本大学大学院生命科学研究科　生体情報解析学 4

○窪
くぼた

田　健
けんいち

一1 八田　智美2 盛川 恵美子2 町原 美希子3 
松永 由紀子3 尾上 あゆみ4 大森　久光4 野波　善郎1 
吉田　　稔1

【目的】筆者らは、第 59 回・第 60 回人間ドック学会で、眼底検査
で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）導入後に新規緑内障が増加傾向にあったことを発表した。緑内
障に特徴的な所見導入前の 2013 年度と導入後の 2014 年度から
2017 年度までの 2 群を対象に緑内障に特徴的な２つの所見と新規緑
内障発見との関連について検討した。【方法】2013 年度から 2017 年
度までの眼底検査で精密検査が必要とされた人間ドック受診者の受
診状況を健診管理台帳より全例抽出し、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 2 群
に分け緑内障に特徴的な２つの所見と新規緑内障発見との関連につ
いて年齢・性で調整しロジスティック回帰分析を行った。【成績】精
密検査対象者の 1,966 例を健診管理台帳より抽出し、未受診者・未
返送者例 429 例を除いた 1,537 例のうち、所見導入前の 2013 年度は
228 例、導入後の 2014 年度から 2017 年度は 1,309 例であった。所
見導入後を対象として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ロジスティック回帰分析
を行った。年齢・性で調整後、視神経乳頭陥凹拡大ではオッヅ比
(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。また、視神経乳頭周囲出血では、オッヅ
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。【結論】精密検査対象者から未受診
者・未返送者を除いた者のうち、緑内障に特徴的な所見導入と新規
緑内障発見と有意な関連を示唆する所見を得た。【結語】緑内障に
特徴的な所見の導入は新規緑内障発見に有効であることが示唆され
た。

A-6-02
健診の眼底検査で発見された網膜静脈閉塞症327例の検討
社会医療法人生長会ベルクリニック

○園
そのお

尾　広
ひろし

志 小林　　亮 新井　圭介 福村　精剛

【背景】網膜静脈閉塞症（RVO）は発症危険因子として高血圧、糖
尿病、脂質異常症などによる動脈硬化の存在が報告されているが、
眼底所見との関連に関する報告は少ない。今回、我々は健診の眼底
検査で RVO と診断された症例と動脈硬化リスク因子との関係を検
討したので報告する。【対象と方法】2019 年 4 月から 2020 年 3 月の
1 年間に人間ドックを受診した 38000 人の中で眼底検査を施行した
28781 人を対象とした。特徴的な網膜出血、網膜静脈の怒張・蛇行
を認めた症例を RVO と診断した。過去の眼底所見で特徴的な網膜
出血がある症例、または経時的変化で静脈の消失、狭小化、側副血
行路の形成が出現した症例については陳旧性 RVO と診断した。眼
底所見および動脈硬化リスク因子に関して RVO と非 RVO で統計
学的解析を行った。【結果と考察】眼底検査 28781 例に対して RVO
は 327 例（1.1％）に認め、そのうち活動性 RVO は 60 例（0.21％）、
陳旧性 RVO は 267 例（0.93％）であった。RVO327 例中、網膜静脈
分枝閉塞症（BRVO）は 313 例、網膜中心静脈閉塞症（CRVO）14
例で有病率は BRVO 1.1％、CRVO 0.05％であった。Scheie 分類
sclerosis(S) では S3：41 例、S２：267 例、S1：19 例と S2 以上が
90％以上を占めた。RVO と非 RVO を比較して単変量解析で有意差
を認めた項目は年齢、男性、収縮期血圧（SBP）、HDL-C、FBS、
TG、UA、eGFR、喫煙歴、飲酒歴、Scheie 分類 S であった。これ
らの変数で多変量解析を行うと eGFR、FBS、SBP、Scheie 分類 S 
、TG に有意な相関があり、特に Scheie 分類 S、SBP に強い相関を
認めた。【結語】健診の眼底検査で発見された RVO327 例を検討し
た。眼底検査で網膜動脈に硬化性変化を認め、血圧の高い症例に関
しては RVO 発症リスクが高く、適切な血圧コントロールが必要だ
と思われる。

A-6-01
人間ドックでの甲状腺結節性疾患に対する甲状腺触診の意義　 
ー頸動脈エコー結果との比較ー
新久喜総合病院　健康管理センター 1 
自治医科大学　医学部　臨床検査医学講座 2

○若
わかまつ

松　弘
ひろゆき

之1,2 津畑　宏明1 千田　彰一1 岡崎　幸生1 
瓜生田 曜造1 山田　俊幸2 谷口　信行2

【目的】人間ドックにおいて、触診により見つかる甲状腺結節と頸
動脈エコーで見つかる甲状腺結節を比較し、甲状腺結節発見のため
の触診の意義について検討する。

【方法】2018 年 5 月 1 日から 1 年 9 か月間に新久喜総合病院健康管
理センターの院内健診利用者で精密検査結果が甲状腺結節と判明し
た 54 名を調べた。このうち 49 名が新規指摘例であった。それを頚
部触診指摘群と頸動脈エコー指摘群の独立した二群に分けてデータ
集計して比較した。なお、本調査の診察担当医に甲状腺関連の専門
医はいなかった。

【成績】病理結果と癌症例詳細、見落としの推測原因は後日学会ス
ライドで供覧する。

大きさ平均 大きさ分布 未把握 把握例 FNAC 癌
触診指摘群 21 名 2.4 ｾﾝﾁ 0.7～4.1 ｾﾝﾁ 2 名 19 名 10 名 2 名
Echo 指摘群 28 名 1.5 ｾﾝﾁ 0.4～3.0 ｾﾝﾁ 9 名 20 名 13 名 2 名
頸動脈エコーは触診の 10 倍以上の感度と言われているが、主とし
て脳ドックのオプションで選択利用されるので 1 割程度の利用に留
まった。なお手術が必要な甲状腺癌は両群それぞれ 2 名見つかった。

【結論】頸部触診で手術が必要な甲状腺がんが 2 例見つかった。甲
状腺の超音波検査は精度が高いが過剰診断の指摘もあり健診の場で
は一般的でない。このような状況では全員に実施可能で比較的大き
な結節から触知する頸部触診の意義は健診では高く、身体診察は医
師の習熟度でバラツキは大きいがその解消と技能の維持向上のため
超音波検査に基づく修練が望まれる。
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A-7-05
胸部X線検診の読影における経時差分処理画像の有用性
－検診運用における初期経験として－
医療法人財団慈生会　野村病院　診療部画像診断部門 1 
医療法人財団慈生会　野村病院　放射線科 2 
医療法人財団慈生会　野村病院　診療部 3 
医療法人財団慈生会　野村病院　予防医学センター 4

○仲
なかむら

村　明
あきひさ

恒1 清水　賢均2 冨田 亜希子2 柏倉　賢一2 
江積　孝之2 小林　友一2 須藤　憲一3 瀬谷　　彰4 
吉野　秀朗3 野村　幸史3

【はじめに】経時差分処理（Temporal Subtraction）は , 撮影時期の
異なる 2 枚の CR 画像をコンピュータ処理により差分画像を作成し , 
新たに出現した異常影のみを強調表示する方法である . これは従来
の CR 像では指摘困難な異常所見をより発見し易くする目的で開発
された画像診断法である .【目的】胸部 X 線検診の読影における経
時差分処理画像（以下 , TS 像）の有用性を評価した .【対象】導入
から１年間に胸部 X 線検診で要精密検査判定（D2）され , その後胸
部ＣＴ検査等で所見の存在が確認された症例を対象とする .【方法】
対象を A～Ｄの 4 群に分け , 放射線技師 5 名と放射線読影医 1 名で
視覚的評価を行った . A は CR 像で所見の指摘が困難なるも TS 像
で指摘できる群 , B は CR 像でも指摘できるが TS 像があることで
より指摘し易かった群 , C は TS 像がなくても CR 像で指摘可能な
群 , D は TS 像により所見指摘に苦慮した群 ( アーティファクト等
の偽陽性例 ) である .【結果】D2 判定された受診者のうち , CT で所
見が確認されたのは 35 例 , A 群 3 例（9%）, B 群 12 名（34%）, C
群 13 例（37%）, D 群７例（20%）であった . すなわち , TS 像がな
いと病変の指摘が困難であったＡ群は約 10％あり , TS 像の存在で
病変の指摘に役立つ B 群と合わせて約半数弱であった . 一方 , アー
チファクト等を病変と誤認識した D 群は 20％であった .【考察】A
群と B 群が約半数弱を占めることから , TS 画像処理システムは有
用であると考えられた . また今回の初期経験から , 発見し辛い箇所
の病変でも指摘における確信度が上がる印象を持った . 一方で , アー
チファクト等が偽陽性所見となり読影に悩む例も少なからず存在す
るが , これは導入初期のためと考えられ , 経験を重ねることで減少
も期待できよう .【結語】胸部 X 線検診の読影において , TS 像は有
用であり , 検診精度の向上に寄与すると思われる .

A-7-04
人間ドック肺機能検査における新たな判定基準の提言
医療財団法人慈生会　野村病院　予防医学センター 1 
医療財団法人慈生会　野村病院 2
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雅1 瀬谷　　彰1 野村　幸史2

【背景】現在人間ドックにおける肺機能検査の判定には％肺活量、一
秒率、％一秒量を用いている。一秒率 70% 未満が閉塞性障害、% 肺
活量 80% 未満が拘束性障害と定義されており、これらはともに D
判定となる。一方、これらの値は 1% でも正常値を上回れば A 判定
となるため、少なからぬ受診者が A 判定の翌年度に突然 D 判定と
なる。現状、％一秒量のみ C 判定（要経過観察）基準があるが、そ
の妥当性は検証されていない。翌年度の D 判定を予測する新たな因
子を同定し、C 判定基準に組み入れる必要がある。【方法】 2017 年
度から 2019 年度の当院人間ドック受診者のうち、３年連続で肺機
能検査の結果が得られた 7432 名を対象に、各年度の％肺活量、一
秒率、一秒量、％一秒量、およびそれぞれの前年度からの変化量を
解析した。【結果】7432 名中、2019 年度に一秒率が 70% 未満であっ
たのは 460 名（6%）、％肺活量 80% 未満であったのは 387 名（5%）
で、重複例を除いた 801 名が 2019 年度肺機能検査で D 判定であっ
た。しかしこのうち 215 名（27%）は前年 2018 年度の肺機能検査で
一秒率、％肺活量ともに A 判定であった。この 215 名のうち 63 名
は % 一秒量が 80% 未満であり、現行の人間ドック学会の判定基準
で C 判定（経過観察）となっていた。今回この基準に新たに一秒率
70-72%、％肺活量 80-82%、一秒量の低下が前年度から 100ml 以上
の３項目を C 判定として追加して解析したところ、215 名中 150 名

（70%）が C 判定となった。一方でこの新規基準によって新たに C
判定となるのは 7432 名中 417 名（6%）のみであった。【結論】一秒
率 70-72%、％肺活量 80-82%、一秒量の低下が前年度から 100ml 以
上の３項目を新規に C 判定とすることによって、C 判定の増加数を
極力抑えつつ現状よりも高率に翌年度の D 判定者を予測し、注意喚
起できる。

A-7-03
低線量肺がんCT検診における要経過観察・要精査症例の
CT所見
パナソニック健康保険組合松下記念病院

○池
いけはら

原　瑞
みずき

樹

【目的】肺がん CT 検診は主に肺癌の早期発見を目的に行われてい
るが、他疾患が疑われる CT 所見も少なくない。要経過観察・要精
査症例の CT 所見を解析して、CT 検診の有用性について検討した。

【方法】2016 年 12 月からの 3 年間で当院の肺がん CT 検診を受けた
1176 名（男性 881 名、女性 295 名、平均年齢 63.5 歳）を対象とし
て、要経過観察・要精査症例の CT 所見について検討した。

【結果】1) 境界明瞭な 6mm 以上の結節を 29 名に認めた。すりガラ
ス型結節が 15 名（肺癌確定 2 名）、部分充実型結節が 8 名（肺癌確
定 2 名）、充実型結節が 6 名（肺癌確定 4 名）である。肺癌確定は
8 名で全例が手術治療を受けている。未確定例においても、部分充
実型結節の 3 名と充実型結節の 2 名は、肺癌が濃厚に疑われた。（5
例とも他院紹介後に、手術適応と考えられ精査予定、との返書が
あったが経過は不明。）
2) 中葉舌区優位の粒状・結節影を 25 名に認めた。そのうちの 21 名
は気管支拡張を、1 名は空洞影を伴っており、非結核性抗酸菌症が
疑われる。診断確定例は 5 名で、全て MAC 症であった。
3) びまん性肺疾患と考えられる陰影を 10 名に認めた。蜂巣肺優位
が 3 名、すりガラス影優位が 5 名、小葉中心性粒状影が 1 名、多発
すりガラス影が 1 名である。診断確定例は 4 名であり、特発性肺線
維症、膠原病肺、慢性過敏性肺炎、好酸球性肺炎がそれぞれ 1 名ず
つであった。間質性肺炎が疑われる未確定例が 6 名であった。
4) 広範な浸潤影を 1 名に認め、急性肺炎の診断であった。
5) 肺門・縦隔リンパ節腫大を 1 名に認め、サルコイドーシスの診断
であった。
6) 肺疾患以外の所見として、甲状腺結節を 27 名、動脈瘤を 5 名、副
腎腫瘍を 3 名、胃粘膜下腫瘍（GIST）を 1 名に認めた。

【結論】CT 検診は肺癌の早期発見に有用と考えられたが、感染症、
間質性肺炎などのびまん性肺疾患、およびその他疾患の発見に関し
ても意義は少なくないと考えられた。

A-7-02
肺がんＣＴ検診及びＣＯＰＤ検診同時実施によるＣＯＰＤ
発見に寄与する因子の検討
公益財団法人　宮城県結核予防会
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穂 太斎　幸子 佐藤　美香 菅野　　通 
坂本　周三 加藤　　剛 松田　　堯 渡辺　　彰 
齋藤　泰紀

【目的】慢性閉塞性肺疾患（ＣＯＰＤ）は適切な管理を行えば，進
行・悪化を予防できる疾患であり，早期発見・早期治療が重要であ
る．しかし，ＮＩＣＥスタディによると５３０万人と推測されるＣ
ＯＰＤ患者のうち，約９割は未診断であるとされている．ＣＯＰＤ
検診の確立を目的に、ＣＴ検診と呼吸機能検査・問診を同時実施し，
ＣＯＰＤ発見に寄与する因子の検討を行った．【方法】令和元年８
月１９～２３日に実施された肺がんＣＴ検診受診者２６６名のうち，
同意の得られた１２３名に対し呼吸機能検査と問診を合わせたＣＯ
ＰＤ検診を実施した．ＣＯＰＤガイドラインの診断基準に基づき１
秒率＜７０％を気流閉塞ありとした．ＣＴによる肺気腫病変の評価
は，自動解析ソフトにより低吸収領域の占める割合（％ＬＡＡ）を
算出し，１秒率，問診情報との相関等を検討した．また，１秒率に
影響の大きい因子を検討するため多変量解析を行った．【結果】気
流閉塞ありとなった受診者は９名であった．問診項目，ＣＴ結果，
身体情報（身長，体重，喫煙状況，年齢）をロジスティック回帰分
析により解析した。気流閉塞ありに寄与の大きい項目はＢＭＩ，喫
煙指数，％ＬＡＡ，次いで性別，問診（風邪時の咳・痰長期化）で
あった。さらに，算出された回帰式により予測値を求め，ＲＯＣ曲
線を作成した．ＡＵＣが０．９５３となり，基準点を０．１５８５と
すると感度８９％，特異度９４％となった．また，昨年度行った異
なる集団での研究データ（６０９名）を統合し同様に解析を行った
ところ，ＡＵＣが０．８２５，基準点を０．０２９とすると感度８２％，
特異度７４％という結果となった．【考察】ＣＴ検査と問診票を組
み合わせることで，潜在的ＣＯＰＤ患者の選別が可能であることが
示唆された．また，対象群の構成を変えても，同程度の効果が認め
られた．今後も調査を続け，より効率よく低コストでのＣＯＰＤ検
診の実施を検討していく．
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A-7-09
取り下げ

A-7-08
当センター検診胸部X線画像の撮影条件の再確認と課題
済生会神奈川県病院　予防医療センター　放射線科
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【目的】当センターは開設時より検診胸部（XP）撮影条件の評価を
行っていなかった。受診者からの被ばく線量の問い合わせなどもあ
り、被ばくの関心も高まっている。現状画像の評価を行い最良の撮
影条件を検討する。【方法】アシスタントマネジメント（FUJI）の
撮影条件管理システムを利用し当院の胸部 XP 撮影条件を抽出し現
状を把握する。過去データより最良の撮影条件、目標 EI を検討す
る。抽出項目は S 値・EI 値・DI 値とする。アクリルファントムを
使用し撮影条件を Photo timer で変化した画像をアシスタントマネ
ジメントから適正線量・撮影条件を検討する。検討した撮影条件と
ファントム画像から検像的視点と合わせて撮影条件を見直す。【結
果】アシスタントマネジメントより現在の撮影条件の平均（1 か月
518 名）は EI 値 345・S 値 200・EIt876（初期値）DI － 4.08、入射
表面線量は平均 0.202mGy（中央値 0.1925mGy）であった。この EI
値を EIt 値として設定し DI を検討した。（１か月 482 名）　EI 値 335　
DI － 0.17 であった。　神奈川県放射線技師会・2015 年県内データ
では FPD（CsI）の平均線量は約 0.15mGy であり当院の平均
0.202mGy と差がある。近似するためには、Photo Timer を変化し
画像を検像で評価した。【考察】開設時より撮影条件および画像評
価を行っていなかった。初期撮影条件は CR 設定と思われ EIt 値も
初期値の 876 のままであった。参考診断レベル (DRLs2015) では胸
部正面の入射表面線量は 0.3mGy であるが、神奈川県内データ平均
では FPD（CsI）は 0.15mGy で今後は予防医療センターとしてさら
に削減が必要と思われる。定期的に画質（階調処理・周波数処理等）
と共に撮影条件を見直し被ばく低減に向けて最良の撮影条件を検討
していきたいと思います。

A-7-07
人間ドック受診者における亜鉛と肺機能検査との関連につ
いての検討
仙台オープン病院　健診センター 1 
仙台オープン病院　呼吸器内科 2 
仙台オープン病院　消化器外科 3
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【目的】亜鉛（Zn）は微量元素の一つで、その欠乏は貧血、味覚異
常、皮膚炎などの症状を起こす。また、亜鉛の抗酸化や抗炎症性作
用が知られてきており、老化、免疫力などの点から注目される。一
方、慢性閉塞性肺疾患（COPD）では、呼気中の NO（一酸化窒素）
が酸化ストレスとなり、肺機能検査における呼気曲線に影響を及ぼ
す。この亜鉛量と呼吸機能検査のパラメーターに相関関係があるか
否かについては、これまで十分に検討されていないので、目的とし
た。【方法】二日人間ドック健診者（全 468 名）のうち、男性非喫
煙群（MT －、299 名）、男性喫煙群（MT ＋、72 名）、女性非喫煙
群（FT －、90 名）、女性喫煙群（FT ＋、7 名）の 4 群に分け、亜
鉛量と肺機能検査のパラメーター【肺活量（FVC）、% 肺活量

（%FVC）、1 秒量（FEV1）、1 秒量の予測率（%FEV1）、ゲンスラー
の 1 秒率（FEV1%G）、1 秒率の予測率（%FEV1%）、フローボリュー
ム曲線 ( ピークフロー（PEF）、V50、V25、V50/V25）】との相関
について統計的に検討した。【結果】（１）MT －群では、亜鉛は
FEV1%G に、相関係数（r = 0.13）、危険率（p = 0.024）の有為な
相関を認めた。また年齢（r = -0.17、p = 0.003）、V25（r = 0.14、p 
= 0.014）、V50/V25（r = -0.13、p = 0.020）にも相関が見られた。

（２）MT ＋群では年齢（r = -0.25、p = 0.034）のみで、（３）FT －
群では年齢（r = 0.24、p = 0.025）、FVC（r = -0.26、p = 0.013）、
FEV1（r = -0.22、p = 0.037）に相関が見られた。（４）FT ＋群で
は、%FEV1（r = 0.80、p = 0.030）に相関が見られた。【考察】亜
鉛が呼気曲線の一秒量に関係するパラメーターと相関が見られたが、
呼気時の気道開存性に影響を与えていることが伺われた。特に女性
喫煙群において、%FEV1 に強く相関することから、喫煙の酸化ス
トレスが気道開存性を低下させるのに対して、亜鉛の抗酸化作用が
関わっている可能性が推察された。

A-7-06
ドックで指摘された縦隔病変の検討
日本赤十字社医療センター　健康管理科
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惠 折津　政江 小松　淳子

【目的】縦隔腫瘍は比較的まれな疾患である。腫瘍が小さい段階で
は無症状のことが多く、約半数は画像検査で偶然発見される。胸部
X 線と胸部 CT とでは縦隔病変の発見の困難度が大きく異なると考
えられるため，CT で発見された縦隔病変がどの程度 X 線で指摘さ
れていたのかを調査した。

【対象・方法】当センターのドックで 2010 年 1 月から 2019 年 12 月
の間に胸部 X 線および胸部 CT ともに撮影された受診者 2,862 人（の
べ 6,737 回）を対象とした。これらの画像所見，ドックにおける判
定，その後の臨床経過について後方的に解析を行った。

【結果】胸部 CT にて縦隔病変（縦隔腫瘍，縦隔嚢胞，いずれも疑
い含む）を指摘されたのは 44 人（1.5%）であり，画像上の長径の
平均値は 17.5mm（最小 5mm, 最大 43mm）であった。そのうち X
線で縦隔の異常を指摘されていたのは 3 人（6.8%）であり，長径は
いずれも 20mm 以上であった。多くは胸腺嚢胞疑いなどとして経過
観察となっていたが，うち 14 人で胸部 MRI も施行され，3 人で摘
出手術が施行された。このうち，X 線で縦隔の異常を指摘されてい
たのは 1 人であった。

【考察】ドックで縦隔腫瘍が発見されることは少なくなかったが，多
くは胸部 CT でのみ指摘されており，胸部 X 線では場所や大きさな
どの条件が揃わないと指摘は困難であることが分かった。また，病
変としての重さを手術適応で判断するなら，病変の重さと X 線の指
摘にも関係はなかった。

【結語】ドックで発見される縦隔腫瘍の多くは胸部 CT でのみ指摘
されていた。
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A-8-02
健診・人間ドックにて心室期外収縮を指摘され精査を行っ
た症例の特徴
永沢クリニック
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一 小澤　あい 青山　雪香 鳥本　里奈 
湯浅　清恵 永澤　英隆

【背景】一般的に基礎心疾患を有さない心室期外収縮（PVC）の予
後は良好とされているが、頻回の PVC により心機能低下・心不全
を発症する症例も散見される。今回、当院の健診・人間ドックにて
PVC を指摘された受診者の特徴を検討した。【方法】2010 年 1 月か
ら 2018 年 12 月までの 9 年間に 12 誘導心電図検査を施行し、単回
検査中 2 回以上の PVC が記録された 588 名の中でその後 24 時間ホ
ルター心電図による精密検査を施行した 100 名を対象とした。ホル
ター心電図の PVC 総数が 5000 回未満（PVC 少数群、n ＝ 63）、以
上（PVC 多数群、n ＝ 37）の２群に分けて比較・検討した。【結果】
PVC 少数群、PVC 多数群の 24 時間の PVC 総数はそれぞれ 1245±
1507（1-4733）、11931±5842（5099-30671）回であった。PVC2 連発
の頻度は PVC 多数群で多い傾向も有意差は認めず（12.9±91.7 vs 
62.0±145.8 回、p ＝ 0.07）、PVC3 連発以上の頻度は有意に高かった

（0.05±0.21 vs 0.49±1.28 回、p ＜ 0.05）。患者背景では、LDL コレ
ステロール、中性脂肪共に有意に PVC 多数群で高かった（LDL：
110.7±25.7 vs 121.9±26.7 mg/dl、p ＜ 0.05、中性脂肪：81.7±44.2 
vs 105.0±59.7 mg/dl、p ＜ 0.05）。【結語】ホルター心電図による精
密検査を施行し得た症例の約 3 分の 1 に頻回の PVC が認められた。
1 回の心電図検査で複数回の PVC が認められた症例では定期的な経
過観察が望ましいと考えられ、特に LDL、中性脂肪が高い症例では
PVC が多い傾向が認められたため精査を勧めるべきと考えられた。

A-8-01
健診受診者を対象とした心房細動の発症率と有病率につい
て
公益財団法人岩手県予防医学協会
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麻理 小野寺 麗佳 柳田　貴子 相馬　明美 
腰山　　誠

【目的】心房細動（以下ＡＦ）の発症率と有病率について年齢階級
別に調査したので報告する。【対象・方法】2013 年に岩手県予防医
学協会の健康診断で心電図検査を実施した 234,544 名のうち、ＡＦ
を有さずその後 2018 年までの 5 年間に 1 回以上心電図検査を実施
した 30 歳～89 歳の 212,433 名（男性 118,181 名、女性 94,252 名）を
対象とし、人年法を用いて年齢階級別ＡＦ発症率を算出した。また、
2018 年に心電図検査を実施した 30 歳～89 歳の 264,029 名（男性
144,434 名、女性 119,595 名）について、年齢階級別ＡＦ有病率を算
出した。【結果】5 年間の観察期間で新たにＡＦを発症したのは男性
1,214 名（平均観察期間 4.2 年）、女性 350 名（平均観察期間 4.2 年）
であった。ＡＦ発症率（/1000 人年）は男性 30 歳代 0.24、40 歳代
0.76、50 歳代 2.41、60 歳代 4.78、70 歳代 7.45、80 歳代 10.22、女性
30 歳代 0.07、40 歳代 0.03、50 歳代 0.48、60 歳代 1.06、70 歳代 3.06、
80 歳代 7.32 であった。ＡＦ有病率は男性 30 歳代 0.06%、40 歳代
0.23%、50 歳代 0.99%、60 歳代 2.97%、70 歳代 5.61%、80 歳代 8.10%、
女性 30 歳代 0.01%、40 歳代 0.02%、50 歳代 0.08%、60 歳代 0.44%、
70 歳代 1.31%、80 歳代 3.52% であった。【考察】ＡＦ発症率、有病
率は、男女とも加齢に伴い増加しており、各年代で男性の割合が高
かった。また、男性の有病率は 2003 年に行われた日本循環器学会
の疫学調査での 60 歳代 1.9%、70 歳代 3.4%、80 歳代以上 4.4% と比
べると高率であった。ＡＦの合併症には心原性脳 塞があり、脳
塞の中で最も重症度が高いといわれている。今回の検討では 30 歳
代にも発症例があったことから受診勧奨や啓発活動が必要と考えら
れた。

A-7-11
当院における胸部X線検査の現行と将来的展望
横浜北幸クリニック 1 
新赤坂クリニック 2
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松木　隆央2 松木　康夫2

【背景】
X 線による画像診断は、デジタル画像による診断へ変化した。データ量
は膨大であるが、装置内に保管され、生データの保管は簡易で、必要時
に画像の構築が可能である。retrospective study としても有意義である。
ワールドワイドで、撮影数が多い胸部 X 線画像は、今や読影に限界を迎
えている。年間約３万８千人のヘルスチェックを行っている当院も、現
行法では読影が困難なケースがあり、新たな最適な方法を模索中である。
そのため、種々報告されている手法を検討した。当院は CT も完備し、複
数の人間が読影を行っているため、現在は computer- aided diagnosis（以
下 CAD）等は行っていない。よって検討し · 提示する画像は他の医療機
関の画像を参考とした。
当院のみの検討では、単一画像では検出できず、CT 画像により検出可能
であった症例に関して、今後の読影の展望と、画像保管等を含め報告を
行う。

【方法】
単一画像診断で抽出できず、CT で病変が検出された症例に関して、冠状
断像と矢状断像を作成し検討をした。

【結果】
CT のみで検出された病変は冠状断像では検出が可能であった。読影の妨
げは骨に影響を受けた症例が多かった。

【考察】
読影困難な理由として、骨に隠れた病変や骨の重なりが病変に見えたり
した誤検出がある。実際、骨を除去する、エネルギーサブストラクショ
ン (Energy Substraction(ES)) が有効とされ、その後 CAD が活用される。
それにより病変の検出は高くなるが臨床への応用には、判定医の判断が
重要となる。

【結語】
«１» 各サブストラクション撮影とその後の CAD システムの併用により
問題となる病変の検出は可能となる。
«２»CAD システムは画像を加工することである。よって、複雑ながん等
に固有な特徴を引き出すことが必要である。
«３» 臨床と結びつく病変の検出は日本 CT 検診学会も実施している低線
量 CT が最適と思われる。
«４» デジタル画像は最低でも 1 年間のデータが残せるように機器の改良
が望まれる。

A-7-10
動脈硬化危険因子の肺機能への影響
松山赤十字病院　健診部
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【目的】高血圧による COVID-19 の予後悪化や、レニン・アンギオ
テンシン系 (RAS) の亢進による肺障害の悪化および ACE2 による保
護作用も報告されている。今回肺障害に対する高血圧などの動脈硬
化危険因子が及ぼす影響について肺機能検査をサロゲートマーカー
として検討した。【方法】高血圧症、脂質異常症、糖尿病、高尿酸
血症、肝疾患、呼吸器疾患で治療中や肺術後の受診者を除いた当施
設受診者 1252 名を対象とした。肺機能の指標として努力肺活量
(FVC) と 1 秒率 (FEV 1.0％) を　用いた。これらと 年齢、性別、BMI、
血圧 (SBP、DBP)、尿酸値 (UA)、中性脂肪値、HDL コレステロー
ル値、LDL コレステロール値、喫煙有無の動脈硬化危険因子および
動脈硬化の指標としての脈波伝達速度 (PWV) と線維化の指標とし
ての LDH との関連を Pearson の相関係数と t 検定を用いて有意な
関連の有無を調べた。次に、FVC または FEV 1.0％を従属変数とし、
これらと有意な関連を認めた因子を独立変数として重回帰分析を
行った。【成績】FVC と有意な関連を認めた因子は年齢 ( 逆相関 )、
性別 ( 女性で小 )、UA( 正相関 )、喫煙 ( 喫煙者で大 ) であった。FEV 
1.0％と有意な関連を認めた因子は年齢 ( 逆相関 )、収縮期血圧 ( 逆相
関 ) および喫煙 ( 喫煙者で小 ) であった。重回帰分析で FVC に有意
に影響した因子は、年齢 ( 標準化β; － 0.482, P ＜ 0.001)、性別 ( 女
性で小、標準化β; － 0.605, P ＜ 0.001)、UA( 標準化β;0.171, P ＜
0.05)、喫煙 ( 喫煙者で大、標準化β; － 0.134, P ＜ 0.05) であり、FEV 
1.0％に有意に影響した因子は、年齢 ( 標準化β; － 0.311, P ＜ 0.05)、
収縮期血圧 ( 標準化β; － 0.472, P ＜ 0.005)、喫煙 ( 喫煙者で小、標
準化β;0.316, P ＜ 0.005) であった。PWV および LDH は両肺機能指
標に有意に影響しなかった。【結論】血圧が動脈硬化や肺線維化を
介さず、1 秒率に影響していた。RAS の亢進や ACE2 の低下の関与
も考えられる。
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A-8-06
無症候性心筋虚血評価のための人間ドックにおける冠動脈
石灰化スコアの有用性について
沖縄赤十字病院　健康管理センター 1 
沖縄赤十字病院　循環器内科 2
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子1 青木　英彦1 砂川　長彦2 新里　　譲2 
新城　　治2 東風平　勉2 浅田　宏史2

【目的】冠動脈石灰化量を胸部単純 CT 検査を用いて測定する冠動
脈石灰化スコア (CACS) を、人間ドックの心臓検診受診者を対象に
無症候性心筋虚血の評価について検討した。【対象及び方法】2014
年 10 月から 2019 年 3 月まで当院の人間ドック受診者のうち、心臓
検診として心臓 CT 検査を施行した 381 名で、心電図同期胸部単純
CT 検査の CACS が Agaston スコア 400 以上を要精密検査とし、当
院で CAG が施行できた症例について報告を行う。【結果】CACS400
以上で要精密検査は 38 名（平均年齢 64 歳、男性 34 名、女性 4 名）、
当院で冠動脈造影検査 (CAG) が評価できたのは 22 名（平均年齢 64
歳、男性 19 名、女性 3 名）。典型的な胸部症状を有するものはいな
かった。CAG が施行できた 22 人中、有意狭窄病変を有する症例は
20 名 (91％)。そのうち 14 名 (61%) が多枝病変を有した。全員が冠
動脈危険因子を有し 18 名は複数の危険因子を有し、高血圧症、脂
質異常症、肥満が多かった。22 人の治療方針は冠動脈バイパス術 5
名、経皮的冠動脈インターベンション 6 名、内服継続 / 強化 11 名
あった。【考察】人間ドックのオプション検査として施行した CACS
高値例の中で、当院で CAG を施行した症例のいずれも治療介入を
要した。人間ドックにおける CACS は無症候性心筋虚血の発見にき
わめて有用であった。造影剤を用いずに単純 CT 検査で短時間に算
出でき、被爆も造影 CT 検査に比べ少なく評価できるため、特に冠
動脈硬化の危険因子を複数有する場合には、無症候性心筋虚血のス
クリーニングとして人間ドックの心臓検診として有用と考える。【ま
とめ】2018 年に国会で循環器脳卒中基本対策法が成立し、循環器疾
患の重要性がさらに注目されている。沖縄県の健康寿命延伸のため
に、人間ドックにおいては、がんの発見のみならず、生活習慣病や
循環器疾患の早期発見が重要である。

A-8-05
心電計自動解析によるJ波陽性例の統計と考察
調布東山病院　ドック健診センター
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【目的】J 波（早期再分極）は、正常者でもしばしば認められる心電
図所見であり、これまで正常亜型とされてきたが、特発性心室細動

（IVF）との関連で近年注目されている。この度、J 波自動解析機能
搭載フクダ心電図検査装置 FCP-8700 の運用を開始したので、自動
解析の統計をとり、考察を加えて報告する。

【方法】2019/3/1～2019/12/25 に当施設にて心電図検査を受けた
22,361 名（平均年齢 50.6 歳・男性 10,032 名）を対象とし、J 波陽性
者を所見コードより抽出した。性別・年齢別・誘導別分布を調べ、
また精査結果を追跡した。J 波基準は「0.1 ｍｖ以上のノッチ状Ｊ波
が 2 誘導以上において認められるもの」である。

【結果】J 波陽性者は 169 名（0.8％）であった。性別は男性 146 名
（86％）、女性 23 名（14％）で、年齢別では 30 代男性・20 代男性・
40 代男性の順に高かった。誘導別では、（1）下壁誘導 99 名（59％）、

（2）左側壁誘導 54 名（32％）、（3）広範な誘導 16 名（9％）であっ
た。このうち、ハイリスクとされている 0.2 ｍｖ以上の上昇が下壁
誘導に認められたのは 17 名で、突然死の家族歴を持つ者は１名で
あった。要精査とした 52 名のうち、当施設併設病院にて精査を受
けたのは 16 名で、要治療になった受診者はいなかった。

【考察】フクダ心電図検査装置 FCP-8700 の自動解析による J 波陽性
率は、報告されているものより低かった。これは、装置の J 波基準
にスラー状はなくノッチ状のみであることが要因と考える。出現分
布は、20 代～40 代の若い男性に多く、下壁誘導での出現率が高かっ
たが、ハイリスク群はそのうちの 10％であり、また精査で治療対象
となった受診者はいなかったことより、自動解析でＪ波陽性となっ
ても病的意義のあるものはごく少数であろうと推察された。

【結語】ノッチ状 J 波のみの統計ではあるが、自動解析で J 波陽性
となっても、受診者には無用に深刻な説明をするべきではないと考
える。

A-8-04
当院ドック心臓CT受診者における冠動脈狭窄の寄与因子
についての検討
福井県済生会病院　放射線技術部
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【背景・目的】近年生活習慣の変化に伴い心疾患が増加している .　
虚血性心疾患の 4 大危険因子として , 高血圧 , 喫煙 , 脂質異常症 , 糖
尿病が挙げられる . 今回 , 当院のドックの心臓 CT において , 冠動脈
狭窄の既往疾患 , 血液検査 ,CT 所見からリスク因子を明らかにす
る .【対象・方法】当院心臓ドックで 2016 年 1 月から 2019 年 12 月
までに心臓 CT を施行した 83 名（年齢 65.8±5.3 歳 , 男性 70 名 , 女
性 13 名）の受診者を対象とした . 虚血性心疾患は ,60 歳代以降に
ピークがあることから , 今回の検討では対象年齢を 60 歳以上とし
た . 冠動脈狭窄は 20% 以上の狭窄率を認めたものを冠動脈軽度狭窄
と定義した . 冠動脈軽度狭窄の寄与因子 , 血液検査 ,CT 所見から後
ろ向きに解析した .【結果】冠動脈軽度狭窄は 22 名（26.5%）に認
めた . 全体の比較では狭窄陽性群は狭窄陰性群に比べて喫煙習慣

（22.2%vs4.6%,p ＜ 0.05）と石灰化スコア 100 以上（61.1%vs26.2%,p
＜ 0.01）は有意に多かった . 一方 , 男性の狭窄陽性群は , 狭窄陰性群
に比べて喫煙習慣（22.2%vs3.8%,p ＜ 0.05）, 尿酸値（6.4±1.0vs5.3
±1.2,p ＜ 0.01）, 石灰化スコア 100 以上（61.1%vs32.7%,p ＜ 0.05）を
有意に多く認めた . 女性の狭窄陽性者は認めなかった . 男性の冠動
脈軽度狭窄リスク要因を明らかにする為にロジスティック解析を
行った結果 , 喫煙習慣は軽度狭窄の独立した危険因子であった（オッ
ズ比 12.4,p ＜ 0.05）.【結語】全体の比較では冠動脈軽度狭窄陽性群
は狭窄陰性群に比べて喫煙が有意に多く , 男性の比較では狭窄陽性
群は狭窄陰性群に比べて喫煙 , 尿酸値 , 石灰化スコアを有意に多く
認められた . 狭窄陽性者には , 禁煙指導 , 生活習慣改善 , 治療を実施
し将来発生する可能性のある冠動脈疾患を未然に防ぐよう促すこと
が必要である .

A-8-03
人間ドック心電図で経年的な伝導障害の進行を認め、野生
型トランスサイレチン心アミロイドーシスと確定診断され
た一例
山王メディカルセンター　予防医学センター 1 
山王病院　内科 2 
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【背景】従来、対症療法しかなかった心アミロイドーシスは、2019
年 3 月よりトランスサイレチンアミロイドーシスによる心筋症が
Tafamidis の適応に追加され、治療可能な心筋症となった。一方、
99mTc- ピロリン酸 (PYP) シンチグラフィーにより検出率は格段に
向上し、稀少疾患と思われてきた本症、特に野生型トランスサイレ
チン心アミロイドーシス (ATTRwt) の頻度は、想定されていたより
ずっと高いことが明らかとなってきた。当センターの人間ドックで
経年的な伝導障害の進行を認めた ATTRwt の症例を報告する。【症
例】81 歳、男性【既往歴】高血圧、脂質異常症、手根管症候群、両
下肢静脈瘤【主訴・経過】60 歳頃より１度房室ブロック、CXP 上
心拡大を指摘。60 歳前半頃より両手指のしびれを自覚し、69 歳時
に手根管症候群の手術を施行されるも症状改善せず、以後も数回に
わたり施行。72 歳時の心エコーで心室中隔肥厚、軽度大動脈弁逆流
を指摘。74 歳時に Wenchebach 型２度房室ブロック、77 歳時に心
房細動、78 歳時に３度房室ブロックを認めそれぞれ受診勧奨、79
歳時に心不全発症を契機にペースメーカー植込み術を施行された。
81 歳時に本症を疑われて PYP シンチを施行したところ、心臓に集
積を認め (grade 3)、心筋生検にてコンゴレッド染色でアミロイド沈
着、それに一致し免疫染色でトランスサイレチン (TTR) の陽性像を
確認された。遺伝学的検査で病的な TTR 遺伝子変異を認めず
ATTRwt と確定診断され、本年 3 月から Tafamidis が開始された。

【考察】本症例は人間ドックの心電図で経年的な伝導障害の進行を
認めた ATTRwt の一例である。ATTRwt は高齢男性に多く、両側
手根管症候群の合併が特徴的だが、肥大型心筋症や高血圧性心疾患
など他疾患と診断されていることも多い。人間ドックにおいても、
手根管症候群の既往を有し伝導障害や左室肥大を認める場合には、
本症を念頭におき早期診断・治療開始の一助となることが望まれる。
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A-8-10
健診受診を契機に発見された心筋 塞の3例
横須賀市立市民病院　健康管理科 1 
横須賀市立市民病院　臨床検査技術科 2 
横須賀市立市民病院　循環器内科 3

○杉
すぎもと

本　孝
こういち

一1 師田 かおり2 奥田　　純3 坂　賢一郎3

【緒言】当施設において、過去 2 年間に健診受診時の心電図検査で
新規の心筋 塞既往を発見した 3 例を経験したので報告する。いず
れも健診時の問診で心筋 塞発症を疑うことはできなかったが、心
電図所見から診断に至った。3 例とも速やかに専門科を受診し、確
定診断・治療に結びつけることができた。【症例】症例 1：54 歳女
性。18 年前から当院で定期的に健診を受診している。心電図検査で
新たに陳旧性前壁中隔 塞所見を認めた。冠危険因子なし。左冠動
脈主幹部の冠動脈瘤と左前下行枝の完全閉塞を認め、ステント留置
術が行われた。症例 2：75 歳男性。19 年前から定期的に健診受診。
心電図検査で陳旧性下壁 塞所見。冠危険因子：前喫煙者（40 本／
日、40 年間）。右冠動脈完全閉塞に対しステント留置術施行。症例
3：78 歳女性。心電図検査で陳旧性前壁中隔 塞所見、19 年前から
定期的に健診受診。冠危険因子：高血圧（治療中）、脂質異常症、境
界型糖尿病、家族歴（父：心筋 塞）。受診後経過観察中に心不全
症状出現し、左前下行枝近位部の完全閉塞に対しステント留置術施
行。【考察】健診時の問診において心筋 塞発症を疑わせるような
胸痛等の訴えはなかったが、心電図検査の際、記録技師から健診医
師へ直接連絡があり、直ちに心電図判定を行って診断に至った。事
後の詳細な問診で全例無症候性ではないと考えられた。いずれの受
診者も人間ドックと異なり、検査後の結果説明は行われない健診
コースであったが、速やかに心電図診断を行うことで当日各受診者
に対して心電図所見を直接説明し、紹介状を作成して専門科での確
定診断および治療に結びつけることができた。心電図記録者が記録
時に心電図を見ることが重要であり、加えて異常所見を疑った際、
以前の記録がある場合は必ず比較検討を行うべきであると考えられ
る。

A-8-09
人間ドック受診者における心電図の経年変化について
三井記念病院　総合健診センター

○綾
あやべ

部　由
ゆ か

香 石崎　一穂 瀧口　美保 茜　　明子 
小峯　悠太 石坂　裕子

【はじめに】本邦の健診では、心電図検査を 35 歳時と 40 歳以上で
実施すべきとされている。しかし、40 歳以上で毎年受ける根拠は、
はっきりしていない。今回我々は、心電図の加齢による変化に関し
て検討し、その必要性について考察した。【対象および検討内容】50
歳代～60 歳代、60 歳代～70 歳代、70 歳代～80 歳代で、10 年以上
継続的に心電図を記録した 105 例（延べ 1114 件）を対象として、心
拍数（拍 / 分）、PR 時間 (msec)、QRS 幅 (msec)、QTc、V1S 波振
幅（mV）V5R 波振幅 (mV)、V1S+V5R 波 (mV) の加齢に伴う変化
を検討した。心房細動、脚ブロック、Brugada 型波形に関しては、
それぞれ影響する項目の対象から除外した。また期外収縮の観察中
の初発年齢も調査した。【結果】心拍数、QTc に有意な変化はなかっ
た。PR 時間、QRS 幅、V1S 波振幅、V5R 波振幅、V1S+V5R 波は、
加齢により増加傾向がみられたが、有意差は得られなかった。しか
し、65 歳 70 歳間で PR 時間（平均値 0.163 → 0.173）、V5R 波振幅

（平均値 1.51 → 1.67）、V1S+V5R 波（平均値 2.18 → 2.38）、70 歳～
75 歳間で V1S 波振幅（平均値 0.76 → 0.64）の変化が大きかった。
期外収縮は 30％に発生し、初発年齢は 65 歳以降に急増していた。

【考察】今回 50 歳代～80 歳代までの加齢による心電図波形の変化に
関して検討した。有意差は得られなかったが、PR 時間、QRS 幅、
左室の電位が増加する傾向が見られ、いずれも 65 歳以降に大きく
変化することがわかった。また不整脈の出現も 65 歳以降に増加す
ることが確認され、60 歳以上の心電図健診の必要性は示唆された。
しかし、今回の検討では症例数が少なく年齢も 50 歳代以上に限ら
れ、性差や基礎疾患による違いに関する検討もできなかった。今後
検討を重ね、心電図の加齢による変化を明らかにし、心電図検査の
基礎データを作成するとともに、健診において毎年施行される心電
図検査の必要性を再考する契機としたいと考える。

A-8-08
スマート心臓ドックで経験した一症例
おもと会　大浜第一病院　画像センター

○西
にしお

尾　康
やすたか

孝

【背景】当院では 2019 年 11 月より検査から診察まで一連の流れを
90 分で行うスマート心臓ドックを開始した。検査は、血圧計測→採
血→心臓 CT（カルシウムスコア）→心電図、腹部超音波、ABI の
流れで行い、最後に循環器科医師による診察を行う。土曜日のみの
予約枠となっているため、未だ件数は少ないが、2020 年 5 月現在で
18 件の検査、診察を施行した。その中で、心臓カテーテル検査を必
要とした症例を経験したので報告する。【症例】56 歳男性。2016 年
に当院循環器科依頼にて心臓 CT 施行。カルシウムスコアは 921.53
と高度の石灰化であったが、偏心性の石灰化であり、明らかな有意
狭窄は認めなかった。その後は近隣開業医にて経過観察となってい
た。2019 年に当院健診センターにて人間ドック（脳ドック含む）を
受診し、超音波検査にて頸動脈の動脈硬化を指摘された。後日、ス
マート心臓ドックを受診し、カルシウムスコアにて 1849 と冠動脈
に高度の石灰化を認めた。心電図や ABI は正常であった。総コレ
ステロールは 224 （LDL コレステロールは 130）、中性脂肪は 177、
喫煙者と冠動脈疾患のリスクが高いため、後日心臓カテ－テル検査
施行となった。心臓カテ－テル検査では有意狭窄を認めなかったも
のの、FFR にて 0.86 の経度狭窄を指摘された。【結語】スマート心
臓ドックを開始し半年が過ぎたが、リスクファクターを持つ受診者
への啓発、若年受診者の対応等、多くの課題が残っている。今後も
積極的に宣伝し、対応していきたいと考えている。

A-8-07
カテーテルアブレーション時代における心房細動の拾い上
げ；人間ドックの役割
三菱京都病院　人間ドックセンター
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司 重本 香保里 大野 美紀子

【はじめに】心房細動はもっとも一般的な不整脈の一つで加齢とと
もに有病率が上昇する。心不全や脳 塞の合併も多く、QOL に多
大な影響を及ぼす。カテーテルアブレーション（以下 CA）は心房
細動の洞調律化に最も有効な治療法で、2020 年ガイドラインにおい
て症候性心房細動に対し推奨クラス I 又は IIa に位置付けられてい
る。心房細動を発症早期に拾い上げて治療につなげることが重要で
ある。【目的】人間ドックにおける心房細動の拾い上げの実態を検
討する。【対象】2019 年 4 月より 2020 年 3 月まで当院ドックセン
ターで安静時心電図を受診した 2899 名。【結果】全受診者の平均年
齢 59.1 歳、男性 1562 名、女性 1337 名。心電図判定区分 C は 211 名

（平均年齢 63.5 歳、男性 106 名、女性 105 名）判定区分 D は 40 名
（平均年齢 64.4 歳、男性 29 名、女性 11 名）判定区分 E は 196 名（平
均年齢 69.5 歳、男性 151 名、女性 45 名）。心房細動は判定区分 D に
4 名（男 3、女 1）、判定区分 E に 63 名 ( 男 51、女 12) 認めた。心房
細動の有病率は受診者全体で 2.2％。区分 D の 4 名の治療は CA2
名、抗凝固療法 1 名、経過観察 1 名。区分 E の 63 名の治療内容は、
CA24 名、DOAC21 名、ﾜｰﾌｧﾘﾝ 10 名、その他 8 名。区分 D で CA
を施行した 2 例を呈示する。【症例１】70 歳、男性。1 年前の心電
図は洞調律で発症 1 年以内の持続性心房細動と考えられた。4ヶ月
間の薬物療法でも心房細動持続し、CA にて洞調律化に成功した。

【症例２】60 歳、男性。11 月前の心電図は洞調律で発症 1 年以内の
持続性心房細動と考えられた。5 ケ月間の薬物療法でも心房細動持
続し、CA にて洞調律化に成功した。【結語】今回の検討では 1 年間
に 4 名の心房細動患者を新たに発見し治療につなげることができた。
人間ドック健診では過去の心電図の経過から心房細動の早期発見が
容易で、発症早期の心房細動の拾い上げに有用と考えられる。
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A-9-03
健診の内視鏡検査で発見された食道癌症例の検討
山梨県厚生連健康管理センター 1 
川崎医科大学総合医療センター　検査診断学 2 
川崎医科大学総合医療センター総合内科２ 3
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子1 眞部　紀明2 依田　芳起1 春間　　賢3

【目的】食道癌（EC）は予後の悪い癌の一つで、早期発見が求めら
れている。内視鏡検査は EC の早期発見に有効な検査であるが、現
在のところ、胃癌 (GC) を目的とした検診で、付加的に発見されて
いるのが現状である。今回、健診の上部内視鏡検査で発見された EC
症例について、食道扁平上皮癌（ESCC）の発見率を中心に検討し
た。【対象と方法】2016 年 4 月から 2019 年 3 月の期間に、当施設で
上部消化管内視鏡検査（EGD）を受けた健診受診者のうち、50 歳
以上の者を対象とし、病理組織学的に確定診断された ESCC と GC
例について、その発見率を中心に検討した。また、性・年齢をマッ
チさせた上部消化管に局在性病変を認めなかった 75 例を対照群と
して、胃粘膜萎縮と飲酒、喫煙などの生活歴を検討した。【結果】期
間中に実施された EGD の対象はのべ 53,640 名で、発見された ESCC
は 24 例 ( 男性 23 例、発見率 0.04%)、GC は 84 例 ( 男性 67 例、発見
率 0.16%) で、年代別にみると ESCC は 50 代 6 例 (0.03%)、60 代 9 例
(0.04%)、70 代 8 例 (0.07%)、80 代 1 例 (0.06%)、GC は 50 代 14 例
(0.08%)、60 代 38 例 (0.17%)、70 代 23 例 (0.19%)、80 代 9 例 (0.57%)
であった。男性に限ると ESCC の発見率は 0.08%(23/27454) で、50
代 0.06％、60 代 0.07%、70 代 0.13%、80 代 0.1% であった。ESCC
の年度別発見率は、2016 年 0.03%、2017 年 0.02%、2018 年 0.08% と
2018 年で増加した。発見された ESCC は、内視鏡所見でみると全
て表在癌であった。飲酒・喫煙歴について、飲酒歴ではエタノール
換算で 20g/day、喫煙歴では Brinkman index 400 を超える群では、
対照群と比較すると有意にその頻度は高かった。胃粘膜萎縮につい
ては両群に差はなかった。【考察】ABC リスク評価で胃粘膜の状態
を評価し、胃癌検診受診者を絞り込むことが健診に取り入れられつ
つあるが、今回の検討から、胃粘膜の状態に関係なく、50 歳以上の
男性は ESCC の早期発見を目的とした内視鏡検診の対象と考えられ
る。

A-9-02
胃Ｘ線検査における萎縮性胃炎・ヒダ肥厚と胃癌発症との
関連
亀田メディカルセンター幕張 1 
東京大学医学部附属病院予防医学センター 2 
亀田医療大学 3
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【目的】 Helicobacter pylori（HP）菌感染によって引き起こされる慢
性胃炎の胃Ｘ線検査による評価は，知識や技術に加え，人的・物的
資源を活用できるため有用な診断方法である．本研究では胃Ｘ線検
査で診断される代表的な慢性胃炎像である萎縮性胃炎とヒダ肥厚に
注目し，将来の胃癌発症予測に両所見が有用であるかを検証した．
【方法】2010 年に当院人間ドックで胃Ｘ線検査を受診し，胃切除歴・
酸分泌抑制薬の常用・HP 菌除菌歴がない 6433 人を対象として，萎
縮性胃炎とヒダ肥厚の評価と血清抗 HP 菌抗体価を用い解析を行
なった．HP 菌感染の判定基準となる抗 HP IgG 抗体は，E プレー
ト ‘ 栄研 ’H．ピロリ抗体キットで測定し，10U/ml 以上を陽性，10U/
ml 未満を陰性と判定した．
【成績】解析対象とした 6433 人のうち，萎縮性胃炎と診断された者
は 1936 人（30.1％），ヒダ肥厚と診断された者は 1253 人（19.5%），
抗ピロリ菌抗体陽性者は 1674 人（26.0％）であった．ヒダ肥厚を認
めた 1253 人のうち 95.9％に萎縮性胃炎を認めたが，萎縮性胃炎と
診断された 1936 人のうちヒダ肥厚を認めたのは 62.1％に過ぎなかっ
た．血清抗 HP 菌抗体価を感染基準とすると，萎縮性胃炎の感度・
特異度は 97.8％・93.7％，ヒダ肥厚の感度・特異度は 67.1％・97.3％
であった．10 年を経過した時点で 17 人に胃癌が発症し（0.26％）， 
15 人が萎縮性胃炎，11 人がヒダ肥厚ありと診断されていた．胃癌
発症のオッズ比は，萎縮性胃炎が 21.0（95% 信頼区間：4.8 － 92.0），
ヒダ肥厚が 7.6（95% 信頼区間：2.8 － 20.7），萎縮性胃炎とヒダ肥
厚どちらとも認められた場合は 8.4（95% 信頼区間：3.1 － 22.8）で
あった．
【考察】胃Ｘ線検査による HP 菌感染慢性胃炎の診断能は，萎縮性
胃炎がヒダ肥厚をやや上回ったが，両所見とも十分に有用な所見で
あった．10 年間の前向き観察の結果，胃Ｘ線検査による慢性胃炎の
評価が将来的な胃癌発症予測に繋がることが示された．

A-9-01
東南アジア地域における若年層を中心としたH. pylori感
染の現状
医療法人社団　霞山会　MY メディカルクリニック
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【はじめに】H. pylori（Hp）感染は胃癌の確実な発癌因子であり、
早期の除菌が推奨されている。日本においては特に若年層の Hp 感
染率は低下しているが、世界的には依然感染率が高い地域も存在す
る。近年日本の外国人就業者の増加に伴い、当院でも外国人の胃癌
検診受診者は増加している。今回特に Hp 感染者および未除菌者が
多く見られた東南アジア出身の若年受診者における感染状況および
その特徴を分析した。【対象と方法】2019 年 4 月から 12 月にかけて
東南アジア地域（タイ・ベトナム）の受診者 280 例（男性 100 例、
女性 80 例、平均年齢 31.9 歳）を対象に、血清 Hp 抗体検査（E プ
レート栄研 H. ピロリ抗体 II）および上部消化管内視鏡検査を実施
した受診者について、日本人を中心とした若年層の全体データと比
較し分析した。【結果】Hp 抗体検査を 271 例に実施した。3 U/ml
未満の陰性は 106 例（39.1％）、3-9.9 U/ml の陰性高値は 58 例

（21.4％）、10 U/ml 以上の陽性は 107 例（39.5％）であり、性差は認
めなかった。陰性群では 30 例で内視鏡検査を実施し、2 例で胃粘膜
萎縮を認めたがいずれも Hp 除菌済みであった。陰性高値群では 10
例で内視鏡検査を実施し、5 例で胃粘膜萎縮を認め、内 2 例が Hp
除菌済みであった。陽性群では 25 例で内視鏡検査を実施し、23 例
で胃粘膜萎縮を認め、内 2 例が Hp 除菌済みであった。当院におけ
る 40 歳未満の Hp 感染率データ（4228 例）と比較すると、東南ア
ジア地域では陰性率は有意に低く（p ＜ 0.01）、陽性率は有意に高
かった（p ＜ 0.01）。一方陰性高値率には差がなかった（p ＝ 0.15）。

【結語】タイ・ベトナムを中心とする東南アジア地域では、若年層
の Hp 感染率が依然高い事がわかった。一方、病原因子 CagA の遺
伝子の違いにより東南アジア地域では日本を含む東アジア地域と比
較して胃癌による死亡率が低いとの報告がある。しかしながら、胃
癌撲滅の観点から東南アジア地域の受診者に対しても積極的な早期
の除菌が望まれる。

A-8-11
定期的に健診を受けていた一突然死例
厚生連滑川病院　滑川健康管理センター

○山
やまもと

本　正
まさかず

和 八木　治雄 鹿熊　一人 新田　一葉 
土井　　彰 高橋　秀幸 横山　正洋

【症例】44 歳、男性。職業：農業。生活習慣：ストレスあり。睡眠
不足。過労。運動習慣なし。食事不規則。喫煙歴：喫煙 20 本 / 日、
30 年間。飲酒なし。既往歴・家族歴：特記事項なし。自覚症状：
時々軽い胸痛、動悸、息切れあり。健診データ（2016 年）: 身長 174 
cm、体重 51.1 Kg, 血圧 110/64 mmHg, 血液：T-chol 210 mg/dl、
HDL  35 mg/dl、TG 318 mg/dl、LDL 131 mg/dl、AST 22 U/L, 
ALT 19 U/L, LD 153 U/L、γ-GTP 17 U/L,  Cr 0.67 mg/dl, FBS 
89 mg/dl, HbA1c 5.8 %, WBC 6,800/μl, RBC 495 万 /μl, Hb 15.0 
g/dl, Ht 45.6 %, Plts 21.4 万 /μl。胸部 X-P：CTR 42.8％、肺気腫

（＋）。ECG:PQ 延長、II, III, aVF 誘導に軽度の J 波、V2,3 誘導に
terminal T inversion（＋）（2014 年 11 月 T 波変化なし、2015 年 10
月 T 波変化が出現したが、2016 年 2 月二次検時消失、10 月再出現）。
2015 年 T 波異常のため要精査判定。2016 年 2 月二次検精査。身体
所見異常なし。心エコー図・トレッドミル検査異常所見なし。心電
図異常、脂質異常症、肺気腫として経過観察になった。2017 年 1 月
朝、炬燵で呼吸停止状態の所を発見され、救急搬送された。受診時
心肺停止状態。死後全身 CT スキャンで死因となる病変なし。受診
時 血 液：WBC 8700/μl, Na 138 mEq/L, K 4.8 mEq/L , Cl 101 
mEq/L, Ca 9.1 mEq/L , P 7.9 mEq/L , ALT 33U/L, LD 214U/L, 
CK 93 U/L, 心筋トロポニン定性 (-), CRP 0.01mg/dl【考察】本例は、
臨床経過から心臓突然死の可能性が高いと考えられた。T 波変化が
出現し、脂質異常、喫煙歴、生活習慣の問題、胸部症状があり要精
検と判定された。二次検では、虚血性心疾患が疑われたが、突然死
をきたす心疾患と診断することはできなかった。本例のような突然
死を予防するためには、ECG 変化が軽度に出現した場合でも程度に
関わらず胸部症状がある症例では、リスクファクターや生活習慣も
考慮し、精査を勧め続ける必要があるものと考えられた。
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A-9-07
内視鏡所見と便中ピロリ抗原をゴールドスタンダードとし
たLZテスト‘栄研’H.ピロリ抗体の最適カットオフ値と診
断精度の評価
筑波大学附属病院　つくば予防医学研究センター 1 
筑波大学附属病院　消化器内科 2 
茨城県メディカルセンター 3

○高
たかやま

山　敬
たかこ

子1,2 岡田　浩介1,2 鈴木　英雄1,2 斎藤　洋子3 
溝上　裕士1,2

目的：ラテックス法はその簡便さから普及しているが ,　最適なカッ
トオフ値が定まっていない .　本研究では LZ テスト ‘ 栄研 ’H. ピロ
リ抗体（以下 LZ テスト）における未感染現感染を診断する最適な
カットオフ値を求め ,　3U/ml 未満及びメーカー規定のカットオフ
値との比較を行った . 方法：2019 年 1 月から 2020 年 2 月までのつ
くば予防医学研究センター人間ドック受診者で ,　除菌後等を除外
した 482 名を対象とした .　内視鏡所見と便中ピロリ抗原をゴール
ドスタンダードとして ,　未感染 ( 内視鏡所見なし、便中ピロリ抗原
陰性 414 名 ),　現感染 ( 内視鏡所見あり、便中ピロリ抗原陽性 38 名 )
に分類した .　未感染を対象とした現感染を診断する際の最適カッ
トオフ値　（感度 , 特異度）を ROC 解析から算出した .　結果：未感
染と現感染を区別する最適なカットオフ値（AUC,　感度 ,　特異度）
は 4U/ml（0.9546, 92.1%,　94.7%) であった . 3U/ml 未満及び 10U/
ml（メーカー規定値）における（感度 ,　特異度）はそれぞれ (92.1%,　
90.6%),（86.8%,　98.8%）であった . 結論：内視鏡所見と便中ピロリ
抗原をゴールドスタンダードとしたラテックス法の最適カットオフ
値は 4U/ml であった .

A-9-06
人間ドックで測定済の基本的検査データを用いた悪性腫瘍
の早期発見を可能にするスクリーニング手法の開発
コスモス医薬情報 AI 解析研究所 1 
東北医科薬科大学 2 
日本橋室町クリニック 3

○佐
さとう

藤　憲
けんいち

一1,2 及川　香代1 野地　　満3

【背景と目的】悪性腫瘍はかなり進行する前に発見できれば最新の
治療により治癒できる可能性が高い時代となり、非侵襲性で精度の
高い安価なマーカーの開発が望まれている。そこで、甲状腺機能異
常症についてはすでに実用化に成功したパターン認識手法の医療応
用の新たな拡張として、人間ドックで測定済みの基本的検査データ
を用いて悪性腫瘍の早期発見を可能にするスクリーニング法を開発
し、精密検査につなげる。【方法】新赤坂クリニックグループで 7
年間に発見された胃がん患者 60 名と健常対象 110 名の人間ドック
健診で測定済の RBC,WBC,HbA1c,ALP,AMY,CRP,BMI などの 30
項目ほどの検査データを使用して、パターン認識手法により網羅的
に解析した。パターン認識手法としては、ベイズ正則型ニューラル
ネットワーク、自己組織化マップ、ほかを採用した。【結果と考察】
遺伝子変異が発端となった胃がんの増長に伴う代謝系・内分泌系・
血管系などの変動を総合的にとらえることで、胃がんの早期発見を
可能にする、感度 85％以上、特異度 96％以上の予測システムを構
築できた。さらに PPV の向上を図るため、他疾患との鑑別スクリー
ニングも行うことで、2016 年度四半期の受診者 2030 名を対象（胃
がんの有病率 0.20%）としたテストでは、計算条件にもよるが、最
終的な感度 75%、特異度 95% 以上、PPV が約 4% であった。胃が
ん罹患者 4 名中、早期がんの 2 名と進行がんの 1 名は高い予測率で
あった。構築した予測システムは、直接の新たな 1 次スクリーニン
グ法、あるいは、胃がん健診の胃 X 線検査・ABC 検査などと連携
して、胃がん 1 次スクリーニングの精度を飛躍的に高める補助手法、
として有用であると期待される。

A-9-05
3種の検査法によるABC検診の比較
医療法人社団　こころとからだの元氣プラザ　臨床検査科 1 
医療法人社団　こころとからだの元氣プラザ　内視鏡検査科 2 
医療法人社団　こころとからだの元氣プラザ　
アジュール竹芝総合健診センター 3 
医療法人社団　こころとからだの元氣プラザ　消化器内科 4

○中
なかみち

道　陽
ようこ

子1 山縣　文夫1 白幡　季大1 堀ノ内 優子2 
馬上　典子2 宮川 なおみ3 大野　恭子3 中河原 亜希子4 
細井　克美4 八巻　悟郎3

胃がん検診の手法として、ABC 検診が普及しつつあるが、ヘリコ
バクターピロリ抗体（Hp 抗体）の測定法には検討すべき点がある。
我々は Hp 抗体測定に CLEIA 法のスフィアライト（富士フイルム
和光純薬）：SL 法を日常は使用しているが、同社の LA 法を試用す
る機会を得たので、EIA 法（E プレート：栄研化学）と併せて、そ
の有用性を検討した。【対象と方法】当診療所の人間ドックで上部
消化管検査を内視鏡で実施する受診者で、Hp 抗体及び PG1・2 を
複数の方法で測定することに同意された 929 名（男 523 名、54.0±
7.8 歳、女 406 名、52.1±7.5 歳）を対象（いわゆる有症状者は含ま
れていない）とし、既に除菌治療を受けた者は除外した。内視鏡検
査の所見は木村・竹本分類を用いた。なお、EIA 法による Hp 抗体
の判別値には 3 を用い、CLEIA 法による PG1・2 の結果を組み合わ
せた。【成績】木村・竹本分類で C0 を所見なし、C2、C3、O1、O2、
O3 を所見ありとした場合、所見ありで A 群となるものは SL 法で
10 名、LA 法で８名、EIA 法で 10 名となり、3 法とも見逃しは少な
かった。所見なしで B、C、D 群となったものは、SL 法で 15 名、
LA 法で 35 名、EIA 法で 14 名となり、LA 法では偽陽性が多い傾
向であった。的中率でみると、SL 法で 93.9％、LA 法で 91.8％、EIA
法で 94.0％となった。【結論】血清での Hp 抗体の測定は EIA 法が
先行したが、検出限界、判別値の設定、測定の煩雑さなどの問題が
ある。SL 法は EIA 法とほぼ同じ結果となったが、専用装置が必要
であり、専用試薬は 2020 年度末で供給が停止となる。LA 法は汎用
アナライザーで使用が可能であり、高速・大量処理が可能となるこ
とから集団検診への適用が期待される。偽陽性が多めであるが、ス
クリーニングに支障のない範囲と考えられる。Hp 抗体検査及び
PG1・2 検査に LA 法を用いることは検診において有効であると考
える。なお、LA 法の判別値を調整した場合の結果についても報告
する。

A-9-04
当院における胃癌リスク評価検診についての検討
静岡赤十字病院　健診部　経鼻内視鏡センター 1 
川崎医科大学　総合内科学2 2 
川崎医科大学　健康管理学 3

○吾
あがわ

川　弘
ひろゆき

之1 川田　和昭1 春間　　賢2 鎌田　智有3

【目的】血清ペプシノゲン (PG) 値は胃癌リスク評価（ABC 分類）と
して広く用いられており、ABC 分類の有用性は明らかである。一
方、検診受診者の胃粘膜も変化し、ヘリコバクター・ピロリ (Hp) 未
感染や Hp 除菌の既往のある者、A 型胃炎、更に、Hp 現感染でも
胃粘膜萎縮が軽度の受診者が増加している。現況下で、本研究では
健診受診者につき、ABC 分類の評価について検討した。【方法】2019
年４月から 2020 年 3 月に、当院の健診を受診し、経鼻内視鏡検査
を行った 84 例 ( 女性 41、平均年齢 48.9±11.7 歳 ) について受診者の
同意を得て、生活歴 ( 飲酒歴、喫煙歴 ) を聴取し、PG 値、血清 Hp-
IgG 抗体を測定した。Hp 感染診断は内視鏡所見を参考とし、必要
に応じて他の検査を追加し、萎縮性胃炎の評価、Hp 感染診断と内
視鏡像、PG 値と性、飲酒、喫煙の関係について検討した。Hp 感染
判定が未確定の症例、Hp 除菌例、胃酸分泌抑制薬内服中の症例は
検討対象から除外した。【結果】Hp 未感染 39 例 ( 女性 21) では PG 
I、PG II は男性が有意に高値だが、PG I/II は差を認めなかった。飲
酒・喫煙歴については、習慣飲酒者と喫煙歴のある群に PG I/II が
有意に高値であった。ABC 分類の結果については、A 群判定 53 例
中 2 例において内視鏡所見から Hp 陽性を疑う症例が認められ、1
例は男性、習慣飲酒者、現喫煙者、内視鏡で C-2 の萎縮と鳥肌を認
め、他の 1 例は UBT 陽性の女性で、萎縮は C-1 で胃過形成性ポリー
プを認めた。また、上記以外の A 群判定 2 例は O-2 以上の高度萎縮
を認め、血清 Hp 抗体陰性高値から既感染と考えた。Hp 陰性例の
うち、O-3 の高度萎縮を呈した D 群判定の 2 例の女性は内視鏡的逆
萎縮を認め、1 例は血液検査で抗胃壁細胞抗体陽性、高ガストリン
血症を認め A 型胃炎と確診した。【考察】ABC 分類は胃癌のスク
リーニングに有用なのは間違いないが、PG 値には性差、飲酒・喫
煙歴等の因子が関与し、また、受診者の胃粘膜も多様化している事
を理解する必要がある。
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A-9-11
取り下げ

A-9-10
上部消化管内視鏡検査による胃がん一次検診受診者におけ
る逐年検診受診者の割合及びその胃粘膜萎縮背景について
の検討
聖隷予防検診センター

○森
もり

　　厚
あつよし

嘉 北川　哲司 佐藤　　惠 レ ミントゥイン 
河合 めぐみ

【目的】検査を受ける際の苦痛の軽減や精度の向上、対策型胃がん
検診における内視鏡検査の導入等を背景に、胃がん検診において内
視鏡検査の需要は近年大きく増加している。しかしその実施可能件
数には限りがあり、多くの希望者が内視鏡による胃がん検診を受け
ることが出来ない実情がある。一方で検査対象者を、胃がんリスク
を考慮して選ぶべきとの声もある。今回我々は当センターで一次検
診として上部消化管内視鏡検査を受けた受診者を対象に、逐年検診
受診者の割合および胃粘膜萎縮の背景を評価することで、胃がん発
見率という観点から当センターの内視鏡による胃がん一次検診につ
いての検討を行った。【対象と方法】対象は 2018 年 4 月から 7 月ま
での 4ヶ月間において当センターで内視鏡による胃がん検診を受け
た受診者計 3002 名。そのうちの逐年検診受診者数の確認を行った。
また胃粘膜の萎縮背景については実施された内視鏡画像を後ろ向き
で検討し、胃炎の京都分類における胃癌リスクの内視鏡スコアを用
いて評価した。【結果】全受診者のうち内視鏡による逐年検診を受
けた数は 1784 名で全体の 59.9% を占めていた。40 歳代の受診者に
おける逐年検診受診者数は 293 名で 40 歳代の受診者全体の 45.9%,
一方 50 歳代の場合は 486 名で 62.5%,60 歳代で 581 名、68.0% と , 高
齢になるにつれて逐年検診受診者の割合は増加する傾向がみられた。
また受診者全体で胃炎の京都分類における胃癌リスクの内視鏡スコ
アの A0 に相当する萎縮の見られる数は 1757 名、うち逐年検診受診
者は 941 名で受診者全体の 31.5% を占めていた。【まとめ】全体の
3 割を超える受診者が、胃粘膜に萎縮がない、または軽度の萎縮で
ありながら逐年の内視鏡検診を受けていた。今後は萎縮の程度に基
づいて検査対象者や検査間隔を検討することも、限られた内視鏡検
査枠を考慮すると有用と思われる。

A-9-09
取り下げ

A-9-08
2019年の人間ドック経鼻内視鏡検査で診断された自己免
疫性胃炎（A型胃炎）26症例の検討
静岡赤十字病院健診センター・経鼻内視鏡センター

○川
かわだ

田　和
かずあき

昭 吾川　弘之

【はじめに】自己免疫性胃炎（A 型胃炎、AIG）は悪性貧血や胃が
ん、神経内分泌腫瘍を合併することで知られているが、わが国では
まれな疾患とされてきた経緯がある。当院人間ドックでは AIG と
診断される症例が増加しており、今回はその頻度と診断契機の検討
を行ってみた。【対象と方法】2019 年 4 月から 2020 年 3 月までの 1
年間に、当院人間ドックで行った経鼻内視鏡検査 4,802 件を対象と
した。内視鏡検査で胃粘膜の逆萎縮所見を認め、かつ抗胃壁細胞抗
体（PCA）が陽性（10x 以上）の症例を AIG として拾い上げた。同
意が得られた場合は血清ガストリン、ビタミン B12（Vit.B12）を測
定、また胃がんリスク層別化検査（ABC 分類）の結果も診断の参
考とした。【結果】AIG と診断された症例が 26 例あり、男性 19 例

（54～86 歳、平均年齢 67.4 歳）、女性 7 例（54～85 歳、同 71.3 歳）
であった。前年度までに AIG と診断された症例を除くと、その頻
度は 0.54%（26/4785）であった。医師別の症例数をみると、A 医師
19 例、B 医師、2 例、C 医師 5 例、他 3 人の医師は 0 例であった。
また内視鏡検査履歴をみると、21 例（80.8%）が逐年検診であった。
診断契機としては逆萎縮所見が最も多く 22 例（84.6%）、次いで高
度萎縮かつ過去のペプシノゲン I 低値（10 以下）が 4 例（15.4%）で
あった。また高ガストリン血症（201pg/mL 以上）が 12 例（48%、
12/25）、Vit.B12 低値（179pg/mL 以下）が 6 例（27.3%、6/22）に
みられた。【考察】人間ドック受診者から 0.54% の頻度で AIG が見
つかり、決してまれな疾患ではないと考えられた。診断の契機とし
ては、内視鏡的逆萎縮所見やペプシノゲン I の低値が参考になるも
のと思われる。しかし医師による症例数の差が大きいことや、約
80% の症例が逐年受診者にもかかわらず診断されてこなかったこと
を考えると、AIG を積極的に診断するためには、「高度萎縮症例に
遭遇したら、一度は AIG の存在を疑ってみる」という検査医の意
識改革が重要と思われた。
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A-9-15
経鼻内視鏡受検者のアンケートによる実態調査
医療法人社団　亮正会　高津中央クリニック

○小
こばやし

林　恵
え り

理 梅田 レイ子 大和 明日美 池田 裕見子 
志村　香織 三浦　幸子

【目的】当施設では経鼻内視鏡を導入し 2 年目となる。経鼻内視鏡
を受けた受検者に対し、今後経鼻内視鏡の需要についての現状把握
とより苦痛や不安を軽減した検査を提供できるようにすることを目
的に実態調査を行った。【対象と方法】期間は 2019 年 5 月 14 日～
2020 年 1 月 18 日。当施設での経鼻内視鏡受検者を対象に無記名に
よるアンケート調査を実施した。【結果】有効回答数 391 名（男性
217 名、女性 174 名）年齢 30 歳～83 歳（平均 49.9±9.1）。経鼻内視
鏡の苦痛の程度では「全然苦しくない」「ほとんど苦しくない」と
答えた割合は、30 歳代 44％、40 歳代 43.2％、50 歳代 60.4％、60 歳
代 58.7％、70 歳代 66.7％であった。経鼻内視鏡初回で経口内視鏡の
経験がある人では「全然苦しくない、ほとんど苦しくない」が 57.3％、

「苦しかった」が 22.5％であったのに対して、内視鏡未経験者では、
「全然苦しくない、ほとんど苦しくない」が 30.2％、「苦しかった」
が 33.4％であった（p ＜ 0.05）。次回、経鼻内視鏡を希望した人は
82.1％、経口内視鏡経験者で次回経鼻内視鏡を希望した人は 78.7％
であった。検査中の言葉がけや介助では「背中をさすってもらえて
良かった」43.9％、「医師や看護師の声かけで安心できた」17.1％、
少数意見では、「進捗状況、呼吸の仕方など具体的なアドバイスが
欲しい」との回答がみられた。【結論】経口内視鏡の経験の有無に
関わらず、次回経鼻内視鏡の希望者が約 80％いることからも経鼻内
視鏡の需要が多いと考えた。上部消化管内視鏡が初めての受検者に
は、事前の説明や、検査中の声掛け、タッチングをより丁寧に行う
ことで苦痛を緩和できると考える。医師と看護師との連携を図り、
受検者の個々のニーズに応えていく必要がある。

A-9-14
上部内視鏡検査における食物残渣の要因を探る
NTT 東日本　伊豆病院

○中
なかの

野　有
ゆ き

起 渡辺　有紀 米山　史歩 小宮山 由紀子

【はじめに】当科では人間ドックにて上部内視鏡検査（以下 GF）を
実施している。胃内に食物残渣が貯留した（以下食残）場合、食残
は疾患の見過しや検査時間延長による苦痛の増大に繋がる。食残に
関しての先行文献が無いため食残の原因を調査した。

【目的】残渣物の要因を明らかにし、次回以降のドック受検時の問
診や内視鏡検査前の説明に活かす。

【方法】調査対象者は、2019 年 12 月～2020 年 2 月までの GF を実
施した宿泊ドック利用者 2337 名とし、質問紙調査を実施。質問項
目は、「性別」、「年齢」、「夕食内容・量・終了時間」、「バイキング
有無・内容・量」、「間食有無・時間・内容・量」、「飲酒有無・種類・
量」、「就寝時間」、「過去の食残の有無・回数」とした。分析方法：
食残有り、食残無しの 2 群に分けて質問項目の関係性を見るために、
χ2 検定を適用し、有意水準は p=0.05 とした。有意な違いがないも
のは、単純集計をして比較。病歴の調査は検査記録より情報収集。

【結果】アンケート回収率は 89％、有効回答率は 96％。χ2 独立性
の検定では、年齢、性別、夕食（バイキング含む）摂取時間・内容・
量、間食の有無、飲酒種類、就寝時間、病歴による有意差はなし。
飲酒をした、飲酒量が多い（3 合以上）、間食の時間帯が夕食後、主
に炭水化物類の間食をした、食残歴が無い人は今回も食残が無い、
食残歴が有る人は今回も食残が有りの項目に有意差を認めた。

【考察】飲酒によるアルコール濃度が高くなると胃酸の分泌が抑え
られ、食残に繋がる。飲酒により間食も増えることが予測出来、実
際に結果として表れていた。間食の内容は飲酒時によるつまみ類が
多いと考えていたが、有りの中では炭水化物類を摂取していること
が多く、食残歴が有る人は食残が残りやすい傾向に有ることがわ
かった。

【結論】1. 飲酒があり 3 合以上摂取する 2．夕食後に間食をする（主
に炭水化物類）3．食残歴がある人の 3 つの要因が明らかになった。

A-9-13
人間ドック検査項目への抗ヘリコバクターピロリIgG抗体
測定導入後の歩み
大宮シティクリニック　看護部

○山
やまだ

田　香
きょうこ

子 中川　　良 森山　　優 中川　一美 
松澤　範子 岩崎　絢子 西舘 美音子 津原　洋子 
友光 みなみ 中川　高志

【背景】当院では 2014 年 4 月からピロリ菌除菌による胃癌撲滅を目
指し、人間ドック検査項目への抗ヘリコバクターピロリ IgG 抗体測
定（抗 HP 抗体）を導入している。現在、当院内視鏡センターにお
いて内視鏡光源装置 5 台、スコープ 16 台使用し、午前 44 名午後 16
名の計 60 件の上部消化管内視鏡検査を実施している。抗 HP 抗体
陽性者に対して、結果説明時に除菌治療の必要性を説明し、速やか
に治療ができるシステムを作り上げた。【目的】以前、当院では人
間ドック検査項目への抗 HP 抗体測定導入と、ピロリ菌についての
啓蒙を行うことでの除菌受診率の向上の可能性を示した。今回は、
抗 HP 抗体検査導入後の除菌受診率の変化を比較・検討したので報
告する。【方法】2014 年 4 月から 2019 年 3 月までの抗 HP 抗体検査
実施者 91,944 名。当院での上部消化管内視鏡検査受診者数 73,175
名中、抗 HP 抗体陽性者 7,790 名を対象とした。【結果】2014 年度抗
HP 抗体陽性者 4,875 名（15.4％）中、除菌治療実施者は 2,058 名で
42.2％であった。2015 年度抗 HP 抗体陽性者 1,625 名（10.6％）中、
除菌治療実施者は 913 名で 56.2％であった。2016 年度抗 HP 抗体陽
性者 2,152 名（13.8％）中、除菌治療実施者は 1,347 名で 62.6％で
あった。2017 年度抗ＨＰ抗体陽性者 2,886 名（18.1％）中、除菌治
療実施者は 1,819 名で 63.0％であった。2018 年度抗 HP 抗体陽性者
2,529 名（18.8％）中、除菌治療実施者は 1,653 名で 65.4％であった。

【考察】HP 抗体陽性者は毎年 10～18％存在する。除菌治療実施者
は 2014 年度は 42.2％であったが、2018 年度には 65.4％まで上昇し
ている。これは、人間ドック項目への抗 HP 抗体検査の導入により、
抗 HP 抗体陽性者へ結果説明時に除菌治療の必要性を説明でき、速
やかに治療が可能なシステムによる成果と考えられる。【結論】人
間ドック検査項目への抗 HP 抗体検査導入と、ピロリ菌についての
啓蒙は除菌受診率を向上させる。今後も除菌受診率の向上を目指し
検討していく。

A-9-12
経過観察中に形態に変化が見られた十二指腸ブルンネル腺
癌の１例
JA 長野厚生連　南長野医療センター新町病院　健康管理科 1 
長野市民病院　消化器内科 2 
長野市民病院　消化器外科 3 
長野市民病院　病理診断科 4 
信州大学医学部　保健学科（生体情報検査学）5
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経過観察中に形態に変化が見られた十二指腸ブルンネル腺癌の１例
上部消化管内視鏡検診の普及に伴い十二指腸腫瘍に遭遇する機会が
増えたが、内視鏡診断、病理組織学的診断基準が定まっておらず臨
床的取り扱いが問題になっている。今回我々は、経過観察中に形態
に変化の見られたブルンネル腺癌を経験したので報告する。症例は
６９歳男性。２０１７年１１月検診上部内視鏡検査にて乳頭肛門側
に小陥凹が散見される台状の隆起があり、粘膜面の所見に乏しく粘
膜下腫瘍が疑われた。２カ所の生検より異型腺管（ｔｕｂ１疑い）
と診断され、再検が必要とされた。２０１８年１月再検施行し生検
を行い免疫染色（ｐ５３、Ki －６７）を併用したが、chronic papillitis 
with atypical tubules と診断された。２０１８年３月他院にて行わ
れた EUS では第３層に cystic lesion を伴った等エコーの肥厚が見
られたが、明らかな低エコーを呈する腫瘤を認めなかった。ボーリ
ング生検では不整管状～乳頭管状構造を示す異型腺管の集簇が見ら
れ、p53、Ki-67 のびまん性強陽性は見られないが高度異型を有する
腺腫と診断された。２０１８年１１月内視鏡検査では辺縁隆起、中
心陥凹が顕在化し形態の変化を認めた。NBI にて一部に胃腺窩上皮
化生が観察された。２０１９年７月膵頭十二指腸切除術施行。病巣
は概ね粘膜下組織に存在し粘膜固有のブルンネル腺の分布領域と考
えられた。周囲組織を破壊性に進展する浸潤巣は見られずブルンネ
ル腺発生の胃型形質を示した腺腫で一部に高分化型腺癌（tub1 ＞
pap）を認めた。高度異型の腺腫と診断され経過観察中に形態に変
化が見られ、腺腫から発生したブルンネル腺癌の１例を経験したの
で若干の文献的考察を加えて報告する。
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A-9-19
胃がん検診受診の推奨層を考察～当センターのドック受診
者を年代別、ヘリコバクター・ピロリ菌感染別に検討～
大阪中央病院　健康管理センター 1 
大阪中央病院　消化器内科 2
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桑迫　崇裕1 池上　陽一1 原田　明子2 雨宮　　彰1 
大橋　秀一1 根津 理一郎1

【目的】胃がん検診ガイドラインでは、胃 X 線検査、胃内視鏡検査
による検診はともに死亡率減少に有効であり、50 歳以上が望ましい
とされる。が、ピロリ菌感染による区別はまだ明確にはなっていな
い。今回、当センターの受診者を対象にして、年代別、ピロリ菌感
染状況別に検討した。　【対象】2018 年 1 ∽ 12 月の当センターの人
間ドックで施行した胃内視鏡検査は 9289 人 ( 平均年齢 50.3 歳 )、胃
X 線検査は 4489 人 (46.9 歳 ) であった。そのうち要受診者は胃内視
鏡検査が 647 人 (7.0％)、胃 X 線検査は 191 人 (4.3％) で、さらに精
密検査を受診したことが把握できた受診者は、胃内視鏡検査で 405
人 (62.6％)、胃 X 線検査では 93 人 (48.7％) であった。これらの者を
対象とした。【成績】今回見つかった胃癌は 11 人、食道癌が４人、
胃カルチノイド、GIST、胃悪性リンパ腫、十二指腸癌がそれぞれ
１人であった。　年代別、ピロリ菌の感染有無別に悪性腫瘍の症例
数を見ると、胃内視鏡検査では、50 歳代、60 歳代のピロリ菌既感
染でそれぞれ 2 人、3 人いた。ピロリ菌陰性の 50 歳代でも１人。ピ
ロリ菌不明では、40 歳代が１人、50 歳代が５人、60 歳代が３人、
70 歳以上が１人であった。胃 X 線検査では、すべてピロリ菌不明
の 30 歳代、40 歳代、50 歳代で１人ずつ胃癌が見つかった。胃癌の
症例に限ると、ピロリ菌不明の者でも後の検査で 7 人中 6 人が陽性
で、１人は不明であった。その結果、ピロリ菌陽性では 30 歳代、40
歳代でも胃癌が見つかった。40 歳代以降では、ピロリ菌感染に関係
なく食道癌や悪性リンパ腫が見つかった。　胃内視鏡検査の方が胃
X 線検査より、悪性腫瘍の発見率は有意差なしだが高い傾向にあっ
た。(χ2 値＝ 2.44、P ＝ 0.12)【結論】ピロリ菌感染歴のある症例は
30 歳代から胃癌検診が必要かもしれない。ピロリ菌感染がない者で
も 40 歳代以降の定期的な検診が必要と思われた。ただし、その検
診間隔やピロリ菌以外の因子についてはさらなる検討が必要と思わ
れる。

A-9-18
バリウムを用いた上部消化管造影検査後に発症したバリウ
ム虫垂炎の１例
医療法人厚生堂　長崎病院　ヘルスケアセンター
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仁 横山　尚子 松本　康子 原　　　均 
長崎 孝太郎

【はじめに】バリウムを用いた上部消化管造影検査は、胃癌検診に
おいて広く行われている検査である。バリウム虫垂炎は、バリウム
を用いた消化管造影後、虫垂内のバリウム残存にて生じる稀な疾患
である。今回、上部消化管造影検査後にバリウム虫垂炎を発症した
症例を経験したので報告する。【症例】43 歳 男性。2010 年からの経
年受診者で特記すべき異常はこれまでなかった。2019 年 11 月 20 日
の午前に当院人間ドックで、上部消化管造影検査施行され、夕食後
から腹痛生じ、その後 3 回嘔吐し、2019 年 11 月 21 日午前 0 時に、
当院夜間救急を受診。その時は、臍周囲の痛みと吐き気があったが、
点滴と制吐剤投与にて症状が軽快したため帰院された。しかし、2019
年 11 月 21 日午前に、吐き気はおさまったが、右下腹部に鈍痛が持
続するため当院内科外来を受診し、診察したところ右下腹部の圧痛
および反跳痛、筋性防御を認めた。その時行った、血液生化学検査
では , 白血球 13000/μl、CRP2.09mg/dl と中等度の炎症所見を認め
た。腹部単純 CT 検査では虫垂に充満するバリウムと虫垂の腫脹も
認められたため、急性虫垂炎疑いにて消化器外科のある総合病院に
紹介となった。紹介先の病院にて、虫垂は腫大をみとめ、腹腔鏡下
虫垂切除術が施行された。術後の経過は良好で 2019 年 11 月 25 日
に退院となった。【結論】今回、上部消化管造影検査後当日に発症
したと考えられるバリウム虫垂炎の症例を経験した。バリウム虫垂
炎は、発症頻度は低いが、検診従事者が認識すべき偶発症であり、
上部消化管造影検査後の腹痛例では、バリウム虫垂炎の可能性も念
頭に置いて診察を行う必要があると考える。

A-9-17
当院人間ドックにおける胃内視鏡検診の現状と問題点
JA 北海道厚生連札幌厚生病院　健康管理科

○赤
あかいけ

池　　淳
じゅん

 西園　雅代 小川　秀久 平塚　正幸 
今村　哲理

【目的】当院人間ドックでは胃癌検診として、2012 年 6 月より内視
鏡検診を導入している。導入後 8 年を経過し、内視鏡検診の成績，
問題点を検討することを目的とした。【方法】内視鏡検診受診者数
は 2012 年度 3,149 名、2013 年度 4,897 名、2014 年度 6,385 名、2015
年 度 6,870 名、2016 年 度 7,724 名、2017 年 度 7,772 名、2018 年 度
7,951 名と年々増加し、合計のべ 44,748 名を対象とした。各年度の
要精検率、胃癌発見率、早期胃癌率、内視鏡での萎縮の有無につい
て検討した。【成績】内視鏡検診について要精検率、胃癌発見率、早
期胃癌率はそれぞれ 2012 年度 13.9%、0.76%、90.9%、2013 年度
14.3%、0.53%、92.3%、2014 年度 11.7%，0.25%、93.8%、2015 年度
9.3%、0.38%、96.2%、2016 年 度 7.2%、0.25%、94.7%、2017 年 度
4.5%、0.15%、100%、2018 年度 6.7%、0.23%、100% であった。背
景胃粘膜は 90% 以上の症例で萎縮が認められ、ヘリコバクターピロ
リ（HP）は検査を施行している症例では大部分が陽性であった。当
院では早期胃癌率が高く、胃癌 139 例のうち早期胃癌は 132 例 95%
であり、94 例で内視鏡治療が可能であった（6 例は ESD 後追加手
術行うも残存なし）。【考察】胃癌症例は既報のごとく胃粘膜萎縮が
あり HP 陽性の方が大多数を占めていた。胃癌発見率は全国平均と
較べ大きな差はないものの初期と比較し徐々に低下した。この一因
として当院では経年受診者が多いため、胃癌リスクの高い方は外来
検査にまわり、リスクの低い方が相対的に多くなっている可能性が
考えられた。検査総数が順調に増える一方、マンパワー的には限界
が近づいており、胃癌リスクが低い方の検査間隔をどうすべきかが
課題と考えられた。【結論】胃癌の予防・早期発見のためには HP の
検査・治療と胃癌検診が重要と考えられ、その中でも内視鏡検診は
重要な位置づけと考えられた。限られた医療資源を有効に活用する
ため、内視鏡検診が必要な症例を如何に絞り込めるかが重要な課題
である。

A-9-16
胃X線検査におけるH. pylori除菌後の粘膜ひだの経時変
化について
一般財団法人　京都工場保健会 1 
一般財団法人　京都工場保健会　神戸健診クリニック 2 
一般財団法人　京都工場保健会　姫路健診クリニック 3

○池
いけがみ

上　真
まさし

士1 渡邊 佐知子2 細見　　聡3 森口　次郎1 
吉良　康男1 辰巳　哲也1

【目的】胃がんリスク層別化検査（ABC 分類）において ,A 群の中
に H. pylori 除菌後例の偽 A 群が高率に混在することがあり，日本
消化器がん検診学会では ,A 群であっても一度は胃の内視鏡検査か
胃 X 線検査などの画像診断を受けることを推奨している．画像診断
の重要性が高まる中 , 池上ら（2019）は , 除菌後の胃粘膜は X 線検
査像でも改善され , 未感染者と胃がん高リスク群である既感染者の
鑑別が困難になることを報告した . 本研究では , 胃がん高リスク群
の診断精度向上を目的とし , 除菌に対する粘膜ひだの経時変化につ
いて検討した .【方法】H. pylori 除菌歴があり ,2010 年 3 月～2019
年 2 月に京都工場保健会で胃 X 線検査を複数年受診した 23 名 ( 男
性 22 名 , 女性 1 名 ; 平均年齢 =49.39 歳 , 標準偏差 =6.04) を対象と
した . 胃 X 線検査時の画像を「胃 X 線検診による H.pylori 感染診断
アトラス」を参考に評価し , 除菌前年と直近で受診された画像の粘
膜ひだ像を ”1. 正常 ,2. 中間 ,3. 異常 “ の 3 段階で評価し , 除菌による
粘膜ひだ所見の変化について評価検討を行った .【結果】粘膜ひだ
像評価では , 除菌前の評定平均値は 2.35, 直近での評定平均値は
2.17( 平均経過年数＝ 4.87 年 , 標準偏差＝ 1.19) と , 除菌前後での粘
膜ひだ所見の改善は有意差を認められなかった (p ＞ .10)．【考察】

「胃 X 線検診による H.pylori 感染診断アトラス」では , 粘膜ひだの
評価は 6 つの所見を基に 3 段階評価を実施している . 山崎ら (2016)
は ,3 年以内のひだ所見の変化を示唆していたが , 本研究では全ての
所見が正常型もしくは異常型に偏った症例は少なく , 判別が難しい
場合の中間型が多数となり , 有意差を認められなかったと推察され
る .3 段階へ分類するにあたり , 更なる分類基準の理解が必要と考え
る . 他に ,PPI 等の薬剤による粘膜ひだへの影響も報告されており ,H. 
pylori 除菌歴だけでなく , 服薬についても合わせて把握することで ,
より精度の高い診断に貢献するものと示唆された .
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A-9-23
上部消化管内視鏡検診後当日の尿素呼気試験と
Helicobacter pylori除菌治療当センター6年間の検討
JCHO 札幌北辰病院　健康管理センター・消化器内科 1 
JCHO 札幌北辰病院　消化器内科 2 
北海道医療大学 3 
JCHO 札幌北辰病院　健康管理センター 4
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原　亮
さきこ

子1 小笠原 倫子1 高木　智史2 吉田　純一3 
神谷 夕香里4 高橋　悦子4 田頭　素子4 松森 麻里衣4 
岡田 明日香4

【目的】上部消化管内視鏡診断後の H.pylori（以下 Hp）感染診断と
Hp 除菌治療が 2013 年２月、Hp 感染胃炎にも保険適応が認められ
Hp 国民総除菌時代を迎えた。JCHO 札幌北辰病院健康管理セン
ターでは、上部消化管内視鏡検診で Hp 感染胃炎・Hp 関連疾患を
疑った受診者に検診当日に尿素呼気試験を実施。陽性の希望者に
Hp 除菌治療を行った。2013 年 4 月から 6 年間の Hp 除菌状況・副
作用・除菌後胃がんについて検討する【対象と方法】対象は 2013
年 4 月から 2019 年 3 月に当センターで上部消化管内視鏡検診を受
けた延 27,557 名（男性 18,352 名、女性 9,205 名）のうち尿素呼気試
験を施行し（2,561 名　男性 1,679 名　女性 882 名）Hp 陽性であっ
た 1,488 名。尿素呼気試験結果は検診当日に受診者に知らせ、Hp 陽
性者には Hp 一次除菌治療について副作用・除菌判定方法等を説明
した。希望者に Hp 一次除菌治療薬を処方し 8 週から 12 週後に除菌
治療判定を行い、不成功例には二次除菌治療薬を処方した。除菌治
療判定は一次除菌治療・二次除菌治療共に当センターで行った。【結
果】尿素呼気試験で Hp 陽性は 2,561 名中 1,488 名 58.1％。Hp 一次
除菌治療は 1,183 名、二次除菌治療は 205 名に行った。一次除菌成
功は 908 名 76.8%、二次除菌成功は 86.3％であった。除菌治療延期
対象は肝機能障害が最多で 48 名。副作用は多形滲出性紅斑２例を
含む皮疹 30 名、下痢は 19 名に認めた。Hp 除菌後胃がんは 3 名で
あった。【結語】上部消化管内視鏡検診で Hp 感染胃炎を疑った受診
者に検診当日に尿素呼気試験の結果を説明し、陽性者に除菌治療を
行うことは、利便性による早期の除菌治療、Hp に関する啓蒙、経
年的上部消化管内視鏡検診による効率的な胃がん発見を持続可能に
すると考えられた。

A-9-22
人間ドックの内視鏡検査施行後に経過観察入院を余儀なく
された２症例の検討
医療法人厚生会福井厚生病院

○木
きむら

村　成
なりさと

里 岡村 誠太郎 羽場　利博 山本　　誠

【はじめに】当センターは病院併設の施設で、人間ドックの内視鏡
検査は、病院の内視鏡センターで施行されている。2019 年度、我々
は内視鏡検査施行後に経過観察入院を余儀なくされた２症例を経験
したので報告する。【症例１】45 歳・男性。本院では初めての人間
ドック。既往歴はなし。上部（経口）ならびに下部消化管内視鏡検
査を鎮静剤使用下に施行。結果説明の際、突然意識消失を認めた。
全身の硬直、眼球の上転を認めたが臥床後すぐに意識が回復した。
意識消失を認めたため経過観察入院となったが、入院後は問題なく、
翌日午前退院された。【症例２】47 歳・男性。本院では初めての人
間ドック。既往歴はなし。経鼻内視鏡検査を施行。鼻腔麻酔後より
軽度の眩暈認めたが本人申告されず、検査を施行。検査終了後より
著名な眩暈、嘔吐症状が出現。補液を行ったが坐位になると症状再
燃するため、経過観察入院となった。入院後症状軽快され、翌日午
前退院された。【考察】2 症例とも既往歴はなかった。症例１は、１．
使用した鎮静剤の副作用、２．てんかん、３．不整脈、４．迷走神
経反射等が考えられた。消化器内視鏡専門医をコンサルトしたが、
鎮静剤による副作用は考えにくいとの回答。頭部 CT 検査を施行し
たが、異常所見を認めなかった。入院にて心電図モニタリングを行
うも不整脈を認めなかった。原因検索として神経内科、循環器内科
受診を勧めるも本人望まれず、原因を確定することはできなかった。
症例２は、経鼻内視鏡検査の前処置に使用した薬剤の副作用を念頭
においたが、1 年前他施設での経鼻内視鏡検査では問題がなかった
との事。本院内視鏡センターでの鼻腔麻酔を検証した所、局所血管
収縮薬を点鼻する際の体位が臥位であったため、以後の体位を坐位
とした。【まとめ】今回の事例を関連部署で共有し、より安心安全
な人間ドックを提供できるよう尽力したい。

A-9-21
人間ドック受診者における胃Ｘ線検査からみたH. pylori 
感染動態と事後経過に関する検討
川崎医科大学　健康管理学 1 
川崎医科大学総合医療センター　総合健診センター 2 
川崎医科大学　総合内科学２ 3 
川崎医科大学　検査診断学 ( 内視鏡・超音波 )4
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有1,2 春間　　賢3 砂金　　彩1,2 眞部　紀明4 
山中　義之1 藤本　壮一1 高尾　俊弘1

【背景と目的】近年、内視鏡検診が増加傾向にあるが、受診者をす
べて内視鏡検査でカバーすることは困難であり、胃Ｘ線検査の役割
は未だ大きい。2016 年 4 月より、人間ドック受診者の胃 X 線画像
から H. pylori 感染動態を診断し、これに応じた事後措置を行って
いる。この取り組みの現状と経過について後方視的に検討する。【対
象と方法】2016 年 4 月から 2019 年 10 月までに人間ドックを受検
し、胃Ｘ線検査を受けた 20 歳～85 歳の健診受診者を対象とした。
同日に撮影された胃 X 線画像を 1 名の専門医が器質的疾患の有無の
ほか、背景胃粘膜所見から H. pylori  未感染 ( 疑い : N 群 )・現感染 
( 疑い : A 群 )・既感染 ( 疑い : P 群 )（除菌後を含む）の 3 群に分類
し、胃癌リスクを前向きに評価した。当日の結果説明の際に、A 群
に対しては胃がんリスク層別化検査を勧めた。胃 X 線所見から見た
胃癌のリスク評価および現感染 ( 疑い ) 症例の除菌施行率、除菌成
功率などについて検討した。【成績】この期間に胃 X 線検査を受け
た受診者は 971 例 ( 男性 489 例、女性 484 例、平均年齢 49.8 歳 ) で
あった。背景胃粘膜分類では N 群 799 例 (82.3%)、A 群 84 例 (8.6%)
および P 群 88 例 (9.1%) であった。A 群 84 例のうち、1 例は高齢の
ため経過観察、83 例は要精検とした。83 例中 44 例 (53%) で除菌治
療が行われ、18 例 (12%) は未除菌、21 例 (25%) は経過不明であっ
た。A 群のうち胃がんリスク層別化検査を受けた者の除菌施行率は
未検者に比較して高い傾向であった (63.4% [26/41] vs 42.8% [18/42], 
p= 0.08)。除菌を施行した 44 例のうち、40 例が一次除菌にて成功、
3 例が二次除菌にて成功したが、1 例はいずれも失敗していた。【結
論】胃Ｘ線検査から H. pylori  現感染 ( 疑い ) 症例は積極的に除菌
治療へ導入できるように要精検としているが、未除菌例や事後不明
例も多く認められた。胃癌予防推進のためにはさらなる事後指導と
フォローアップ体制の強化が必要と考えられた。

A-9-20
上部消化管内視鏡におけるペチジン単剤によるセデーショ
ンの有効性
亀田総合病院　亀田クリニック　健康管理科 1 
亀田総合病院　亀田クリニック　膠原病・リウマチ・アレルギー内科 2
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一郎1 中下　珠緒1,2 野崎 いづみ1 村木　洋介1

【目的】ぺチジン単剤投与は意識低下作用が少ない。よって上部消
化管内視鏡において、意志疎通をしながら苦痛を軽減できる方法と
して我々はぺチジン単剤投与を主に使用している。しかしペチジン
の苦痛軽減への研究は少ない。またベンゾジアゼピン系薬剤は EGJ
視認性の低下が報告されているが、ペチジンでは明らかではない。
本研究はペチジン単剤による苦痛軽減および EGJ 視認性を検討し
た。

【方法】人間ドック上部消化管内視鏡受診者 1715 名を後ろ向きに解
析。苦痛度はアンケートにより 0～最大苦痛 10 で評価。多重回帰分
析は、年齢 , 性別 ,BMI, 身長 , 喫煙 , 飲酒 , 内視鏡経験 , 胃切除歴 , 鎮
痙剤使用 , 生検有無 , ルゴール使用 , 内視鏡径 , 裂孔ヘルニア有無 ,
施行医で調整した。ペチジン投与時の EGJ 視認性については、観察
に深吸気を使用している事が確認できた施行医が行った検査を対象
とし後ろ向きに画像を評価して行った。比較方法には、食道裂孔の
緩さ (gastroesophageal flap valve 分類 ), 施行医 , 性 , 年齢を説明変
数とした傾向スコアマッチングを用い、ペチジン使用群 196 名とセ
デーションなし群 196 名の EGJ 視認性を比較した。

【成績】薬剤量中央値と四分位数はペチジン単剤 35,23,35mg(n=797)、
ミダゾラム単剤 2,1,2mg(n=19)、両剤併用ペチジン 35,28,35mg, ミダ
ゾラム 2,1,2mg(n=125)。ペチジン単剤の苦痛度中央値は 2、セデー
ションなしでは 4 で有意差を認めた。多重回帰分析でもペチジン単
剤は平均 -1.5 苦痛度を有意に下げていた。ミダゾラム単剤だと－
1.6、2 剤併用だと -2.9 であった。EGJ が良好に視認できた割合は、
セデーションなし群 94%、ペチジン単剤群 79% であり、ペチジン
群が劣っていた (P ＜ 0.001)。

【結論】ペチジン単剤投与は上部消化管内視鏡の苦痛度を有意に軽
減できる。ペチジン使用における EGJ 視認性低下が示唆されたが、
意識低下作用は少ないため、より意識をして深吸気を行えば改善で
きる可能性もあり今後の検討としたい。
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A-9-27
胃癌を早期に発見するための現状分析と課題
倉敷中央病院付属予防医療プラザ

○太
たじま

島　丈
たけひろ

洋 光藤　和代 原　　裕子 清水　健嗣 
篠原　育代 鈴木 真由美 岡本　裕子 和田　憲和 
村上　典彦 菊辻　　徹

【背景】胃癌は早期に発見できると侵襲の少ない内視鏡的切除が可
能であるが、逐年健診受診者でも進行した状態で見つかる場合があ
る。【目的】当施設の胃がん検診データ、胃癌症例を分析し、胃癌
を早期に発見するための参考とする。【対象】2017 年 4 月から 2018
年 3 月までの胃がん検診受診者を分析対象とした。【結果】上部消
化管内視鏡検査 ( 以下内視鏡 ) は 9827 件で、要精検数は 688 件

（7.00%）、精検実施数は 688 件 (100%)、そのうち胃癌は 36 件 ( 早期
癌 36 件 ) で内視鏡の胃癌発見率は 0.36％であった。一方上部消化管
造影検査（以下胃 X 線）は 20430 件で、要精検数は 161 件 (0.79%)、
精検実施数は 133 件 (82.6%)、そのうち胃癌は 10 件 ( 早期癌７件、進
行癌 2 件、不明 1 件 ) で胃 X 線の胃癌発見率は 0.05％であった。内
視鏡で見つかった胃癌の 70％は内視鏡的切除で治療されたが、胃 X
線で発見された胃癌の 80％は外科手術で治療された。胃癌が見つ
かった逐年胃がん検診の受診者のうち、前年度検査が内視鏡であっ
たものは 15 件で、当年度の画像と対比して病変の指摘が可能であっ
たものは 4 件あり、そのうち 2 件が外科手術で治療された。前年度
検査が胃 X 線であったものは 18 件で、当年度の画像と対比して病
変の指摘が可能であったものは 1 件で、外科手術で治療された。【考
察】モダリティ毎の特性を考慮したうえで粘膜のわずかな変化も見
逃さない事、胃 X 線の精検実施率を 100% に近づける事が今後の課
題と考えられた。また胃癌のリスクの高い受診者（慢性胃炎、ABC
検診で B、C、D 群）に内視鏡での胃がん検診を勧める積極的な勧
奨や啓発活動が必要と考えられる。当施設は胃がん検診での内視鏡
件数を徐々に増やしてきており、当日は他年度のデータも分析して
報告する。

A-9-26
上部消化管Ｘ線検査における鎮痙剤ブチルスコポラミン投
与の有用性
亀田総合病院　亀田クリニック　画像診断室 1 
亀田総合病院　亀田クリニック　健康管理科 2

○須
す だ

田　章
あきのり

則1 田島　太一1 馬嶋 健一郎2 村木　洋介2

【目的】上部消化管Ｘ線検査 (MDL) におけるブチルスコポラミン (BS)
投与は描出能を高める事が期待されるが、副作用の懸念があり対策
型検診では使用されない。我々は人間ドックにおいて、副作用回避
の対応を行いながら BS 投与を継続してきた。しかし非投与の検査
が主流になってきていると思われるため、後方視的ではあるが可能
な限り影響する因子を調整し BS 投与の有用性について検討を試み
た。

【方法】2015 年－ 2019 年の 8679 件を対象とし、胃の蠕動に関与す
る背景がある症例を除くため、糖尿病 , パーキンソン病 , 胃切除後 ,
抗コリン作用のある薬剤内服 , 腸管運動促進薬内服者は除外した。
交絡因子を調整するため年齢 , 性別 ,BMI, 身長 , 撮影者 , 慢性胃炎所
見有無で調整した BS 使用、非使用での傾向スコアを制作、傾向ス
コアマッチングを行い BS 使用群と BS 非使用群を設定した。描出
評価は、部位を 15 部位に分け拡張不良での描出不良部位があれば
各部位で 1 点、腸管の重なりで描出不良部位があればその症例の前
庭部にあたる広さの重なりを 1 点とし、拡張不良部位と重なりの点
数をあわせて描出不良スコアとした。評価は医師と技師の計 2 名で
行った各症例の平均値のスコアを使用した。アウトカムは描出不良
スコア 4 以上の割合と、スコアの比較とした。

【成績】撮影部位が不足していた例も除外し、BS 使用群 233 名と非
使用群 235 名が分析対象となった。両群の背景に有意差はなかった。
描出不良スコアが 4 以上だった割合は BS 群で 11.6%(27/233)、非使
用群で 20.4%(48/235) であり、有意に BS 群で少なかった (P=0.01)。
描出不良スコアの中央値も 2.1 と 2.9 となり有意に BS 群で少なかっ
た (P ＜ 0.001)。

【結論】BS 投与は描出を良好にしていた。副作用回避のきめ細やか
な対応を行いながら、我々は MDL における BS を今後も投与する
事とした

A-9-25
当院の予防医学科における胃がん層別化検診と胃粘膜萎縮
の進展経過に関する報告
NTT 東日本伊豆病院　医療技術部　臨床検査室 1 
NTT 東日本伊豆病院　診療部　予防医学科 2 
NTT 東日本伊豆病院　医療技術部 3

○田
たなか

中　芳
よしつぐ

次1 松浦　貴彦2 佐々木 英治3 吉岡　辰泰1

【目的】
当院の予防医学科では任意型検診としてｸﾞﾙｰﾌﾟ会社職員を対象とした人
間ﾄﾞｯｸを提供している。胃がん検診では Helicobacter pylori  ( 以下
H.pylori) 抗体検査とﾍﾟﾌﾟｼﾉｹﾞﾝ検査を併用した胃がんﾘｽｸ層別化検診と
上部内視鏡検査を実施している。今回、胃がんﾘｽｸ層別化検診によって
群別化された受検者の胃粘膜萎縮の進展について調査したので報告す
る。

【対象】
2016 年 4 月から 2017 年 3 月までの期間、当院の胃がんﾘｽｸ層別化検診
と上部内視鏡検査を同時受検され、以降 2017 年度、2018 年度、2019 年
度においても当院にて上部内視鏡検査を実施した方 3,728 名 ( 男性 3,523
名、女性 205 名、平均年齢 49.6 歳 ) を対象とした。

【方法】
多項目生化学検査用分析装置：UniCel DxC800 及び DxC600
試薬：L ﾀｲﾌﾟﾜｺｰH. ﾋﾟﾛﾘ抗体 J、LT ｵｰﾄﾜｺｰ ﾍﾟﾌﾟｼﾉｹﾞﾝ 1、LT ｵｰﾄﾜｺｰ ﾍﾟ
ﾌﾟｼﾉｹﾞﾝ 2
測定原理：ﾗﾃｯｸｽ比濁法
胃がんﾘｽｸ層別化検診による各ﾘｽｸ群と各年度における胃粘膜萎縮の評価
( 木村・竹本分類）を比較検討した。

【結果】
胃粘膜萎縮の程度の年度別割合は、2016 年度では萎縮なしが 37.8%、軽
度胃炎が 29.9%、木村・竹本分類の C1 が 8.9%、C2 が 10.4%、C3 が
4.6%、O1 が 4.1%、O2 が 2.2%、O3 が 1.7%、その他 0.3% となった。2017
年度、2018 年度、2019 年度において大きな割合の変化は認められなかっ
た。胃がんﾘｽｸ分類別ではﾘｽｸｸﾞﾚｰﾄﾞに応じて萎縮の強度が増しているこ
とが示唆された。

【考察】
本調査から胃がんﾘｽｸ層別化検診によるﾘｽｸ分けと胃粘膜の萎縮ｸﾞﾚｰﾄﾞに
は相関関係があることが示唆された。また、各ﾘｽｸ群における胃粘膜萎
縮の進展度合いについて、4 年間の経過観察からは明らかな改善や増悪
傾向は認められなかった。H.pylori 感染と萎縮性胃炎、胃がんの関係性
に関するｴﾋﾞﾃﾞﾝｽは得られているが、近年、H.pylori 未感染の胃癌低ﾘｽ
ｸ者が増加しており、受検者固有のﾘｽｸに合った胃がん検診を提供するこ
とや、胃粘膜萎縮早期段階での指摘や介入も重要であると考えられた。

A-9-24
人間ドックを契機に発見された胃アニサキス症3症例の検
討
川崎医科大学　健康管理学 1 
川崎医科大学　検査診断学（内視鏡・超音波）2 
川崎医科大学　消化管内科学 3 
川崎医科大学　総合内科学2 4

○角
すみ

　　直
なおき

樹1 山中　義之1 藤本　壮八1 眞部　紀明2 
塩谷　昭子3 春間　　賢4 鎌田　智有1 高尾　俊弘1

【背景と目的】本邦での胃アニサキス症の報告例は多く , 健診や人間
ドック診療において偶然発見される無症候性の胃アニサキス症の報
告例も散見される . 今回我々は , 当施設の健診・人間ドックで発見
された胃アニサキス症 3 症例について検討を行った . 【対象と方法】
2015 年 4 月 1 日から 2020 年 3 月 31 日までに川崎医科大学附属病
院で人間ドック , 健診外来を受診し上部消化管内視鏡検査を受けた
5094 例の受検者のうち , 胃アニサキス症と診断された 3 例について , 
年齢 , 性別 , 血清学的検査所見（WBC, 好酸球数 , CRP, 胃内視鏡所
見）について検討を行った . 【成績】健診で胃アニサキス症と診断さ
れた 3 例（0.06％）は , 男性 2 例 , 女性 1 例 , 年齢 58 歳 , 66 歳 , 73
歳であった . 自覚症状は全例で無症状であった . 時期は全例で 12 月
から 2 月の冬季に認め , 全例で検査数日前に鯖 , イカ等の魚介類の
摂食歴があった . 血液検査所見では , WBC は全例で増加は認めず , 
CRP は 2 例で軽度の上昇を認めた（0.41mg/dl, 0.91mg/dl）. 好酸球
分画は全例で前回値より軽度の上昇を認めた（6.3%, 7.5%, 9.5%）. 
胃内視鏡所見については , 穿入部の発赤 , 浮腫 , びらんを全例で認
め , 背景胃粘膜所見は「胃炎の京都分類」で評価すると 1 例が萎縮
やびまん性発赤等の所見のない H. pylori 未感染胃相当であり , 2 例
は除菌後の症例 ( 木村・竹本分類 : C2 type) であった . 【考察と結論】
過去の報告例と比較すると , 当院での検討では , 全例が無症状で発
見され , 好酸球分画の上昇が認められた . 無症状であっても胃アニ
サキス症による影響で好酸球分画が上昇する可能性がある . 健診・
人間ドック診療において胃アニサキス症を検査前に強く疑うことは
困難であるが , この疾患を念頭に入れ , 無症状であっても十分な問
診や内視鏡観察を行うことが重要であると考えられた . 
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A-9-31
当施設における内視鏡胃がん検診の状況
東京慈恵会医科大学　総合健診・予防医学センター　新橋健診センター

○伊
いとう

藤　恭
きょうこ

子 三間　康之 湯川　豊一 大内　寛子 
前田　俊彦 常喜　眞理 真島 香代子 橋本　博子 
宇都宮 一典 加藤　智弘

【目的】2014 年より胃がん検診ガイドラインで、胃内視鏡が対策型
だけでなく任意型検診でも推奨されている。当施設では以前より任
意型検診として胃 X 線だけでなく胃内視鏡も取り入れている。今
回、当施設での内視鏡胃がん検診の状況をまとめた。【方法】対象
は、2013 年から 2019 年に胃癌と診断された 27 名（男性 20 名、女
性 7 名、平均年齢 67.2±7.6 歳）である。上部消化管内視鏡検査

（Esophagogastroduodenoscopy， 以 下 EGD） 所 見、Helicobacter 
pylori（Hp）感染状況、Hp 除菌状況などを検討した。【成績】胃が
ん検診を受検した 44,915 名のうち 27 名で胃癌が検出され（胃癌検
出率 0.06％）、このうち EGD（18,333 名）で胃癌が検出されたのは
25 名（0.14％）であった。すべて早期胃癌で、肉眼型は 0-IIc が 22
例（82％）と最も多かった。部位は胃体部小弯側が 37％と最も多
く、次いで胃体部後壁が 22％であった。組織型では高分化型、高分
化型と中分化型の混合型、低分化型がそれぞれ 8 例（30％）ずつで
あった。1 例を除いて全例で萎縮性胃炎があり、木村竹本分類での
open type（82％）が最も多かった。高分化型では前庭部の萎縮が
強く胃体部の発赤が強い症例が多く、低分化型では萎縮や発赤が目
立たない症例が多かった。Hp 感染の検討では、未検者（30％）以
外は既往も含めると 2 例以外は Hp 感染に関連しており、このうち
半数は除菌後症例であった。【結論】当施設での内視鏡胃がん検診
の特徴として、全て早期胃癌での発見であり、部位別では特に胃体
部小弯側に多く発見された。従って、特に胃体部小弯側の注意深い
観察が早期胃癌発見に重要と考えられた。全体の約 3 割が Hp 除菌
後であり、Hp 除菌後であっても萎縮性胃炎症例では、毎年の胃が
ん検診受診が推奨されると考えられた。

A-9-30
ピロリ菌除菌後のひだ分布について
公益財団法人　香川県予防医学協会

○松
まつい

井　真
ますみ

澄 堀河　友和 藤本　圭二 土肥　美佳 
平田　智子 井上　千鶴 木村　佳子 大谷　昌裕

【背景】胃がん検診後の読影に粘膜診断を導入しているが、既感染
の判断に悩むことが多い。粘膜は平滑に見えるが確信がない。また、
偶然に除菌されてしまった場合は、受診者の問診でも「除菌歴なし」
と記載されている。しかし、過去にピロリ菌に感染した事を示唆す
る粘膜の方もいる。萎縮が進行するとひだの分布範囲が胃体部大弯
側へと狭くなる。それを考慮して粘膜が平滑であっても、ひだの分
布により既感染の判定ができないか検討した。【方法】基準撮影法
で撮影された背臥位正面像にて、粘膜ひだの分布を判定する。ひだ
の分布を４分割で判定し、０～４ の ５段階の評価をする。胃がん
検診認定技師３名で目視判定。ランダムに ２名でダブルチェック
し、相違のある場合はもう 1 名が判定する。【対象】単位年度に胃
がん検診を受診した方で、ピロリ菌の除菌が完了している受診者。
さらに、判定で “ 異常なし ” となっていた方を抽出した１４５名。

【結果】ひだの分布は２区域より狭い割合が５４％、ひだの性状は
正常とする割合が２８％、粘膜は平滑とする割合が５９％であった。
ひだ分布が３，４区画かつ、粘膜が平滑としたものは３７％であっ
た。その３７％においてひだの性状が異常と消失でないものは９０％
であった。【考察】本来カテゴリー２に分類される１４５例であっ
たが、多くはひだの分布から判断できたと考える。ひだの分布が３
～４区域で粘膜が平滑であると未感染との区別がより難しい。粘膜
の評価は半数以上が平滑で、ひだの性状は異常とみられるものは少
なく、全体的に穏やか。これらは除菌後に炎症が改善され、粘膜は
平滑に、ひだの性状は穏やかになったため感染状況の判断を難しく
していると考える。ひだの分布は除菌前後で変化しないはずなので、
感染状況の判断材料として利用できないか。

A-9-29
人間ドックで発見した悪性腫瘍の2例
社会医療法人財団董仙会　恵寿総合病院　健康管理センター 1 
同　臨床検査課 2 
同　消化器内科 3

○泉
いずみや

谷　麻
あさこ

子1 上野　恭一1 室塚　秋子2 西谷　雅樹3 
宮澤　正樹3 渕﨑 宇一郎3 宮森　弘年3

【はじめに】膵胆道の悪性腫瘍は予後不良例が多く，早期発見が課
題である．今回我々は人間ドックで発見，切除し得た 2 例を経験し
たので報告する．【症例 1】50 代女性，隔年で人間ドックを受診，腹
部超音波検査で主膵管拡張 (3.9mm) を指摘．血清アミラーゼ値 67 
U/l，CEA 3.1 ng/ml，CA19-9 40.3 U/ml，DUPAN-2 34 U/ml．CT
および MRI で膵体部腫瘤 (9mm) と尾側の膵管拡張を認めた．EUS-
FNA で適正検体を得られず，ERP 下に擦過細胞診・組織診を行い
ductal adenocarcinoma と診断．PET-CT で転移なし．術前化学療
法 後， 膵 体 尾 部 切 除 術 を 施 行． 病 理 診 断 は Invasive ductal 
carcinoma, mod, Pb, TS1(9mm), pN0, pStage IA．補助化学療法を
行い，術後 38ヶ月，無再発生存中．【症例 2】60 代男性，毎年人間
ドックを受診，腹部超音波検査で主膵管拡張 (6.4mm) を指摘．血清
アミラーゼ値 169 U/l，CEA 3.4 ng/ml，CA19-9 7.2 U/ml．CT お
よび MRI で乳頭部腫大 (10mm) と主膵管拡張を認めた．上部消化管
内視鏡検査で乳頭部の観察は困難であり，側視鏡で同部の不整な腫
大を認め，生検で adenocarcinoma と診断．ERCP で胆管・膵管へ
の腫瘍の浸潤は認められず，管腔内超音波検査で筋層浸潤と膵管浸
潤が疑われた．PET-CT で転移なし．幽門輪温存膵頭十二指腸切除
術 を 施 行． 病 理 診 断 は Adenocarcinoma of Ampulla of Vater, 
Adcb, 17mm, tub1, pT1a, pN0, pStage IA．術後 21ヶ月，無再発生
存中．【結語】悪性腫瘍の早期発見において，定期的な人間ドック
受診が重要な役割を果たすことが示された．

A-9-28
萎縮性胃炎の診断において上部消化管内視鏡検査よりもＸ
線検査が有用であった1例
川崎医科大学　健康管理学

○山
やまなか

中　義
よしゆき

之 角　　直樹 藤本　壮八 高尾　俊弘

【緒言】Helicobacter pylori（以下 H.pylori）感染胃炎に対する除菌
治療が保険適応となった事で、健診での上部消化管検査においても
H.pylori 感染の有無を推定する必要性が高まっている。除菌治療の
ための H.pylori 感染胃炎の診断には内視鏡検査が必須であるが、Ｘ
線検査でも感染の有無の推定は可能である。今回、H.pylori 感染胃
炎の診断において内視鏡検査よりもＸ線検査が有用であった 1 例を
経験したので報告する。【症例】30 代男性。胆嚢ポリープの切除歴
あり。嗜好やアレルギ一等に特記事項なし。当院人間ドックで施行
した上部消化管Ｘ線検査で萎縮性胃炎を指摘され要精査となるも、
内視鏡検査で明らかな萎縮を認めず、迅速ウレアーゼ検査も陰性で
あったため経過観察とされていた。翌年のドックでもＸ線検査で明
らかな萎縮性胃炎を指摘され、再度要精査となった。内視鏡検査で
は明らかな萎縮性変化を認めなかったものの、血清 H.pylori 抗体陽
性であったため、H.pylori 感染胃炎として除菌治療を行った。【考
察】本症例のＸ線検査では、ひだの腫大や前庭部を中心とした胃小
区の乱れといった典型的な萎縮性胃炎の像を呈していたが、内視鏡
検査では白濁粘液の固着や褪色調粘膜を認めず、前庭部小弯付近ま
で RAC（regular arrangement of collecting venules）が観察され
るなど、その所見に大きな乖離がみられた。若年症例のため萎縮性
変化が軽微である可能性などをふまえ、Ｘ線検査のみではあるが、
萎縮性胃炎を疑う所見が明らかであることを重視し、再度要精検と
したことが診断の足掛かりとなった。【結語】除菌治療の導入には
内視鏡検査が必須であるが、本症例の様にＸ線検査のほうが診断に
有用な症例も存在するため、過去に一方の検査で H.pylori 感染が否
定的であっても、他に感染が疑われる所見がある場合は積極的に
H.pylori 感染診断を行うべきと思われた。
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A-9-35
健診内視鏡検査における枕の高さ調整の有用性
一般財団法人　厚生会　仙台厚生病院　総合健診センター

○高
たかはし

橋 真
ま り こ

利子 星野 ゆかり 能登谷 真希子 菊地　直子 
柏葉　水穂 板東 ゆかり 遠藤　　実

【はじめに】上部消化管内視鏡検査（以下、EGD）における検査中
の姿勢において、枕の高さを調整し頭部の位置が体軸と一致する姿
勢をとることが基本となっているが、当センターで使用している枕
は 1 種類（高さ 8cm）であった。これまで枕の高さについて不満の
声は聞かれていなかったが、枕の高さ調整をすることで苦痛の軽減
に繋がるか検討した。【方法】2020 年 2 月 17 日～4 月 17 日に当セ
ンターにて前回及び今回とも経口から鎮静剤を使用せずに EGD を
受ける健診者 28 名（男性 19 名、女性 9 名）を対象とした。新たに
高さ 6cm、4.5cm、1cm の枕を準備し、健診者を左側臥位にした後、
眉間と頚窩のラインが水平になるように枕の高さ調整をした。健診
者には、前回と今回の EGD に対する苦痛についてアンケート調査
を行い、検査担当医は咽頭反射の程度を客観的に評価した。【結果】
枕の高さ調整が必要であった対象は 85.7％（男性 100％、女性 44％）、
調整した枕の高さの平均は男性 10cm、女性 7.3cm であった。前回
と今回の EGD を比較し「苦痛が軽減された」が 39.3％、「変わらな
い」が 57.1％、「とても苦痛」は 3.6％であった。「苦痛が軽減され
た」と回答した者の枕の高さは男性 9～10cm、女性 8cm であり、

「咽頭反射が全くなかった」は 72.7％、「咽頭反射があった」は 27.3％
であった。また、自由記載欄に「声かけや背中をさすってもらい楽
だった」という意見が 21.4％いた。【考察】EGD の苦痛は半数以上
が前回と変わらないという結果であったが、この対象者らは EGD
に対し、毎回苦痛がなく咽頭反射も全くない者が約 7 割を占めてい
たことが要因と考える。さらに、枕の高さ調整の他に検査中の声が
けや背中をさする行為が苦痛軽減に繋がった影響もあり、枕の高さ
調整が苦痛軽減へどの程度繋がったかは明らかではなかった。しか
し、男性全員が枕の高さ調整を要したことから、男性に対する枕の
高さ調整の必要性は示唆された。

A-9-34
当院における鎮静下内視鏡検査の満足度調査
大阪医科大学健康科学クリニック

○岩
いわさき

崎　香
か な

奈 野口　稔子 草野　五月 後山　尚久 
藤原　祥子

【目的】検診としての内視鏡検査は、安全性の向上、苦しさの軽減
に加え、リピート率を上げることが大切である。当院では主に経鼻
内視鏡検査を勧めているが、中には嘔吐反射や不安感が強い人がい
る。そのため鎮静下内視鏡検査も選択できるようにしているが、当
院は病院併設の健診センターではないため、より安全を目指して日
本消化器内視鏡学会推奨の意識下鎮静の内、RASS スコア -1～-2（軽
度の鎮静状態）を目標としている。今回、この鎮静レベルが受検者
の満足度を上げることができているかを検討した。

【方法】2018 年度の鎮静下内視鏡検査受検者 161 人に鎮静に対する
満足度と薬剤性健忘につき聞き取り調査し、鎮静レベルと比較検討
した。なお、当院では投与量は通常 3 ｍｇまでとし、個別に医師の
判断で減量している。

【結果】RASS スコア -1～-2 の鎮静レベルの受検者の満足度は、「良
い」が 94 人中 83 人（88.3％）であり、このレベルの鎮静で目的は
達成されていると考えられた。またその内訳を見ると、RASS スコ
ア -1 では「良い」が 92.9％で、スコア -2 では 44.4％であったこと
より鎮静レベルに比例して満足度が上がるものではないと考えられ
た。薬剤性健忘については、RASS スコア -1 では検査を「覚えてい
ない」が 85 人中 72 人（84.7％）、スコア -2 では 9 人中 9 人（100％）
であり、鎮静レベルが深いほど強く薬剤性健忘が出現すると考えら
れた。つまり満足度「良い」は、薬剤性健忘のみでは評価されない
と考えられた。

【考察】当院の目標としている鎮静レベルは受検者の満足度が高い
ことがわかった。特に RASS スコア -1 レベルを目指すのが良いと
考えられた。薬剤の効果には個人差があり鎮静レベルにばらつきが
出るので、前回の鎮静レベルを参考に安全で満足度の高い検査を目
指して行くことが大切であると考えられた。

A-9-33
午後の胃X線検査の朝食についてアンケート調査からの考
察
医療法人社団相和会　横浜総合健診センター　放射線科 1 
医療法人社団相和会　横浜総合健診センタ－　診療部 2

○石
いしい

井　宏
ひろただ

忠1 深田　三二1 大坂　浩二1 佐藤　秋徳1 
黒田　洋行1 木闇　　茜1 大工原 佑美1 高橋　直樹2

【目的・背景】2014 年 1 月より、午後の胃 X 線検査を開始している。
検査当日の食事については 8 時までにトースト 1 枚とし、水分は起
床後から受診の 2 時間前までに、水・お茶に限り 500 ｍ L 摂取可能
として現在に至っている。今回、受診者から食事の時間、量を変え
られないかとの要望があり、健診当日の経口摂取状況を把握するこ
とで今後に活かせることがないかを検討した。【対象と方法】2020
年 1 月から 2 月の午後の胃 X 線受診者 225 名を対象とした。アン
ケートは検査前に、事前配布資料の確認の有無、内容の理解、食事
をしたか、食事をしなかった理由、今後も午後を希望するか、を調
査した。【結果】午後の胃 X 線検査開始時間は 14 時 13 分 ~15 時 52
分の間。受診者の 200 名（89%）が検査を受けるに当たっての配布
資料を読んでおり、そのうちの 190 名（95％）が朝食摂取可能と認
識していた。通常の朝食摂取５人中、読影不可となるものはなかっ
た。朝から何も摂取しないが 104 名（46％）あり、朝食の習慣がな
いが 38 名。検査だから食事をしないが 29 名（説明書を読んでいな
い 7 名含む）であった。また午後に受けたいかでは、受けたいが 35
名、どちらでもが 149 名、いいえが 41 名であった。【考察】午後の
胃 X 線検査を開始した理由は、午前中の受診者を少しでも午後に回
し、検査待ち時間を少なくすることであった。朝食をトースト 1 枚
としているが、通常の朝食を摂取しても診断に影響はなかった。胃
の検査だけを考えた場合、食事量の制限は必要ないと考える。ただ
し、他の検査に影響を及ぼすため食事制限は必要となる。消化時間
を考慮すると、受診者に対し食事時間の制限だけで検査精度は担保
できると考えた。

A-9-32
上部消化管内視鏡検査の苦痛軽減への取り組み
公益財団法人湯浅報恩会　寿泉堂クリニック　健診センター

○佐
さ く ま

久間 美
みゆ き

幸 荒木　久美 鈴木　由佳 橋本　ゆみ 
安達 公美子 國分　正惠 木田 さとみ

【目的】上部消化管内視鏡検査（以下胃内視鏡）の受検者は緊張し、
苦痛を訴えることが多い。今回われわれは受検者の苦痛軽減を図る
ために、リーフレットを用いた事前説明と受検後の質問紙調査を試
みた。

【対象】2019 年 1 月 4 日から 2 月 28 日までに当健診センターで前年
度と同一医師による経口胃内視鏡を受けた 100 名中、有効回答者 77
名（男性 42 名、女性 35 名）。

【方法】経口胃内視鏡前処置前に、看護師がリーフレットを用いて
受検姿勢および楽に受けるコツについて説明した。検査後に質問紙
にて、リーフレットを用いた事前説明に対する感想、つらい理由、
フェイススケールによる苦痛度の前回との比較、苦痛緩和要因など
を調査した。

【結果】事前説明により受け方を理解できた方が 75 名 97.4％、受検
のイメージができた方が 74 名 96.1％、リーフレットの内容を実践
できた方が 69 名 89.6％、気持ちが楽になった方が 68 名 88.3％であっ
た。最もつらい理由は嘔気と咽頭不快がそれぞれ 36 名 46.7％、35
名 45.5％と大半を占めていた。苦痛度は男性に比べて女性で高い傾
向があった。苦痛度に年代、受検回数による差を認めなかった。男
女ともに前年度と比較して苦痛度が有意に改善した（男性 p ＜
0.0005、女性 p ＜ 0.05、Wilcoxon 符号付順位和検定）。主な苦痛緩
和要因は、リーフレットによる説明および看護師の対応がいずれも
30.4％、医師の対応が 26.1％、その他が 13.0％であった。自由記載
では経鼻内視鏡や鎮静剤使用の希望が挙げられていた。

【考察】苦痛軽減に有効と言われている看護師による検査中の声掛
け、タッチングの効果が示された。さらに、リーフレットを用いた
事前説明により検査へのイメージができることも受検者の苦痛軽減
につながることが示唆された。

【結論】今後も受検者の苦痛軽減につながる対応をしていきたい。さ
らなる取り組みとして、リーフレットのブラッシュアップ、経鼻内
視鏡導入などが考えられた。
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A-9-39
巡回バス健診における上部消化管造影検査の当日キャンセ
ル調査
桜十字グループ　予防医療事業部

○藤
ふじた

田　智
ともこ

子 辻本　直美 岩田　麻里 黒田　安奈 
緒方　大地 岬　　昇平 田村　拓也 西川　朋希

【背景】上部消化管造影検査は、胃がんの対策型健診として推奨さ
れている。当院では、職域における上部消化管造影検査を含む巡回
バス健診を行っているが、当日キャンセル率の高さが課題となって
いた。

【目的】健診予約時に収集できる年齢、性別情報とキャンセル率の
関係を明らかにすることとした。

【方法】2015 年度から 2019 年度におけるバス健診の上部消化管造影
検査予約受診者（受診者群）と予約当日キャンセル者（キャンセル
群）を対象者とし、年齢と性別を調べた。全体から、年代・性別ご
とのキャンセル発生率を比較した。補足として、2017 年度から 2019
年度における明確に把握できた個別のキャンセル理由を集計した。

【結果】全期間の予約総数 7,416 名のうち、40.4％がキャンセルして
いた。受診者群 4,422 名では、平均年齢 48.4 歳、男性 3,328 名、女
性 1,094 名であった。キャンセル群 2,994 名では、平均年齢 51.5 歳、
男性 1,449 名、女性 1,545 名であった。年代が上がるにつれ、キャ
ンセル率が高かった（Pearson のχ二乗検定、p ＜ 0.0001）。キャン
セル発生における、男性に対する女性のリスク比は 1.93（95% 信頼
区間 [1.83, 2.04]）であった。キャンセル理由 546 件の上位 5 項目は、
上部消化管内視鏡検査を直近で受けた（受ける）206 件、医師判断
で検査不可 112 件、検査が苦手 89 件、仕事の都合 67 件、食事や水
分を摂取 34 件であった。

【考察】キャンセル群では、受診者群と比較し、年齢が高く、女性
の割合が高い。病歴等の交絡因子が考えられたが、予約時に得られ
る年齢や性別情報をもとに、当日検査までの間に「上部消化管内視
鏡検査の予定を確認する、検査の抵抗感を下げるよう情報提供する、
職場へ当日勤務内容の調整を依頼する」などの対策が考えられた。

【結語】年代が上がるほど巡回バス健診における上部消化管造影検
査のキャンセル率が高かった。女性がキャンセルするリスクは男性
の 1.93 倍であった。

A-9-38
胃内視鏡前処置薬服用による遅発性消化管症状をきたした
13症例の検討
広島赤十字・原爆病院　健康管理センター

○伊
いとう

藤 亜
あ や こ

矢子 木本　栄美 杉原　貴子 占部　綾子 
坂野　文香 松本　能里 越智　秀典

目的：当センターでは年間約 5000 件の胃内視鏡検査 ( 以下、EGD)
を行っており、前処置薬としてプロナーゼ、重曹、消泡剤 ( ジメチ
コン水 ) を服用している。2014 年頃からまれに EGD 終了 1～2 時間
後から嘔吐が持続する症例を経験していた。近年、検査数の増加に
伴い同様の症状が出現することが増えている。そこで過去の検査歴
を再調査し症状発現の要因と対策について検討した。対象と方法：
2014 年度～2019 年度に施行した EGD 延べ 27,276 件（男性 17,892
件、女性 9,384 件）のうち遅発性消化管症状をきたした 13 名 ( 男性
2 名、女性 11 名、平均年齢 57.8 歳 ) を対象とした。検討項目は検査
歴、使用薬剤、消化器症状出現時間、既往歴、現病歴等とした。前
処置薬服用を中止した 7 名の症状は後日電話で確認した。結果：症
状出現率 ( 延べ ) は男性 3 件 (0.02％)、女性 15 件 (0.16％) で女性の
方が有意に高かった。症状出現までの時間は 1h～4h で中央値は
2.5h であった。翌日まで症状が持続し治療した症例もあった。皮膚
症状や呼吸器症状などの併発はなかった。症状出現までの当院 EGD
実施回数は、初回 6 名、2～4 回目各 1 名、5 回目 3 名、8 回目 1 名
で、このうち 11 名に症状の再現性を認めた。女性 4 名に婦人科疾
患の手術歴があった。これまで消泡剤を使用した胃透視検査、大腸
内視鏡検査を受けた被験者 12 名に検査後の症状はみられなかった。
対応策として 5 例で鎮痙剤注射不使用、1 例で鎮痙剤注射不使用と
CO2 ガス送気下の EGD を試みたが症状出現回避はできなかった。
一方、前処置薬服用を中止したことで検査後の症状が再現されなく
なった症例を経験した。そこで前処置薬服用中止で EGD を行った
ところ 7 名全例で症状の出現は認めなかった。考察：必ずしも初回
検査時に症状出現しておらず、出現後は毎回症状が出現している点
より副作用発生メカニズムとしてアレルギーの関与が示唆された。
EGD 後に嘔吐等の症状がみられる被験者に対して、前処置薬服用
中止は有用であった。

A-9-37
胃X線検査で発見された胃癌症例と透視観察の重要性
一般財団法人　関西労働保健協会　アクティ健診センター

○和
わ く も と

久本 義
よしあき

昌 西川　明宏 田所　和幸 伊勢本 奈緒 
長井 菜穂子 大城　　勲 勝呂　　悠 松原　明夫 
黒島　俊夫 今岡　　渉

【はじめに】当院では基準撮影法に準じた任意型胃がん X 線検診を
行っている。基準撮影法では撮影手順や撮影体位は明確に定義され
ているが、透視観察に関する手技は決められていない。しかし、透
視観察中に病変に気付き適切な追加撮影を行うことは、胃癌発見率
の向上のために重要である。今回、透視観察中に発見された早期胃
癌症例を３例提示し、透視観察の有用性について報告する。【対象
症例】（１）胃角部前壁、0-IIc、17 × 11 ｍｍ、深達度 M、tub1（２）
胃体中部小彎、0-IIc、20 × 20 ｍｍ、深達度 M、tub2（３）胃体上
部後壁、0-IIc、20 × 15 ｍｍ、深達度 SM、por【結語】微細な病変
は撮影後の画像のみでは指摘することが困難な場合もありうる。バ
リウムの流れを確認出来る透視観察中に、僅かな異変を認識するこ
とが胃癌の早期発見に有用である。

A-9-36
胃悪性黒色腫の疑いで、ESDを予定するも自然脱落した1
例
医療法人社団蘇生会　蘇生会総合病院　健康増進センター 1 
医療法人社団蘇生会　蘇生会総合病院　消化器内視鏡センター 2

○的
まとば

場　聡
さとこ

子1 中村　昭光1 佐々木 皓一1 田中　香織1 
山鳥　紀子1 箕浦　孝晃1 望月　洋介2

【症例】84 歳　女性　主訴：関連するものなし　既往歴：眼底出血、
脂質異常症、不整脈　家族歴：高血圧、狭心症、心筋 塞

【現病歴】2018 年 9 月当センター人間ドックを受診。上部内視鏡検
査の結果、胃角部に径 5mm 大の小白苔に囲まれた、中心部に黒色
調の陥凹病変を認めた。悪性黒色腫の疑いがあるため、生検は行わ
ず終了。原発巣の検索を行うため、消化器内科、皮膚科に精査を依
頼した。

【検査結果】CT 検査の結果：肝血管腫、肝嚢胞のみであった。MR
検査の結果：肝血管腫のみで、リンパ節転移は認められなかった。
皮膚科診察：原発巣は認められなかった。

【経過】2018 年 9 月 ESD を予定して内視鏡検査を行ったが、黒色調
病変は脱落しており、認められなかった。病変の性質から ESD を
予定通り行った。切除胃標本サイズは　25x23mm。病理組織検査の
結 果、Erosion of stomach with wide spread-distribution of　
Markedly dilated venules in the mucosa (No melanocytic lesion 
included)。

【考察】原発性胃悪性黒色腫が切除標本から容易に脱落したとの報
告がある。今回これと同様の経過が起こったものと推定される。内
視鏡切除病理組織検査の結果、明らかな悪性黒色腫の残存は認めら
れなかったが、通常のびらん性胃炎には見られないような異常な血
管増生を認めていることから、その部位に悪性度の高い病変が存在
していたものと推察される。

【まとめ】胃悪性黒色腫の疑いで終わったが、本疾患が珍しく、極
めて悪性であることを念頭に、このような疾患に遭遇したときのシ
ミュレーションを行っておくべきである。
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A-10-02
過去の便潜血定量値による大腸病変存在の予測
杏林大学　医学部　総合医療学 1 
杏林大学　医学部　消化器内科 2

○井
い だ

田　陽
ようすけ

介1 三好 佐和子1 徳永　健吾1 山本　　実1 
久松　理一2 岡本　　晋1

【背景】便潜血検査での大腸がん検診は内視鏡検査で精密検査を行
うことが多いが、大腸内視鏡は感度が高く治療も行えるものの、高
齢者などではその侵襲性が問題となり施行を躊躇する場合がある。

【目的】要精査者の便潜血定量値から現在治療が必要な病変の存在
を予測できるか検討した。【対象】2014 年 1 月から 2018 年 12 月ま
で当院ドックで便潜血検査陽性となり、当院で大腸内視鏡を施行し
た 287 例のうち、過去 2 年に 1 回以上便潜血検査を受けている 213
例。【方法】便潜血は 2 日法で、測定機器は自動分析装置 7180( 日
立 )、2017 年 11 月からは AA01( アルフレッサファーマ ) を使用、定
量値 100ng/ml 以上を陽性とした。大腸内視鏡で 6mm 以上のポリー
プが発見されたものを要治療群、5mm 以下のポリープや炎症所見
のみなどを経過観察群とし、両群の過去 2 年の便潜血定量値のうち
最大値を抽出し解析した。【結果】要治療群は 46 例 (21.6%) で 6 例
が癌であった ( いずれも早期癌 )。経過観察群は 167 例 (78.4%) であ
り、判定時の便潜血定量最大値はそれぞれ 101-2505ng/ml( 中央値 
188ng/ml)、100-10000ng/ml( 同 182ng/ml) であり有意差は認めな
かった (p 値 0.5832)。過去 2 年の便潜血定量最大値はそれぞれ
5-900ng/ml( 中央値 72ng/ml)、4-602ng/ml( 同 54ng/ml) であり、要
治療群が高かった (p 値 0.0442)。ROC 曲線の AUC 値は 0.5968 で
あった。Youden Index を用いカットオフ値を 70ng/ml と設定し 
Fisher 正確検定を行ったところ p 値 0.0035、感度 56.52%、特異度
67.66% であり、陽性的中率は 32.50% であったが、陰性的中率は
84.96% であった。【結語】便潜血陽性者は大腸内視鏡施行が望まし
いが、過去 2 年の便潜血定量値が 70ng/ml 未満であれば便潜血再検
などでの精査の待機も許容できると示唆された。

A-10-01
大腸CT検査における被ばく線量低減の試み
医療法人社団進興会　ミッドタウンクリニック名駅

○小
こ せ

瀬　尚
なおき

輝 安井　大貴 新谷　早紀 中西　美輝 
三輪　弘樹 竹内　優子 安藤　豪将 西　　祐二 
川島　晶子 横地　　隆

【目的】2017 年 10 月の開設より導入した大腸 CT 検査（以下 CTC）
における被ばく線量低減の試みについて報告する。【対象】2017 年
10 月から 2020 年 3 月に施行した検診 CTC 103 例。【方法】撮影条
件の変更を行った時期により 3 期間：2017 年 10 月～2018 年 8 月の
11ヶ月（期間 A）；2018 年 9 月～2019 年 5 月の 9ヶ月（同 B）；2019
年 5 月～2020 年 3 月の 11ヶ月（同 C）に区分し、各期間の腹臥位
Dose-Length Product （以下 DLP) (mGy・cm）及び実効線量 (mSV)
を算出した。【結果】期間 A は 23 例（平均年齢 49.6 歳 , 平均 BMI 
23.5）。管電圧 120kV, SD 20。DLP 111.2、実効線量 5.5。期間 B は
20 例（45.3 歳 , BMI 23.9）。BMI に応じて管電圧と SD を変更。BMI 
25 ≦ で 120 ｋ V, SD 30; 20 ≦ BMI ＜ 25 で 120 ｋ V, SD 40; ＜
BMI20 で 100 ｋ V, SD 45。DLP 45.1、実効線量 5.1。期間 C は 60
例（47.8 歳 , BMI 23.1）。120kV, SD 30。DLP 48.0、実効線量 4.6。

【考察】開設当初の期間 A では日本消化器がん検診学会の推奨実効
線量上限の 5.7 ｍ SV を超えた症例が半数近く（11 例）あったため、
撮影条件の見直しを行った。期間 B で BMI に応じた撮影条件とす
ることで DLP と実効線量の低下がみられたが、仮想展開画像や仮
想内視鏡画像で画像ノイズが顕著で読影に支障のあった症例が 12
例あったため、期間 C で撮影条件を 120kV, SD 30 とすることで実
効線量は 4.6mSV まで低減され、同時に画像ノイズの改善も図れた。
加えて手技の向上で拡張不良症例が減少したことも実効線量の低下
につながった。【結語】CTC における被ばく線量低減の試みについ
て報告した。今後も質の高い検査を提供できるよう努めて行きたい。

A-9-41
腹部CT axial像から見た十二指腸水平脚走行所見者の問
診票による上部消化管症状等の調査報告
医療法人社団光星　メディカルプラザ札幌健診クリニック　放射線科

○入
いりやま

山　瑞
みずお

郎 渋谷　亮平 熊谷　沙織 佐々木 康之 
井村 麻里代 赤城　静香 藤川　彩良 及川　海里 
藤原　　学 池林 亜希子

背景：上腸間膜動脈症候群（以下 SMA 症候群とする）は、十二指
腸水平脚が、上腸間膜動脈と腹部大動脈に挟まれることによる狭窄
が原因で通過障害を起こす病態といわれている。原因は様々だが、
上腸間膜動脈と腹部大動脈の間の脂肪の減少、上腸間膜動脈の分岐
の角度等がいわれており、10～39 歳の若い女性に多いとされ、治療
の多くは経過観察となっている。目的：今回我々は、腹部健診 CT
の axial 像にて、十二指腸水平脚が腹部大動脈と上腸間膜動脈の間
を走行している受診者に対し、問診票の消化管症状等の記載、身体
計測結果、BMI などの調査を行ったので報告する。方法：2019 年
10 月～2020 年 5 月の腹部 CT 検診受診者 434 名のなかで、axial 像
において、十二指腸水平脚が内臓脂肪を伴わず、腹部大動脈と上腸
間膜動脈の間を走行し、その部位の口測と肛門測の腸管が若干でも
広くなっている受診者を対象とし、問診票データの調査を行った。
結果：十二指腸水平脚が腹部大動脈と上腸間膜動脈の間を走行する
対象となった受診者は 102 名（男性 46 名、女性 56 名）で、年齢平
均は 50.6 歳　BMI は女性 21.6　男性 22.5 となり、BMI が低い受診
者がほとんどであった。この中で胃もたれ、胃痛の症状がある受診
者が 18 名、胃潰瘍　4 名十二指腸潰瘍　5 名　逆流性食道炎　3 名
となり、上部消化管症状のある受診者は対象者の 28.3％となった。
考察：今回の調査で対象者の 3 割弱に何らかの上部消化管の症状が
認められたことは、SMA 症候群発症者に胃潰瘍や、十二指腸潰瘍
の既往が認められることからみて SMA 症候群類似症状等が起因の
一端となったのではと考えられた。

A-9-40
新しい内視鏡所見―“フジツボ”様所見？
淳風会健康管理センター 1 
川崎医科大学総合医療センター総合内科２ 2 
川崎医科大学検査診断学 3 
淳風会ロングライフホスピタル 4 
川崎医科大学健康管理学 5

○春
はるま

間　　賢
けん
1,2 井上　和彦1 間部　克裕1 市場　俊雄1 

藤田　英行1 眞部　紀明3 久本　信實4 末廣　満彦2 
藤田　　穣3 鎌田　智有5

背景：ヘリコバクター・ピロリ（以下ピロリ）感染診断と除菌療法
の普及、また、食生活や肥満などの生活習慣の変化により、日本人
の胃粘膜も変化していると考えられる。特に、以前は、除菌治療の
対象者は高度の萎縮性胃炎をともなう症例が多かったが、ピロリ感
染診断と治療対象は若年化し、萎縮が軽度な症例に積極的に行われ
つつある。目的：演者は、ピロリ除菌後の症例に認められる胃体下
部から胃角部に認められる “ フジツボ ” に類似した内視鏡所見（多
発する、大きさの揃った、陥凹を伴った、辺縁鋸歯状の小隆起）に
気づき、今回、臨床病理組織学的検討を行った。対象と方法 : 過去
１年間に内視鏡検査を行った患者のうち、過去にピロリ除菌の既往
があり、上部消化管内視鏡検査時に、胃体下部から胃角部にかけて
多発する、一見、“ フジツボ ” 様の内視鏡所見を認めた患者のうち、
胃生検組織の検討が出来た 14 名（男性 8 名、女性 6 名、平均年齢
55.2 歳）を対象とした。結果：“ フジツボ ” 様所見は、いずれも大
きさは 5 ミリ以下で、1 例（木村・竹本分類で O1）を除き、いずれ
も木村・竹本分類で Closed type の症例で、病変は幽門腺と胃底腺
の境界部に認められる傾向にあった。胃生検の病理組織学的検討で
は、陥凹部は炎症をともなった腸上皮化生粘膜で、その周囲は炎症
のない胃底腺組織が特徴的所見と考えられ、約半数にその所見が認
められた。また、1 例は、前庭部小彎に 0-IIc 型の高分化型腺癌をと
もなっていた。結論：“ フジツボ ” 様所見は、比較的萎縮の軽い症
例のピロリ除菌後に認められる、これまで報告のない新しい内視鏡
所見と考えられる。胃底腺領域の腸上皮化生の可能性があり、除菌
後でありながら炎症をともなっていることから、今後その病的意義
の検討が必要である。
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A-10-06
人間ドック受診時の胸部X線検査を契機に発見された直腸
進行癌の一症例
医療法人　創健会　西村診療所

○坂
さかい

井 ゆかり 山岡 水容子 熊谷　宗晃 山本　晃之 
西村　浩美

【目的】人間ドックの胸部 X 線検査にて指摘された肺腫瘤精査のた
め、当日追加施行した胸腹部 CT 検査で直腸癌肺転移が疑われた症
例を経験した。速やかな精密検査の重要性について報告する。【症
例】67 歳男性。喫煙歴：20 本 / 日× 40 年。飲酒量：1～2 合 / 日。
既往歴：なし。人間ドックの胸部 X 線で右中肺野に最大径 28mm の
腫瘤影を認め、肺癌疑いで当日オプションにて胸部 CT 検査を施行
した。また、3 年連続便潜血陽性、肉眼的排便時出血を認めていた
にもかかわらず未精査のまま放置されていたため大腸癌とその肺転
移の可能性も疑い、本人の了承を得て腹部単純 CT 検査も追加施行
した。右肺 S4 に 26 × 25mm の腫瘤、S3 に 10 × 7mm の不整形結
節を認めた。腹部 CT で RS 直腸壁肥厚を認め、直腸癌が疑われた
ため、肺腫瘤は転移性肺癌の可能性が高いと判断。CEA は今回
36.2ng/mL（前回 4.4 ng/mL）と上昇、後日の下部消化管内視鏡検
査で同部位の全周性 2 型直腸癌（生検で Tubular adenocarcinoma）
と診断され、紹介先病院で PET-CT、気管支鏡など精査の結果、肺
腫瘤は adenocarcinoma であり、直腸癌肺転移に合致する所見で
あった。直腸癌に対して腹腔鏡下高位前方切除術を施行、高度の静
脈侵襲を認めたが、断端陰性であった。癌の肉眼的遺残である転移
性肺腫瘍に対しては微小転移を含めた治療のため、まずは化学療法
を数クール施行後、切除を検討の方針となった。【考察】便潜血陽
性が持続、また以前より排便時出血も認めているにも関わらず、体
調不良がないこと、忙しさを理由に未精査だった。3 年前の便潜血
陽性で精査すべきだったことは言うまでもないが、今回の当日胸腹
部 CT 検査がなければ受診する機会がさらに遅れていたかもしれな
い。受診者に速やかな画像診断を示すことが精密検査の必要性の意
識を高め、治療に繋がった一症例であった。

A-10-05
当健診センターにおける免疫学的便潜血検査の結果より導
かれた大腸がん検診の取り組み
医療法人豊田会　高浜豊田病院　健診センター

○杉
すぎうら

浦　直
なおこ

子 中川　正巳 橋本　良造

【背景】罹患率および死亡率ともに増加している大腸癌の対策は喫
緊の課題である。大腸がん検診においては免疫学的便潜血検査が安
価 ･ 簡易な点からも広く普及しており、また有効評価に基づく大腸
がん検診ガイドラインでも推奨グレード A である。しかし問題点と
して精検受診率などが低い事が挙げられている。

【目的 ･ 方法】当施設にて 2016 年から 3 年間で免疫学的便潜血検査
2 回法 ( 以下 FOBT) を実施した計 11929 名 ( 平均年齢 49.7 歳、男女
比 6:4) を対象とし、要精検率、精検受診率、癌発見率、陽性的中度
を調べた。また精検にて判明した癌および前癌病変 ( 上皮性ポリー
プ ) 等の割合も調べた。

【結果】3 年間集計 :FOBT 実施者 11929 名、要精検率 :7.6％、精検
受診率 :43.3％、癌発見率 :0.1％、陽性的中度 :1.30％と全国集計結果
と大差なかった。
FOBT 陽性（878 名 ) となり、その後精検した 383 名の約 71％に痔
疾患を除く消化管疾患を認め、またそのうちの約 4％に癌、約 66％
に前癌病変 ( 上皮性ポリープ ) が見つかった。
FOBT2 回陽性で精検した 87 名の約 54％に癌（進行 3 例、早期 2
例）もしくは前癌病変 (42 例 ) を認め、1 回陽性で精検した 296 名の
約 48％に癌 ( 早期 7 例 ) もしくは前癌病変 (137 例 ) を認めた。
進行癌 3 例すべてが 2 回陽性かつ定量値は高濃度域 (1000ng/ml 以
上 ) であった。進行癌以外の病変では、定量値に一定の傾向は認め
なかった。

【まとめ】精検実施者の約 71％に痔疾患を除く何らかの消化管疾患
があり、上皮性ポリープが最も多く認められた。FOBT2 回陽性者
の約 54％、また 1 回陽性者の約 48％と半数に癌もしくは前癌病変
( 上皮性ポリープ ) が見つかっている。当施設でも精検受診率 43.3％
と半数に満たない状態であった。その事実を踏まえ焦眉の課題であ
る精検受診率を上げる為に、今回得られた 1 回でも陽性であれば半
数近く癌あるいは前癌病変を有するという事実を啓蒙材料として活
用することにより、今後の精検受診率向上を図る取り組みを始めた。

A-10-04
大腸3DCT検査における大腸腺腫と大腸癌のCT値の検討
医療法人社団進興会　立川北口健診館 1 
医療法人社団進興会 2

○石
いしい

井　優
ゆうき

希1 石井　昇平1 宮崎　武士1 浅野　昌也1 
佐伯　誠子1 野澤　秀樹1 今井　俊一1 森山　紀之2

（対象と方法）
2016 年 1 月から 2019 年 12 月までに当院大腸 3DCT 検査で指摘さ
れ、大腸内視鏡検査で存在が確認された 10mm 以上の大腸良性腺腫

（10mm 以下の腺腫では病変内での複数の CT 値計測が困難であっ
た）25 例（以下腺腫群、進行大腸癌 9 例（以下癌群）について病変
内部 3 か所の CT 値を計測し以下の項目につき検討した。
1. 両群間で病変内部の CT 値に差があるか。
2. 両群間で病変内部の CT 値の ” ばらつき ” に差があるか。

（結果）
病変内の平均 CT 値は腺腫群 36.7 HU、癌群 46.9 HU と癌群が有意

（p=0.03）に高値を示したが病変内部の CT 値のばらつきについて
は両群間に差を認めなかった。

（考察）
癌組織における血流量の増大が病変内の CT 値を高めた原因の一つ
と思われたが、組織構築の乱れは CT 値に反映されなかったものと
考えた。

A-10-03
人間ドックの大腸内視鏡検査で発見された大腸腺腫とピロ
リ菌感染による縮性胃炎との関係について
上尾中央総合病院　人間ドック科 1 
上尾中央総合病院　巡回健診科 2 
上尾中央総合病院　外科 3

○井
いのうえ

上　富
とみお

夫1 川村　雪子1 高村　　絢1 上野　秀之1 
佐久間　宏1 落合　健司2 上野 聡一郎3

（はじめに）当院の人間ドックではオプション検査として大腸内視
鏡検査を実施しているが、健康志向の高まりと共にその希望者は
年々増加している。その一方で大腸内視鏡医のマンパワーは日常的
に不足しており、高危険度群の設定による検査の効率化が求められ
ている。我々は糖尿病や脂質異常症等の生活習慣病因子や喫煙、飲
酒等の生活習慣が大腸腺腫発生の高危険度群であることを明らかに
してきたが、今回ピロリ菌感染による萎縮性胃炎と大腸腺腫との関
係ついて検討し若干の知見が得られたので報告する。　（対象及び
方法）対象は 2013 年 1 月より 2019 年 12 月までの 7 年間に当院人
間ドックのオプション検査として大腸内視鏡検査を受けた男性 773
例女性 213 例で、ピロリ菌感染による慢性萎縮性胃炎群（G 群）と
萎縮のない正常群（N 群）とに分け各々の腺腫発見率を検討した。　

（結果）1) 対象の平均年齢は男性 56.6 歳、女性 56.4 歳とほぼ同等で
あった。2) 年齢別にみると男女とも 50 歳代が最も多く、男性は 60
歳代、40 歳代、女性は 40 歳代、60 歳代と続く。3) 腺腫発見率は男
性 31.8% 女性 24.4% で、男性は高齢になるほど発見率は上昇した。
女性でもほぼ同様であった。4)G 群は男性 16.9％女性 15.0％で男性
では高齢になるほど上昇したが女性ではその傾向は認められなかっ
た。5) 腺腫発見率は男性の N 群 23.5％、G 群 72.5％、女性で N 群
20.4％、G 群 46.9％で男女とも G 群で有意に高率であった。　（結
語）腺腫発見率は年齢とともに上昇するがピロリ菌感染による萎縮
性胃炎群で有意に高率となった。このような胃では胃酸分泌低下、
小腸での細菌の異常増殖等を介して慢性炎症が惹起され大腸腺腫発
生へと進展するのではないかと考えられた。萎縮性胃炎症例では積
極的に大腸内視鏡検査を受けるよう勧奨する必要があると考えられ
た。
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A-10-10
メッセージ付き採取キットによる便潜血検査の回収率およ
び二次検査受診率向上
桜十字グループ　予防医療事業部

○木
きむら

村　早
さ き

紀 宮田 由加利 小倉　宏章 山崎　理与 
菊池　　健 辻本　直美 岬　　昇平 田村　拓也 
西川　朋希

【背景】便潜血検査（以下、便潜血）は対策型検診として推奨され
ている。A 社では、便潜血検体の回収率が低いことが課題であった。
便潜血を便虫卵検査と誤解している者もいた。「便潜血は大腸がん
検診の一つである」というメッセージを採取キットに添付すること
で、回収率の向上を目指した。メッセージ添付と二次検査受診率の
関係に関する研究は見当たらなかった。

【目的】便潜血検体採取キットへのメッセージ添付による、回収率
および便潜血陽性者の二次検査受診率の向上を検証する。

【方法】A 社における、2013 年度から 2019 年度までの便潜血検体回
収率と二次検査受診率を調査した。2014 年度から 2018 年度まで採
取キットにメッセージを添付した。検体採取は 2 日法とし、1 回以
上の提出を回収と定義した。統計解析には重み付き線形回帰分析を
用いた。二次検査受診率は、陽性者のうち、医療機関受診ありを対
象とした。

【結果】A 社の便潜血対象者数と回収者数（回収率）は、各年度で
それぞれ 2013 年度 321 名、211 名（65.7%）、2014 年度 267 名、208
名（77.9%）、2015 年度 307 名、263 名（81.8%）、2016 年度 317 名、
263 名（83.0%）、2017 年度 304 名、262 名（86.2%）、2018 年度 300
名、256 名（85.3%）、2019 年度 294 名、257 名（87.4%）であり、回
収率が有意（P=0.010）に向上した。二次検査の対象者数と受診者
数（受診率）は 2014 年度 9 名、0 名（0.0%）、2015 年度 23 名、2 名

（8.7%）、2016 年度 22 名、2 名（9.1%）、2017 年度 28 名、4 名（14.3%）、
2018 年度 24 名、3 名（12.5%）、2019 年度 23 名、5 名（21.7%）で
あり、受診率が有意（P=0.012）に向上した。

【考察】調査期間中、A 社の回収率は年々向上したとともに、便潜
血陽性者の二次検査受診率も改善した。便潜血が大腸がん検診であ
ることを意識づけたことにより、回収率の向上と共に、便潜血陽性
となった場合の二次検査受診促進効果があったと考えられた。

A-10-09
日帰り人間ドックでの大腸内視鏡検査における腸管洗浄度
の検討
池袋藤久ビルクリニック

○吉
よしかわ

川　優
ゆうこ

子 高橋　秀理 真次　隆之 工藤　恵子 
田村 美和子

目的）日帰り人間ドックに大腸内視鏡検査を加えるにあたり、検査
日当日の下剤のみで、如何に大腸内の洗浄を短時間で、きれいにで
きるかが問題となる。そこで、腸管洗浄が困難となる集団を事前に
把握する目的で、年齢・性別・排便状態・腹部手術歴などの項目別
に検討した。方法）日帰り人間ドックを 2019 年 4 月 ~2020 年 3 月
に行った受診者のうち大腸内視鏡検査が含まれていた症例中、前日
まで下剤等の前処置を使用せず、かつ当日の腸管洗浄剤を全量内服
できた 1126 名を対象とした。ドック当日に、上部・下部内視鏡検
査以外の各検査項目終了後、経口腸管洗浄剤（モビプレップ）1000ml
＋水 500ml を内服してもらった。腸管洗浄度の評価は、内視鏡専門
医の資格を有する検査担当が、大腸の各部位ごとに、以下の基準で
判定した。〇：腸内に無色透明の洗浄液が残るのみ。△：有色液状・
泥状の残便はあるもスコープで吸引可能。×：固形便がある（体位
の変換などで便を動かせば観察可能な症例も含む）成績）1. 当日の
みの前処置では 82.1％の症例で検査に支障ない洗浄効果が得られた。
2. 年齢別では、高齢者でも壮年期 ~ 中年期に劣らない洗浄効果が得
られた。3. 女性は男性に比し、洗浄効果が劣っていた。4. 部位別検
討では大腸の深部程、泥状・液状便が目立っていた。5. 開腹手術の
既往者では、腸管内の洗浄効果が有意に劣っていた。6. 検査当日の
排便の有無と残存固形便には関係がないが、排便のなかった症例に
は残液が多い傾向であった。7. 排便回数が 1~2 回 / 週の便通状態の
悪い集団は、明らかに固形の残便が多かった。結論）日帰り人間
ドックで大腸内視鏡検査を含める場合には、予約に際して事前に開
腹手術の既往と日頃の便通状態を確認しておくことは重要で、症例
により前処置のアプローチを変えるの事も、ドックの流れを良好に
する一案となりえる可能性が示唆された。　　

A-10-08
人間ドックのオプション検査として３，００５件の大腸Ｃ
Ｔ検査を実施してわかったこと
NTT 東日本伊豆病院　診療部　予防医学科 1 
NTT 東日本伊豆病院　医療技術部　放射線室 2 
NTT 東日本伊豆病院　医療技術部　臨床検査室 3 
NTT 東日本伊豆病院　看護部 4 
NTT 東日本伊豆病院　診療部　放射線科 5

○松
まつうら

浦　貴
たかひこ

彦1 佐々木 英治2 丸山　　健2 和田　幸司2 
奥田　英裕3 塚本　弘毅1 後藤　信雄1 小宮山 由紀子4 
吉野　雅仁5 川上　健司1

【はじめに】当院は企業立病院として年間 12,000 名ほどの社員ドック
(2 日ドック ) を行っており、下部消化管検査として便潜血検査 (2 日法 )
＋ S 状結腸内視鏡検査 ( 以下、SS) を実施してきた。大腸がんの増加
を踏まえ、健康意識の高い受診者から全大腸の検査を希望する声が多
く聞かれるようになったが、多くの内視鏡検査を実施している現状で
は全大腸内視鏡検査を提供することは難しく、内視鏡部門に過度の負
担をかけずに全大腸を検査する方法として、2015 年より大腸 CT 検査
( 以下、CTC) を導入し、本年 2 月末までに 3,005 件の CTC を実施し
た。

【目的】人間ドックのオプション検査として実施した 3,005 件の CTC
の結果を精査し、今後の当院ドックにおける下部消化管検査の充実に
つなげるべく検討した。

【対象・方法】対象は CTC 導入・健診システム変更後の 2015 年 9 月
29 日～2020 年 2 月 29 日の 2 日ドック受診者でオプション検査として
実施した 3,005 件の CTC 結果とし、同時に実施した便潜血検査の結果
と CTC の所見で精査対象となった病変の部位を含めて検討した。

【結果】3,005 件の CTC の結果と便潜血検査の結果を確認したところ、
便潜血陰性者 (2,265 名 ) でも CTC で D 判定となった受診者の割合は
8.7%(2,265 名中 197 名 )、そのうち当院で実施している SS で確認でき
る範囲より深部の大腸 ( 下行結腸～盲腸 ) に D 判定所見を指摘された
受診者の割合は 51.8%(197 名中 102 名 ) であった。

【考察】今回の結果から便潜血陰性で無症状の受診者でも CTC で D 判
定とされた受診者が予想以上にいることが確認されたため、今後の下
部消化管検査としては偶発症の少ない検査で全大腸を確認できる検査
をオプションではなく提供できないかと考え、ドックコース見直しに
合わせ、次年度からは CTC を基本検査としたコースを節目で受けら
れるようにして、ドックを実施していくことにした。今後当院におい
て CTC の検査数が増える中で全大腸検査の重要性を確認したい。

A-10-07
貧血の遷延が診断の契機に至ったChronic enteropathy 
associated with SLCO2AI の1例
藤田医科大学ばんたね病院　消化器内科

○鳥
とりい

井　淑
よしのり

敬 片野　義明 小林　　隆 三好　広尚 
黒川　雄太 松浦　弘尚 安江　祐二 細川 千佳生 
大屋　貴裕 舘野　晴彦

症例は 74 歳女性。両膝関節症に対して、ジクロフェナク 25mg 3 錠
/ 日を約 3 年間、服用していた。今回、検診で貧血を指摘され当院
に紹介となった。貧血は 3 年前より指摘されていたが自己判断で放
置していた。来院時、Hb 8.5g/dl 程度の正球性貧血を認めた。患者
には血族結婚の家族歴があった。精査のために実施した上部内視鏡
検査では胃前庭部大弯に単発で存在する A2 stage の潰瘍を認めた。
H.pylori の感染は認めなかった。大腸内視鏡検査は異常がなかった。
さらなる精査のためカプセル内視鏡検査 (capsule endoscopy:CE) を
実施したところ、回腸を中心に多発する潰瘍を認めた。非ステロイ
ド性消炎鎮痛薬 (Non-Steroidal Anti-Inflammatory Drugs:NSIADs)
による薬剤起因性の胃・小腸潰瘍を疑ったため、原因薬剤を中止し
たが貧血の遷延を認めた。上部消化管内視鏡検査と CE の再検を実
施したところ、胃潰瘍は H1 stage に改善を認めたが、小腸潰瘍の
変化を認めなかった。経肛門的小腸バルーン内視鏡検査を行った結
果、回腸に潰瘍が多発していた。潰瘍は地図状の境界明瞭で一部は
縦走、斜走を呈していた。内視鏡像と病変部位からの生検、及び血
族結婚の家族歴を有していたこと、遺伝子検査より Chronic 
enteropathy associated with SLCOA1(CEAS) と診断した。今回、健
康診断で貧血の遷延を指摘されたことで診断に至った CEAS の１例
を経験したので報告する。
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A-10-14
病院併設健診センターの特性を生かした便潜血陽性者に対
する精密検査受診率向上への取り組みと今後の課題
鈴鹿回生病院　健康管理センター

○笠
かさい

井　智
ち か

佳 太田 恵美子 家入 加世子 辻　　泰子 
坂部　知香 梅原　美幸 西川　恭弘 鈴木　彦次 
田中　　公

【目的】当センターにおける便潜血陽性者の精密検査受診率向上を
目的に、便潜血陽性者に対し、電話による自施設での消化器内科受
診予約および大腸内視鏡検査の日程予約システムを確立し精密検査
受診率の変化について検討した。【対象】当センターでは 2017 年 4
月より要精密検査指示者に対し、健診結果に当センターでの大腸内
視鏡検査電話予約パンフレットを同封している。2017 年 4 月から
2019 年 3 月までの 2 年間に人間ドックにおいて便潜血検査を行った
8419 名を対象とした。【結果】延べ便潜血陽性者 530 名（男性 338
名、女性 192 名）、要精密検査指示率 6.3%、精密検査実施者数 220
名（41.5％）で、精密検査を自施設で受けた方は 130 名（59.1%）で
あった。自施設における大腸内視鏡検査実施者は男性 86 名（平均
年齢 61.0 歳）、女性 44 名　（平均年齢 56.0 歳）。大腸内視鏡検査所
見は、異常なし 44 例、腺腫内癌 1 例、腺腫性ポリープ 51 例、非腺
腫性ポリープ 14 例、大腸憩室 9 例、腸炎 4 例（潰瘍性大腸炎 1 例）、
その他 7 例であった。【考察】2016 年 4 月から 2017 年 3 月の 1 年間
では、便潜血検査 4157 名中、延べ便潜血陽性者 228 名（5.5%）、精
密検査実施者数 82 名（36%）、自施設での精密検査受診者 37 名

（45%）で、取り組みを始めてから、精密検査実施者数も上昇し、更
に自施設での精密検査を選択された方が増加した。【結語】便潜血
陽性者に対し、精密検査の必要性の啓蒙および電話での大腸内視鏡
検査予約システムの確立により、精査受診率の増加が見られた。し
かし、検査の煩雑さや、仕事など様々な理由により大腸内視鏡検査
を躊躇されるケースも見られるため、当センターにおいては、今後
大腸 CT 検査導入も視野に入れ、便潜血陽性者に対する二次検査の
選択肢拡充を目指すことにより、引き続き便潜血陽性者の精密検査
受診率向上に努めていく。

A-10-13
取り下げ

A-10-12
便潜血陽性の精密検査で偶然発見された直腸神経内分泌腫
瘍の１例
芳珠記念病院　健診センター
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子 渡辺 美智夫 北村　星子

【はじめに】消化管神経内分泌腫瘍（NET）は、2010 年の全国疫学
調査によると、新規発症率は人口 10 万人当たり 1 年間に 3.5 人（直
腸 NET 2.1 人）と稀であるが近年増加傾向にある。【症例】59 歳男
性。定期健診で便潜血陽性となり当院消化器科を紹介された。自覚
症状はない。喫煙歴は 30 本 / 日× 38 年、飲酒歴は毎日 3 合以上。
現在、高血圧および高尿酸血症で通院中。BMI22.0、腹囲 85 ｃｍ、
肝機能、FBS が軽度上昇していた。CEA 7.7 と軽度高値で、便潜血
反応陽性は、2015 年より今回まで 4 回の受診勧奨を受けていたが未
受診であった。【消化器科での精査】TCS では、横行結腸に 10 ｍｍ
大の Is ポリープ、直腸（Rb）に SMT を認めた。SMT は、やや黄
色調、弾性硬、可動性は少なく、NET を考慮し生検した。【病理学
的検査】早期横行結腸がん (EMR)：type 0-Is+Ip、20 ｍｍ (total)、
tiny tub1 in adenoma、pTis　直腸 NET( 生検 )：NET G1(carcinoid 
tumor)、group 5　 免 疫 染 色 で 腫 瘍 細 胞 は CD56(+)、
synaptophysin(+)、chromogranin A(-)、Ki-67 labeling index ＜ 1%、
NET G1 として矛盾しない。【治療と経過】直腸 NET は、EMR-L
にて切除した。最終病理診断は、NET G1、6 ｍｍ、pT1、Ly1?、
V1、pHM0、pVM0(1.4 ｍｍ )。脈管侵襲陽性であり、AV から 3-4
ｃｍ程度の部位で追加手術が必要となった。大学病院に紹介された
が、人工肛門設置に納得されず、当院での経過観察を希望された。

【考察】便潜血陽性に関して、積極的な受診勧奨が必要な症例であっ
た。WHO 分類（2019）では、NET G1 は高分化腫瘍で細胞増殖能
は低い。本事例は、Ki-67 ＜ 2% で NET G1 compatible であり、追
加外科手術は希望されなかったため、今後 5 年間、半年毎の検査・
フォローの方針である。

A-10-11
CO2送気装置を用いた下部消化管内視鏡検査における室内
CO2濃度への影響
医療法人社団　同友会　春日クリニック 1 
医療法人社団　同友会　深川クリニック 2
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天野　高行1 太田 秀二郎1 吉本　貴宜1 高谷　純司2 
高谷　雅史1

【背景】下部消化管内視鏡検査（CS）おいて二酸化炭素（CO2）送
気は腹満感の軽減に有用で普及している。一方で建築物衛生法では
CO2 室内濃度を 1000ppm 以下に保つよう定められているが、検査
中の室内濃度の動態は明らかでない。

【目的】CS 中の室内 CO2 濃度の動態および換気の影響を明らかにす
る。

【方法】2020 年 5 月に施行した CS11 件を対象とし、検査室内の CO2
濃度を測定した。

【結果】受診者背景は男女比 8:3、平均年齢 48.3 歳。8 件は観察のみ
で 3 件はポリープ切除を行った。検査開始から盲腸到達までの挿入
時間は中央値 4 分（2～18 分）、抜去時間は中央値 8 分（6～17 分）
で、検査時間は中央値 17 分（10～24 分）であった。CO2 モニター
の設置場所による差は 116ppm 以下と少なかった。検査室の引戸
2ヶ所を閉じて CS を行った閉鎖群（7 件）の最高濃度は平均 2068ppm

（1705～2510ppm）で、検査前と検査中最高濃度の差は平均 1190ppm
（740～1790ppm）であった。検査時間が長いと差が大きくなる傾向
があった。引戸 1ヶ所のみ開放して行った半開放群（2 件）では最
高濃度は平均 1048ppm（906～1190ppm）で、検査前との差は平均
349.5ppm（250～449ppm）であった。引戸 2ヶ所とも開放したまま
CS を行った開放群（2 件）では最高濃度は平均 719ppm（678～
759ppm）で、検査前とほぼ同じであった。また、検査終了時に
1500ppm を超えていた 8 件では、検査後に引戸を閉じたままでは濃
度は下がらなかったが、開放すると 3～9 分で全例 1000ppm 以下と
なった。

【結論】CS において CO2 送気による室内 CO2 濃度の動態を明らか
にした。閉鎖空間では検査時間によっては 2500ppm 以上まで達す
ることがあり、開放空間で行うことが望ましいが、不可能な場合は
検査終了後にすみやかに換気を行うべきである。
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A-11-04
ALDH2遺伝子多型の飲酒による肝障害リスクへの影響に
関する検討
広島赤十字・原爆病院　健診部
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子 坂野　文香 久留島　仁 越智　秀典 
松本　能里

【目的】近年、アルデヒド脱水素酵素（ALDH2）遺伝子型が飲酒の
食道癌等の発症リスクを上昇させることが報告されているが、飲酒
の肝障害リスクへの影響についての報告は少ない。そこで今回ドッ
ク受診者における飲酒の肝障害リスクへの ALDH2 遺伝子型の影響
を検討した。【方法】2011 年 4 月～2020 年 3 月に当院人間ドックで
任意に ALDH2 遺伝子型検査を行った 313 例のうち、ウイルス性肝
炎や他の慢性肝疾患を除く 298 例（男性 220 例、女性 78 例）を対
象とした。ALDH2 遺伝子型により、高活性群（*1/*1: 活性型）と低
活性群（*1/*2: 低活性型および *2/*2: 非活性型）の 2 群に分けて比
較検討した。飲酒量は問診より 1 週間の飲酒単位を算定評価した。
肝線維化の指標として Fib-4 index を用いた。【結果】ALDH2 遺伝
子型頻度は活性型 183 例（61.4%）、低活性型 101 例（33.9%）、非活
性型 14 例（4.7%）で Hardy-Weinberg 平衡からの逸脱はなかった

（p=0.98）。飲酒量は高活性群で 12.0 単位 /w（0-58.0）、低活性群で
3.5 単位 /w（0-43.5）であった（p ＜ 0.001）。飲酒量と肝逸脱酵素の
関連性は、AST は高活性群、低活性群ともに正の相関がみられた
が ALT は高活性群でのみ飲酒量と相関した。Fib-4 index は低活性
群で高活性群より強い正の相関が見られ（r=0.44 vs r=0.12）、重回
帰分析においても ALDH2 遺伝子型と飲酒量は Fib-4 index に対し
有意な独立因子で（p=9.6x10-3, p=3.3x10-3）、かつ両者の間にシナ
ジー効果を認めた。【結語】ALDH2 非活性型・低活性型保有者では
活性型と比較して飲酒による ALT 上昇は少ないが、肝線維化リス
クはより高いと推測された。従ってより少ない適正飲酒量の設定が
望ましいと考えられた。

A-11-03
NAFLDとメタボリックシンドロームとの関連性について
－6474例の検討－
KKR 高松病院　消化器内科 1 
KKR 高松病院　内科 2
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【目的】NAFLD とメタボリックシンドロームとの関連について検
討し，その特徴を明らかにする．

【方法】2016 年度人間ドック受診者における脂質異常症群，高血圧
症群，糖尿病群における NAFLD の割合について調べた．非脂肪肝
群（4504 例）と NAFLD 群（1375 例）において年齢，性別，BMI，
体脂肪率，腹囲，収縮期血圧，拡張期血圧，LDL-C，HDL-C，TG，
空腹時血糖，空腹時インスリン，インスリン抵抗性指数，HbA1c に
ついて比較検討した．

【成績】糖尿病群では，全体，男女ともに NAFLD の割合が非脂肪
肝と比較して有意に高かった（p ＜ 0.001）．一方，脂質異常症，高
血圧症の群では，全体，男女ともに非脂肪肝の割合が NAFLD と比
較して有意に高かった（p ＜ 0.001）．重複合併においても糖尿病を
合併している群では全体，男女ともに NAFLD の割合が非脂肪肝と
比較して有意に高かった（p ＜ 0.001）．NAFLD 群の男性で内臓脂
肪蓄積の割合が 76.1% と高く，BMI 正常の NAFLD 群でも，男性
ではその 45.0% に内臓脂肪蓄積がみられた．また，60 歳以上男性の
NAFLD 群の体脂肪率は標準の割合が最も多かったが，その 42.7%
に内臓脂肪蓄積がみられた．非脂肪肝群と NAFLD 群において上記
14 項目を比較したところ，すべての項目で有意差を認め（p ＜ 0.001），
多変量解析の結果，NAFLD と関連の強い因子は HbA1c であり（OR 
2.23，95%CI 1.76-2.83），ROC 解析による HbA1c のカットオフ値は
5.8（感度 55.1%，特異度 74.8%，AUC 0.70）であった．

【結論】NAFLD は生活習慣病のなかでも特に糖尿病との関連が強
く，HbA1c は NAFLD と関連の強い独立した因子であった．男性
の NAFLD では，BMI，体脂肪率よりも内臓脂肪蓄積が重要な因子
であることが示唆された．

A-11-02
人間ドックにおける非アルコール性脂肪肝炎のスクリーニ
ング
国立国際医療研究センター　人間ドック科
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【目的】非アルコール性脂肪性肝疾患 (NAFLD) は増加傾向にある。
本研究の目的は人間ドック受診者を対象に、非アルコール性脂肪肝
炎 (NASH) を効率よくスクリーニングできる検査項目を明らかにす
ることである。【方法】2019 年 1 月～12 月に当院の肝臓ドックを受
診し、腹部超音波検査で脂肪肝を指摘され、NAFLD と考えられた
183 名を対象とした。NAFIC score 2 点以上かつ FIB4 index 1.3 以
上を NASH の可能性が疑われる高リスク群とし、それ以外の者を
低リスク群とした。両群間で基礎疾患や血液検査データ、2D Shear 
wave elastography(2DSWE) における剪断波の伝播速度を比較した。

【結果】対象患者の年齢は 52.4±10.7 歳、男性が 81.4% であった。高
リスク群は 14 名であった。低リスク群に比べ高リスク群では
2DSWE(1.50[1.32～1.97] vs 1.42[1.12～1.98];P ＜ 0.05) 、糖尿病の有病
率 (57.1% vs 17.2%;P ＜ 0.01)、M2BPGi 陽性率 (28.6% vs 4.1%;P ＜
0.01) が有意に高値であった。両群間で脂質異常症の有病率、BMI、
ALT 値に有意差はなかった【考察】人間ドックで NAFLD を指摘
された者のうち NASH の高リスクと考えられた者は 7.7% おり、一
般的な健診項目である BMI、ALT 値では判別困難であった。
M2BPGi、2DSWE は NASH のスクリーニングに有用であると考え
られた。人間ドックの通常の検査以外に NAFIC score や FIB4 
index、M2BPGi などの評価を追加することで、NASH の高リスク
の受診者を効率的に診療へとつなげられる可能性がある。

A-11-01
胆嚢腺筋腫症は単なる良性疾患なのか？～胆嚢腺筋腫症と
脂肪肝および生活習慣病関連因子との関連～
横浜市立みなと赤十字病院　健診センター
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【目的】胆嚢腺筋腫症（以下 GA）と胆嚢がんの関連性については明
らかにされていないが、否定的な見解が多く GA は予後良好な疾患
とされている。そのためか研究者の関心が薄く、いまだ不明な点が
多い。一方、脂肪肝は心血管疾患や肝臓がんとの関連が強いという
報告が多く存在する。しかし我々は以前の研究で、脂肪肝だけでな
く GA もメタボリックリスク因子と関連し、喫煙との関連が強いこ
と、GA は脂肪肝と関連が深いこと、を示した。そこで今回は、脂
肪肝との関連をより詳しく横断・縦断的に分析することで、GA の
存在意義を検討する。【方法】2011 年 6 月～2019 年 10 月に当セン
ターで腹部超音波検査を施行し、胆嚢摘出術の既往歴かつ高血圧、
糖代謝異常、脂質異常症、高尿酸血症の治療歴がない受診者のうち、
脂肪肝と診断されたことがある 2274 例を対象とした。脂肪肝に GA
を合併しない群 (2034 例、89.4％) と合併する群 (240 例、10.6％) に
分け、年齢、性別、生活習慣病関連因子、生活習慣の保有について
2 群間比較を行った。また、GA を従属変数、年齢、性別、生活習
慣病関連因子を独立変数として多変量解析を行った。さらに、脂肪
肝と GA の出現と消失を縦断的に調査し、両者の関連について分析
した。【成績】GA 合併群は GA 非合併群に比べ、年齢、収縮期血
圧、LDL-C、HbA1c、喫煙習慣の保有率が有意に高かった。多変量
解析の結果、年齢、拡張期血圧、LDL-C、喫煙習慣が GA の独立し
た関連因子であった。脂肪肝と GA の保有に変化があった者を対象
に分析した結果、脂肪肝が消失後も GA は残存し、脂肪肝の出現前
から GA を認める症例がほとんどを占め、GA は 1 回出現すると消
失しにくいことが分かった。【結論】脂肪肝に GA を合併する場合
は、合併しない場合より生活習慣病の病態が悪化している可能性が
ある。GA は過去の病態も反映することが示唆された。GA は単な
る良性疾患ではなく留意すべき疾患である。
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A-11-08
非アルコール性脂肪性肝疾患（NAFLD）発症前における血
圧、尿酸、HbA1c、HDL、LDLコレステロールの変化につい
て
高木病院　予防医学
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けんいち

一

【背景】脂肪肝は生活習慣病との合併が多いとされるが、エコーに
て脂肪肝を指摘される前に血圧、尿酸値、HbA1c、LDL コレステ
ロールの変化を検討した報告はほとんどない。血圧、脂質（HDL, 
LDL）、血糖、尿酸が増悪した場合、エコーにて脂肪肝を調べるこ
とに意味があるかどうか検討した。【目的】エコーにて脂肪肝と指
摘される前の血圧、尿酸、HbA1c、HDL、LDL コレステロール変
化を調べる。【方法・対象】当院人間ドックを受けたことのある 2008
年から 2016 年までの 9 年間の人間ドック受診者の中から、腹部超
音波検査を受けた方を抽出した。2 回以上連続でエコーで脂肪肝の
指摘がなく、加えてその後 2 回連続してエコーで脂肪肝の指摘を受
けた状態を脂肪肝の発症と定義した。390707 人年データより、215
名のデータが脂肪肝発症データとして抽出された。この症例のデー
タを検討した。具体的には、脂肪肝と判定される前の血圧、尿酸、
HbA1c、HDL、LDL コレステロールの数値の変化を調べ、脂肪肝
指摘前の変化の傾向を検討する。【結果】平均すると、エコーにて
脂肪肝と指摘される数年前から血圧、尿酸値と HbA1c は上昇傾向、
HDL は低下傾向を示したが、変化を抽出するのは難しい数値と思
われた。LDL は明らかな傾向の変化を認めなかった。【結論】以前、
我々は当院人間ドックのデータから、体重 4-7％増加と脂肪肝の発
症との関連を報告した。しかし、血圧、尿酸、HbA1c、HDL、LDL
コレステロールの変化から脂肪肝の発症を予想することは、難しい
かもしれない。

A-11-07
人間ドックの受診と並行して診療科で長期にフォローアッ
プされ、経過中に早期に診断された膵臓癌の1例
長野市民病院　健診センター 1 
長野市民病院　内分泌・代謝内科 2 
長野市民病院　消化器内科 3

○近
こんどう

藤 真
ま き こ

喜子1 西井　　裕1,2 関　亜矢子3 原　　悦雄1,3

【はじめに】膵臓癌は早期発見が難しい癌である。今回人間ドック
の異常指摘から 9 年を経て、消化器内科で早期に膵臓癌を診断しえ
た 1 例を経験したので報告する。【症例】64 歳　男性【現病歴】　2004
年から当院の人間ドックを毎年受診されている。2011 年の人間ドッ
クで CA19-9 が上昇していたため、腹部造影 CT の検査を施行し、
消化器内科に紹介した。CT で膵 IPMN が疑われ、1 年ほど消化器
内科でフォローされたが、悪性所見なく以後はドックフォローと
なった。2015 年のドックで CEA が上昇していたため、再び消化器
内科に紹介し、IPMN に変化は認めなかったが、以後は消化器内科
で 1 年ごとの MRI による定期検診となった。2019 年の膵臓 MRI で
主膵管の拡張がやや悪化していたため、3 か月毎の MRI フォロー
アップに変更され、経過中に主膵管に不整を認めたため 2020 年 4
月に ERCP を施行し、採取した膵液と膵管擦過細胞診から癌細胞が
同定された。最終術前診断は、膵頭部癌 T1N0M0 Stage 1A と診断
された。【腫瘍マーカー及アミラーゼの経過】2011 年のドックで
CA19-9 が軽度上昇（42,1 U/ml）していたが、その後は正常値であ
る。2015 年のドックで CEA が軽度上昇 (7.5 ng/ml) し、軽度上昇を
保っている。ドックでのアミラーゼの値は一貫して正常範囲である
が、P アミラーゼは 2019 年 7 月 59 U/l, 2020 年 1 月 138U/l と高値
を認めた。【腹部エコーの経過】2016 年のドック腹部エコーで初め
て主膵管の拡張（3mm）が指摘され、2017 年から膵頭部に 7mm の
嚢胞を認め、以後 2019 年まで主膵管の軽度の拡張と膵頭部の小嚢
胞は著変なしであったが、2020 年 1 月の最終ドックでは膵臓の描出
不良であった。【考察】腫瘍マーカーは発見の契機にはなるが、こ
れだけに頼るのは危険である。膵 IPMN は、診療科での MRI によ
るフォローアップが有用であるが、ドックフォローとなっている場
合は、嚢胞の拡大や主膵管の拡張などに変化を認めた場合、速やか
に診療科に戻すことが肝要である。

A-11-06
取り下げ

A-11-05
健診受診者におけるC型肝炎ウイルス感染実態調査
JA 北海道厚生連札幌厚生病院　健康管理科 1 
JA 北海道厚生連札幌厚生病院　肝臓内科 2

○赤
あかいけ

池　　淳
じゅん

1 西園　雅代1 小川　秀久1 平塚　正幸1 
今村　哲理1 髭　　修平2

【目的】C 型肝炎ウイルス（HCV）の感染者は日本国内に 100～150
万人存在すると推定されているものの（C 型肝炎治療ガイドライン
第 7 版）、実際の感染患者数は不明である。今回我々は当院人間ドッ
ク受診者における HCV 検査未受診者の HCV 抗体陽性率を調査し
た。【方法】2017 年 7 月から 2018 年 6 月までの 1 年間に某健康保険
組合加入者でこれまで一度も HCV 抗体検査を受けたことがない
2,062 名を対象とした。検査希望者は 999 名おり、HCV 抗体検査（陽
性者には HCV RNA 検査）を無償で実施した。HCV 抗体測定はアー
キテクト・HCV を使用し、1.0S/CO 以上を陽性と判定した。 HCV 
RNA 測定はリアルタイム PCR 法にて行った。尚、本研究は院内倫
理審査の承認を得て、本人に説明し文書にて同意を得た。【成績】
999 名の男女比は 506：493、平均年齢 40.71±8.97 歳、年齢中央値
38 歳であり、30 歳代 561 名、40 歳代 277 名、50 歳代 105 名、60 歳
代 56 名と若年の集団であった。HCV 抗体陽性者は 1 名のみであり

（抗体陽性率 0.1%）、陽性者 1 名の HCVRNA は陰性であった。【考
察】約 1000 名のドック受診者に前向き調査を行ったが、HCV 感染
者は 1 名もいなかった。今回の検査対象者はバイアスがかかってい
る前提で評価しなければならないが、平均年齢 40 歳と若い集団で
あることを考慮すると、本邦の若年 HCV 感染者は確実に減ってき
ているものと思われる。【結論】定期的に健診を受ける若年者では
HCV 感染者は非常に少ないことが推定された。さらなる検討のた
めには地域巡回健診受診者を対象とした調査も必要と考えられた。
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A-11-12
女性における縦断的調査からみた珈琲飲用の脂肪肝発生と
臨床検査値への影響
公益財団法人三越厚生事業団　三越総合健診センター

○船
ふなつ

津　和
かずお

夫 山下　　毅 斗米　　馨 寺田　奈美 
和田　哲夫 佐久間 俊行 近藤　修二 横山　雅子 
水野　杏一

【目的】近年、食生活の欧米化、運動量の減少に伴い、肥満者の増
加と共に脂肪肝 (FL) 保有者と NASH 罹患者が増加している。われ
われは珈琲飲用が FL 発生を抑制する可能性のあることを発表した。
今回、女性を対象として長期縦断的調査を基に珈琲飲用の FL 発生
と臨床検査値への影響を肥満度の影響を除外して検討した。【対象
と方法】当健診センターで経年的に健康診断を受けている成人女性
503 名の 10 年間に渡る長期縦断的調査において、調査開始時 FL を
認めなかった 449 名について、10 年後に FL を認めた FL 発生者 1
名（FL 群：44 名）に付き、調査終了時の年齢、BMI、運動量をマッ
チした 10 年後にも FL を認めなかった 1-2 名を無作為に選択し（無
FL 群：82 名）、両群の珈琲飲量（調査開始時と 5、10 年後の珈琲飲
量）と臨床検査値の推移を検討した。次に、調査開始時の珈琲飲量
を基に 10 年間の飲量差の合計について、珈琲飲量減少群（10 年間
で 0 杯以下）と増加群（同 1 杯以上）に分け、脂肪肝発生の割合を
比較した。【成績】無 FL 群、FL 群の BMI の変動に有意差はみら
れなかった。珈飲飲量の推移は無 FL 群では増加し、FL 群は有意
に減少していた。臨床検査値の推移は、無 FL 群が FL 群に比べ改
善していた。珈琲飲量増加群と減少群の BMI の変動について有意
差はみられなかったが、FL 発生の割合は前者が後者に比べ少なく、
臨床検査値も前者で後者に比べ改善していた。【結論】女性の長期
縦断的調査において、肥満度を調整した上で FL 発生と珈琲飲量の
推移を検討したところ、FL 群は無 FL 群に比べ珈琲飲量が減少し
ていた。また、珈琲飲量増加群は減少群に比べ、FL の発生が少な
かった。両群間で脂肪肝発生に関与する BMI の変動に有意差がみ
られなかったことから、珈琲飲用自体が FL 発生の抑制とそれに伴
う臨床検査値の改善をもたらした可能性が示唆された。

A-11-11
腹部超音波検査で鑑別困難であった肝腫瘍の1例
公益財団法人　慈愛会　いづろ今村病院 1 
鹿児島県消化器がん検診推進機構 2

○矢
やざき

崎　滉
こうへい

平1 川畑　歳文1 上舞　優介1 上 　健作1 
脇田　慎一1 久保田 敬子1 緒方 三千恵2 塗木　冬実2 
三重　浩子2

【はじめに】人間ドック腹部超音波検査において肝臓に低エコーを
呈する腫瘤を認めた症例を経験したので報告する。【症例】62 歳女
性、当院人間ドック初回受診。【既往歴】甲状腺機能亢進症【採血
データ】肝機能を含め、全て正常値であった。【画像所見】腹部超
音波検査では肝臓 S4 に約 20.0mm の低エコー腫瘤を認めた。形状
は類円形・境界は不明瞭・内部は不均一であった。後日施行された
腹部造影 CT 検査にて S4 に 20mm の腫瘤を認めた。辺縁は分葉状
を呈し、造影後辺縁から濃染され、中心部遷延性の濃染を呈すこと
から、腺癌が疑われたが、CT 上、原発巣となるような所見はみら
れず、肝内胆管癌疑いの診断であった。その後の MRI 検査にてＳ
4 の腫瘤は拡散低下を示し、CT 同様に肝内胆管癌疑いの診断であっ
た。【経過】他院での PET-CT 検査にて肝 S4 と周囲のリンパ節に異
常集積有り、肝生検の結果、腺癌の診断であった。リンパ節転移も
あったため切除不能となり、化学療法が開始された。【結語】人間
ドック腹部超音波検査において肝内胆管癌を指摘した症例を経験し
た。人間ドック腹部超音波検査において悪性腫瘍を指摘する意義は
大変大きい。腹部超音波検査における、早期癌の発見率の増加が、
患者の予後を大きく改善させる。腹部超音波検査に携わる者は目的
臓器を隅々まで観察し、受診者に有益な検査を実施しなければなら
ないと感じた。

A-11-10
中等量の飲酒は非アルコール性脂肪肝において肝線維化と
相関する
慶應義塾大学病院　予防医療センター

○柏
かしわぎ

木　和
かずひろ

弘 高山 美智代 槇野 香奈子 清水　良子 
市川　仁志 吉田　諭史 井上　　詠 高石　官均 
杉野　吉則 岩男　　泰

【目的】適量飲酒は、一般人口では、心血管疾患による死亡を抑制
すると報告されている。非アルコール性脂肪肝（NAFLD）では、
心血管疾患が最大の死因であるが、適量飲酒の、無症候性の冠動脈
硬化に対する影響の報告は少ない。本横断研究では、NAFLD にお
ける飲酒量、冠動脈硬化、肝線維化の関係を調べた。【方法】心臓
CT を含む、全身のヘルスチェックを行った 977 人から、心疾患や
多量飲酒、二次性脂肪肝を除いた 618 人を対象とした。NAFLD に
おいて、飲酒量を、なし、軽量（70g 以下 / 週）、中等量（男性 : 
210g 以下 / 週 ; 女性 : 140g 以下 / 週）に 3 分し、肝線維化マーカー
として Fibrosis-4 (FIB-4)、NAFLD fibrosis score (NFS) を用い、既
知のカットオフ値により、軽度と中等度 / 高度に 2 分した。冠動脈
硬化の指標として、冠動脈石灰化（CAC）スコア ＞ 0 をリスクあ
りとして、多変量解析を行った。【成績】CAC スコアは、年齢、男
性、高血圧、糖尿病に加え、NAFLD [OR（95％CI）: 1.492 (1.008-
2.211)] と相関した。268 人の NAFLD のみの解析では、軽から中等
量の飲酒は、飲酒なしと比べて CAC と相関を認めなかったが、中
等量の飲酒は、FIB-4、NFS による中等度 / 高度の肝線維化と有意
に相関した [OR(95%CI): 1.871 (1.209-2.893); 2.910 (1.715-4.929)].【結
論】NAFLD は、古典的なリスク因子と独立して、無症候性の冠動
脈硬化と相関した。中等量飲酒は、NAFLD での冠動脈硬化と相関
しなかったが、肝線維化が増悪するリスクが示唆され、NAFLD 飲
酒者には、中等量飲酒は勧められないと判断される。

A-11-09
人間ドック受診時に肺転移などの全身転移を伴った肝細胞
癌の1例
仙台オープン病院　健診センター 1 
仙台オープン病院　呼吸器内科 2

○進
しんどう

藤 千
ち よ ひ こ

代彦1 桑原　悦美1 進藤 百合子2 野田　　裕1

【主訴】症例は 64 歳の男性で、10 年程検診は受けておらず、ここ数
年で体重減少が見られた事から、妻に勧められて、当院の 2 日ドッ
クを受診した。【検査結果】胸部 X 線検査では両側肺に転移と思わ
れる円形腫瘤陰影が多数存在していた。腹部超音波検査では約
10cm 位の holo を有する nodule in nodule の腫瘍を認め、左副腎転
移なども見られ、肝細胞癌（HCC）が疑われた。オプションの肺が
ん検診における胸部 CT 検査では、多発性拝転移（水玉模様）の腫
瘤陰影が多数認められた。翌日、当院消化器内科に紹介され、腹骨
盤部 CT 検査が行われ、肝右葉に原発巣と思われる腫瘤陰影を認め、
腹腔内にも転移性の円形腫瘤陰影が複数認められた。一般検査：身
長　169.3cm、体重　61.0kg、BMI 指数、 喫煙　（＋）、Alcohol　毎
日、1 合位、血圧： 123/72 mmHG (HT 治療中 )、肺機能：　VC　
2.34L ↓、％VC　61.70％↓、FEV1　1.86L、FEV1%　79.48％　（拘
束性障害）、尿：　尿蛋白（±）、尿糖（＋＋）、CRP　0.2、血液一
般：WBC 8590, RBC 564 ↑ , Hg 16.3, Hct 52.5 ↑ , Fe 77, 糖代謝： 
FBS 84, 　HbA1c 5.3（DM 治療中）、肝機能： TP 7.5, Alb 4.1,  総
ビリルビン 0.7, GOT 35, GPT 17, Alp 452 ↑ , HDL 199, γ-GTP 
111 ↑ , HBs ( － ), HCV ( － )、脂質： Tcho 160, HDL-c 30 ↓ , LDL-c 
107, TG 110 （HL 治療中）、腫瘍マーカー： CEA 4.0、CA19-9 8.0、
PSA 0.9。まとめると、肺機能検査で拘束性障害、肝機能検査では
Alp、γ-GTP の経度上昇を示すのみだった。一連の検査終了後、直
ちに消化器内科外来にて、抗がん剤治療が開始された。【考察】本
症例は、高血圧症、糖尿病、脂質異常症の服薬治療を受けていたが、
長らく胸部、腹部症状が見逃されていた可能性がある。今回、当院
の健診センターを受診され、静かに進行していた肝細胞癌と肺転移
を含めた全身転移（IV 期）を発見することができたが、あらため
て網羅的に検索される健診の重要性が認識された。
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A-11-16
当院健診センターにおける飲酒歴のない腹部超音波検査受
診者の肝超音波エラストグラフィーと肝線維化マーカー成
績の検討
鳥取県済生会境港総合病院　健診センター 1 
鳥取県済生会境港総合病院　内科 2 
鳥取県済生会境港総合病院　臨床検査科 3 
鳥取大学医学部機能病態内科学 4

○藤
ふじい

井　容
ようこ

子1 村脇　義和2 重親　涼子3 伊佐田 耕人3 
藤原　弘光3 佐々木 宏之1 佐々木 祐一郎2 中村　由貴2 
能美　隆啓2 磯本　　一4

【目的】当院健診受診者に肝超音波エラストグラフィーと肝線維化
マーカーを測定し、飲酒歴のない者を ALT 値と脂肪肝の有無で分
けたグループで、どのように分布するのか検討する。

【方法】2018 年に健診を受けた受診者で飲酒歴 1 日 1 合未満で明ら
かな肝疾患既往歴のない 435 名を検討した。ALT 値で (1)30IU/L 以
下 (2)31～50IU/(3)51IU/L 以上の 3 群に分け、それぞれを腹部超音
波検査の脂肪肝の有無で分け計 6 群とし、エラストグラフィー、FIB4 
index を検討した。エラストグラフィーは HITACHI ARIETTA s70
の shear wave measurement（SWM）を用いた。また 10 月までの
受診者には M2BPGi も測定した。

【成績】435 名のうち、(1) で脂肪肝なし群は 273 名、(1) で脂肪肝あ
り群は 86 名、(2) で脂肪肝なし群は 19 名、(2) で脂肪肝あり群は 37
名、(3) で脂肪肝なし群は 2 名、(3) で脂肪肝あり 18 名であった。
SWM の Vs の線維化ステージ F1 の cutoff 値 1.26 を超えたのは、各
群順に 42 名（15.4％）、19 名（22.1％）、3 名（15.8％）、7 名（18.9％）、
0 名（0％）、6 名（33.3％）であった。FIB4 index の中間値 1.3 以上
を示したのは、各群順に 127 名 (46.9％)、31 名 (36.0％)、9 名 (47.4％)、
14 名 (37.8％)、1 名 (50.0％)、4 名 (22.2％) であった。M2BPGi を測
定した 301 名中で、F1 の cutoff 値 0.59 を超えたのは、順に 38 名
(20.0％)、21 名 (36.8％)、3 名 (25.0％)、13 名 (54.2％)、1 名 (50.0％)、
5 名 (33.3％) であった。

【結論】飲酒歴のない健診受診者において、腹部超音波検査で脂肪
肝の有無にかかわらず ALT が 50IU/L 以下の症例でも、肝線維化
の存在を推定させる症例が認められる。

A-11-15
当院人間ドックでの低血糖発作が発見の契機になったイン
スリノーマの１例
庄原赤十字病院　内科 1 
庄原赤十字病院　外科 2
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部　宜
よしひろ

裕1 高嶌　寛年2

【症例】58 歳女性【既往歴】脂質異常症と甲状腺機能低下症で他院
に通院中【家族歴】父肺がん、母白血病、妹乳がん【習慣】飲酒喫
煙なし【病歴】2019 年当院人間ドックを受診したが、空腹時血糖が
49g/dl であった。点滴とブドウ糖注射で軽快した。甲状腺機能低下
症で通院している他院に紹介したが当院での精査を勧められた。【検
査結果】身長 152.1cm、体重 60.9kg 、BMI26.3、血圧 100/64mmHg、
空腹時血糖 49mg/dl、CBC・肝機能・検尿異常なし。LDL コレステ
ロール 145mg /dl。追加で測定した Hb A1c 5.3%、TSH 0.41μU/
ml、 FT4 0.95ng/dl、インスリン 6.9μU/ml、コルチゾール 9.3μg/
ml【経過】外来で 75gOGTT と腹部エコーをおこなった。腹部エ
コーでは脂肪肝以外に病変は指摘できなかったが、75gOGTT で血
糖 mg/dl（インスリンμU/ml）前値 89（4.2）、30 分値 113（173.8）、
60 分値 99（27.2）、120 分値 129（45.9）とインスリンが高値であっ
たためインスリノーマを疑った。しかし、気管支喘息があり腹部造
影 CT を撮影できないため MRI を撮影した。膵頭部に T2 強調で高
信号域があり、インスリノーマを強く疑い、本人希望で大学病院に
紹介した。大学病院では精査の上膵頭十二指腸切除術を受けられた。
病理組織学的に神経内分泌腫瘍であったが、インスリン産生してお
りインスリノーマと診断された。術後経過は良好である。【考察】イ
ンスリノーマはインスリンを過剰分泌する膵β細胞由来のまれな腫
瘍である。90％が良性、単発性である。なお、多発性内分泌腫瘍

（MEN）1 型を 0.8％合併し、その場合は多発性が多く、悪性の頻度
が高くなる。本症例では Whipple の 3 徴のうち意識障害は呈しな
かったが、低血糖と問診で最近食前のだるさがあったとの症状から
すぐにインスリノーマを疑った。本来行うべきグルカゴン負荷試験
等を省いてしまったことになったが迅速に専門医に紹介したことが
確定診断と治療につながったと考えられた。

A-11-14
当センターにおける膵がんリスク検診受診者157例の実績
報告
聖隷健康診断センター

○清
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理奈 吉川　裕之 武藤　繁貴

【目的】膵癌は増加傾向にあるものの早期発見の困難な疾患である。
当センターでは 2018 年 4 月よりオプション検査として膵がんリス
ク検診を開始したので経過を検討する。【方法、結果】検診内容は
リスクに関する問診、血液検査（アミラーゼ、リパーゼ、エラス
ターゼ 1、CA19-9、DUPAN2）、膵 US、上腹部 MRI、専門医の結
果説明。2020 年 3 月まで 2 年間に 157 人が受診。男性 110 名 女性
47 名、年齢の中央値は 62 歳（35-81）。半数が家族歴、飲酒、糖尿
病などの膵癌リスクを意識し受診。リスク内訳は家族歴が 7 人

（30％）うち家族性膵癌家系は 2 例。血糖高値、膵炎既往、飲酒の
リスクを有する例を 84 例（54％）認めた。膵酵素は 25 例（20％）、
腫瘍マーカーが 3 例（2％）で軽度上昇していたが膵病変との関連
は認めず。US の有所見者は 11 人（9％）（のう胞 9 人、主膵管変化
2 人）、MRI の有所見者は 37 人（29％）（のう胞 35 人、主膵管変化
2 人）であり、主膵管変化 2 人は他院で経過観察されていた。検診
受診時の膵癌診断例はないが、家族性膵癌家系例で小のう胞の経過
観察中、のう胞とは異なる部位に主膵管の拡張がみられ膵癌と診断
した症例を１例を認めた。のう胞はすべて経過観察したが 2 年間で
のう胞の変化を認めた例はない。【考察】今回の検討では、膵の追
加精査が必要な主膵管変化は US で MRI と同程度に指摘できてお
り、健診 US での丁寧な検査は有用であると考えられた。一方 MRI
は US で指摘できない小病変を描出しており、家族性膵癌家系など
の高リスク群については MRI を用いた経過観察が重要である。現
在リスクの拾い上げを問診だけで行っているが、今後マイクロ RNA
等の検査が確立されればより効率的な検診となることが期待される。

【結語】膵癌のリスク評価と精査 ･ 経過観察への絞込みを目的とし
本検診コースを開始した。今後も症例を重ねての検討を継続する。

A-11-13
人間ドック経年受診中に発見された膵内副脾に生じた類表
皮嚢胞を疑う一例
藤田胃腸科病院 1 
済生会京都府病院 2 
京都府立医科大学消化器内科 3

○中
なかしま

嶋　俊
としあき

彰1,2 大黒　晶子1 木村　次宏1 本郷　仁志1 
阪上　順一3 保田　宏明3 十亀　義生3 伊藤　義人3

[ 症例 ] 50 歳台の女性。既往歴：特になし。[ 経過 ] 2013 年から毎
年 1 回当院の人間ドックを受診。2014 年の人間ドックの腹部エコー
で膵尾部嚢胞を疑われ、一般外来で 2014 年、2015 年、2016 年に腹
部造影 CT を受け、単純嚢胞あるいは IPMN,SPN 等も否定できない
と診断された。2016 年造影剤で気分不良となって以後造影 CT は施
行されず。2013 年、2015～2018 年の人間ドックの腹部エコーでは
膵尾部は描出不十分で、膵嚢胞の診断はなかった。腫瘍マーカーは、
CEA は正常範囲、CA19-9 が 2013～2018 年に 25、569、28、69、43、
57 U/ml と経年的に変動していた。2019 年 7 月の人間ドックにて、
腹部エコーで再び膵尾部嚢胞を指摘され、CA19-9 が 266 U/ml と高
値を示したために、単純 CT を行ったところ嚢胞の増大傾向が疑わ
れた。精査目的で以下の画像診断を行い、膵内副脾に生じた類表皮
嚢胞の疑いとの診断に至った。MRCP、Gd-MRI: 膵尾部の嚢胞 (2cm
大 ) 辺縁部に充実性成分があり、脾臓と等信号で造影パターンも同
様であった。SPIO-MRI: 充実性成分は SPIO 投与後 T2 強調像で信
号低下し、脾臓と同様の変化を示した。Sonazoid 造影 EUS：充実
性成分に Kupffer 相を認め、脾臓と同様の変化を示した。[ 考察 ] 1)
膵内副脾の診断：Gd-MRI にて嚢胞に接した充実性成分が確認され、
さらに SPIO-MRI と造影 EUS の結果から、膵内副脾の疑いと診断
された。組織診断がないため今後も経過観察が必要である。2)CA19-9
高値：類表皮嚢胞の細胞で CA19-9 が産生され血中へ漏出する可能
性が報告されている。3) 診断に年月を要した理由：当初、造影 CT
で膵嚢胞に併存する充実性成分を確認できなかった。また、2015 年
以降の人間ドックにおいて、腹部エコーで膵尾部が描出不良であり、
かつ一般外来の CT 検査データが共有されなかった。[ 結語 ] 膵尾
部に嚢胞を認め CA19-9 が高値であれば、本疾患も念頭に、充実性
成分の有無の検索と SPIO-MRI および造影 EUS による造影パター
ンの検討が望まれる。
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A-11-20
CAP (Controlled Attenuation Parameter) の定量性の
検証　（CAPは本当に肝脂肪化を定量できるのか？）
黒沢病院附属ヘルスパーククリニック　内科

○矢
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島　義
よしあき

昭

CAP は Fibroscan に搭載された、脂肪肝における超音波減衰を定量
化しようとする方法である。しかし、CAP は脂肪肝における減衰
を定量的に表示するが、減衰現象は肝脂肪化を定量的に表現してい
るかが問題となる。２０１０年にフランスのエコサンス社の Sasso
は retrospective study において、CAP は steatosis grade とρ＝
０．８１（ρは Spearman の順位相関係数）と高い相関を示し、効
率よく steatosis grade を区別することができるとした。しかし、
２０１２年に Sasso の共同研究者であったボルドー大学医療セン
ターのドレダンゲン教授は prospective study においては　steatosis 
grade との相関はρ＝０．４５７であったと報告した。その後の　
prospective study でも　ρ＝０．４５５～０．５１と弱い相関が報
告されている。２０１４年に Chan らは ROC 解析より、CAP は肥
満者において精度が低下し、steatosis grade を区別することができ
ず、臨床的意義は限られている、とした。このように最初の Sasso 
の報告はともかくとして、それ以後の報告では CAP の定量性に懐
疑的な報告が相次いでいるが、我が国では２０１５年以降も CAP
と steatosis grade の相関に関して、ｒ＝０．７２２、０．７０９と良
好な相関を示す報告が相次いでいる。CAP の定量性を検討するう
えで gold standard は MRS、CTN（L/S 比）であると考えられる。
２０１４年に Karlas らは MRS と CAP の相関についｒ＝０．５６と
報告している。以上の考察より、ＣＡＰの定量性は担保されておら
ず、実施における煩雑さを考えると従来の肝腎コントラスト、肝血
管不鮮明化、深部減衰を組み合わせた半定量法で十分であると考え
る。

A-11-19
ＣＡ１９－９の上昇により検出された膵鉤部癌の３例
黒沢病院附属ヘルスパーククリニック検査部 1 
黒沢病院附属ヘルスパーククリニック　内科 2 
黒沢病院附属ヘルスパーククリニック　放射線部 3 
黒沢病院附属ヘルスパーククリニック　泌尿器科 4
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大1 矢島　義昭2 吉田 沙也香1 佐藤　武敏1 
見田　　尊3 黒澤　　功4

人間ドックでの膵癌の早期発見は今日でも容易ではない。膵管の拡
張がある場合や頭体部の検出しやすい部位は比較的容易であるが、
膵尾部癌の検出は原則的に困難である。我々は本学会誌にＣＡ１９
－９の上昇により発見された切除可能な膵癌について報告した１）。
今回は、ＵＳでは検出できなかったが、ＣＡ１９－９の上昇より検
出された膵鉤部癌の３例について報告する。膵鉤部はＵＳ診断にお
いて深部に位置し、門脈～ＳＭＶ（上腸間膜静脈）の近傍に位置し
ており、低エコー腫瘤としての検出が困難である。症例 1.５９才性、
ＣＡ１９－９が１６５ｎｇ / ｍＬと上昇しており、造影ＣＴで腫瘍
径１５ｍｍの膵鉤部癌が検出された。Stage 2a であった。症例
2.６０才男性、ＣＡ１９－９は６６ｎｇ / ｍＬと上昇しており、造
影ＣＴで腫瘍径２５ｍｍの膵鉤部癌と診断された。ＳＭＶへの浸潤
が疑われていたが、開腹するとやはりＳＭＶへの浸潤のため切除不
能でバイパス手術となった。症例 3.６４才男性、ＣＡ１９－９は
１１１ｎｇ / ｍＬと上昇していたが、精検を受けずに放置され、健
診から５か月後に閉塞性黄疸となり受診した。造影ＣＴで腫瘍径
３０ｍｍの膵鉤部癌と診断され、ＳＭＶへの浸潤が疑われた。開腹
するとＳＭＶ浸潤がみられバイパス手術のみで閉腹となった。３例
は健診時のＵＳ診断では検出できず、ＣＡ１９－９の上昇によって
比較的早期に検出できた。ＣＡ１９－９の膵癌診断における陽性的
中率は約１％と低いが１）健診における有用性が示された。１）任
意型健診においてＣＡ１９－９測定により検出される膵癌について .　
文献）１）人間ドック 32:26-32,2017

A-11-18
人間ドックの腹部超音波検査にて指摘した脾腫瘤を契機に
診断に至った悪性リンパ腫の1例
市立福知山市民病院　消化器内科 1 
市立福知山市民病院　血液内科 2 
市立福知山市民病院　放射線科 3
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也1 辻　　俊史1 中村　隆久2 岩井　直人1 
原　　　祐1 奥田　隆史1 竹内　義人3 小牧　稔之1 
阪上　順一1 香川　惠造1

【症例】70 代、男性【主訴】特になし【既往歴】早期食道癌：内視
鏡的粘膜下層剥離術 (ESD) 後 (20XX － 4 年 )、左肩 板断裂術後
(20XX － 2 年 )【飲酒歴】機会飲酒【喫煙歴】なし【現病歴】20XX
年 4 月に受けられた人間ドックでの腹部超音波検査にて、脾臓に
3cm 大の輝度不均一な類円形腫瘤を指摘され精査目的に当科紹介と
なった。【経過】人間ドック後より右上肢の筋力低下を自覚され整
形外科を受診。脊椎 MRI 検査にて胸椎 (Th1) に不整形腫瘍を認め
た。当科では腹部造影 CT、腹部 MRI 検査を施行し、脾腫瘤は血管
腫 や 過 誤 腫、Sc l e r o s i ng  ang i oma t o i d  n odu l a r 
transformation(SANT)、炎症性偽腫瘍、悪性リンパ腫などが鑑別と
して挙がった。また全身検索目的に施行した PET － CT にて、脾
臓以外にも頚部や腋窩、鎖骨下などのリンパ節に FDG の異常集積
を認めた。追加で測定した可溶性 IL2 レセプターは 779U/ml と軽
度高値であった。全身の多発病変を考慮すると、悪性リンパ腫であ
る可能性が高く、組織採取目的に脾腫瘍に対して経皮的針生検を行
う方針となった。組織検査にて、びまん性大細胞型 B 細胞リンパ腫
StageIV と診断。血液内科にて R-CHOP 療法が開始された。【考察】
本症例は、人間ドック後まで自覚症状を認めず、ドックでも腹部超
音波検査で指摘された脾腫瘍のみが異常所見であった。早期食道癌
は治癒切除であったため、術後再発のリスクも低く画像検査は頻回
に施行されなかった。20XX － 2 年スクリーニング目的に腹部超音
波検査が施行されているが、脾臓に異常所見は認めなかった。脾腫
瘍は良性・悪性ともに稀な疾患であり、人間ドックの超音波検査で
脾臓の有所見率は 0.5% 程度との報告がある。今回の症例のように
無症状で全身性に進行した悪性リンパ腫の診断において、腹部超音
波検査が有用であったと考えられた。【結語】今回我々は人間ドッ
クの腹部超音波検査にて指摘した脾腫瘤を契機に診断に至った悪性
リンパ腫の 1 例を経験した。

A-11-17
人間ドックの超音波検査で11年間経過観察されていた
Intraductal papillary neoplasm of the bile 
duct(IPNB)の1例
慈生会　野村病院　臨床検査科 1 
慈生会　野村病院　予防医学センター 2 
慈生会　野村病院　診療部 3 
慈生会　野村病院　診療部　画像診断部門 4
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 人間ドックにおいて遭遇する肝嚢胞性病変のほとんどは単純性嚢胞
である。しかし、今回経過観察によって形態変化を認め、IPNB と
診断されたので若干の文献的考察とともに報告する。症例は 70 歳
代男性である。11 年前より人間ドックを継続的に受診している。既
往歴及び現病歴として、糖尿病投薬治療中である。2008 年当院初回
腹部超音波検査において多房性の肝嚢胞が指摘された。その後、2018
年まで経過観察にて大きさ、形状に変化を認めなかった。2019 年の
超音波検査で肝 S6 に多房性嚢胞から連続する末梢胆管の拡張を認
め、要精査（D 判定）の判定となり、他院紹介受診となった。他院
で施行された造影 CT にて肝 S6 に分葉状嚢胞性病変を認め、末梢
側の胆管拡張を認めることより IPNB を疑われ、肝右葉部分切除術
が施行された。病理組織診断は B6 胆管に連続する 2cm の嚢胞を認
め胆管拡張を裏打ちする上皮は Biliary intraepithelial neoplasm

（BillN-1）に相当し、軽度の異形、核の大小不同、多層化を認めた。
IPNB は 2001 年 Chen らにより初めて提唱され、2010 年 WHO の消
化器腫瘍分類の改訂で認知された。同改訂で従来用いられてきた肝
胆管嚢胞線種 / 嚢胞腺癌と呼ばれた疾患名がなくなり、膵臓型粘液
性嚢胞性腫瘤 mucinous cystic neoplasm(MCN) の概念が肝胆道系
に導入され、類縁疾患・鑑別すべき疾患として嚢胞性 IPN や胆管周
囲嚢胞性等が記載されている。膵の Intraductal papillary mucinous 
neoplasm(IPMN) に病理学的に類似しており、中沼らは胆管内乳頭
状腫瘍（IPNB）を提唱した。人間ドック受診者の超音波画像で単
に肝嚢胞、良性所見と判定されていたものの中に多房性嚢胞像が少
なからず認められる。人間ドックのスクリーニング検査であっても、
検査者が多房性肝嚢胞であることを明記することにより読影者が
IPNB の疑い診断を下すことが可能である。本疾患に対しては経過
観察（C 判定）ないし要精査（D 判定）とすることが重要である。
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A-12-02
健康肥満-Metabolically healthy obese-における体重
変化とCKD発症リスクの関連
虎の門病院　健康管理センター

○戸
と だ

田　晶
あきこ

子 原　　茂子 辻　　裕之 本田　律子 
荒瀬　康司

【目的】最近、肥満であるにも関わらずメタボリック異常を認めな
い健康肥満、いわゆる metabolically healthy obese(MHO) が注目さ
れている。MHO は予後良好と考えられていたが、metabolically 
healthy non-obese(MHNO) に比較して慢性腎臓病（CKD）のリスク
は高いと報告されている。MHO の受診者に対して減量を勧めるべ
きか日々の診療で悩むところであるため、MHO の受診者における
体重変化と CKD 発症との関連を検討した。【方法】当施設にて 2013
年と 2018 年の両年に受診した 6,959 人を対象とした。対象者を肥満
の有無、メタボリック因子が２個以上か未満かによって MHNO 群、 
metabolically unhealthy non-obese (MUNO) 群、MHO 群、
metabolically unhealthy obese (MUO) 群に分類、また BMI 変化率
を {(BMI in 2018 － BMI in 2013) ÷ BMI in 2013} × 100 により算
出し、高度体重減少　(ΔBMI ＜－ 2.5％)、中等度体重減少　( －
2.5％≦ΔBMI ＜ 0％)、体重不変　(0％≦ΔBMI ＜ 2.5％)、中等度
体重増加　(2.5％≦ΔBMI ＜ 5％)、高度体重増加　(5％≦ΔBMI) の
５つのカテゴリーに分類した。5 年間の CKD 発症をアウトカムと
した多変量ロジスティック解析を用いて各群において検討を行った。

【結果】MHO 群において CKD 発症リスクは、体重不変者に比較し
て中等度体重増加者（OR 3.04、95％CI 1.19-7.78、p = 0.02）、高度
体重増加者（OR 2.28、95％CI 1.13-7.35、p =0.03）では CKD 発症
リスクが高かった。また MUNO 群においては高度体重低下者 (OR 
0.43、95％CI 0.25-0.74、 p = 0.002)、中等度体重低下者 (OR 0.58、95％
CI 0.35-0.98、 p = 0.04) では CKD 発症のリスクが低かった。MUO
群、MHNO 群については体重変化と CKD 発症に有意な関係は認め
なかった。【結語】MHO 群では肥満の悪化により CKD 発症のリス
クの上昇を、逆に MUNO 群では体重減少により CKD 発症リスク
の減少を認めた。

A-12-01
腹部超音波スクリーニング検査での常染色体優性多発性嚢
胞腎の早期発見の成果
社会福祉法人　聖隷福祉事業団　保健事業部　
聖隷健康サポートセンター Shizuoka1 
社会福祉法人　聖隷福祉事業団　保健事業部 2

○鈴
すずき

木 妃
ひ さ こ

佐子1 白岩　綾乃1 宮本　悦子1 平野 亜希子1 
鈴木　美香1 福田　崇典2

【はじめに】常染色体優性多発性嚢胞腎（以下 ADPKD）は両側腎
臓に多数の嚢胞が生じる遺伝性腎疾患であり、他臓器にも同様の嚢
胞を生じる。加齢とともに発生・増大する嚢胞により進行性に腎機
能が低下するが 30～40 歳までは無症状のことが多く、およそ 60 歳
までに約半数が末期腎不全にいたる。さらに脳動脈瘤、高血圧、大
腸憩室などを合併し、末期腎不全に至る前に脳動脈瘤破裂などで亡
くなることもあり、早期診断の重要性が認識されている。今回、腹
部超音波スクリーニング検査における腎嚢胞についての精査基準を
変更したことにより ADPKD の早期発見の成果が得られたので報告
する。【経緯】当施設では、超音波検査で大小多数の腎嚢胞を認め
る場合、画像上は原則心配なしとし、医師が腎機能値を考慮し
ADPKD の疑いも含め精査の必要性を判断していた。しかし近年進
行を遅らせる新薬が承認されたことから、精査基準について変更の
必要性を認識した。精査医療機関とも検討を重ねた結果、2018 年
10 月より「超音波検査で両腎に嚢胞が各々3 個以上認められるもの」
を病歴・家族歴などの聞き取りなしで、精査医療機関に積極的に紹
介する運用を開始した。【対象】2018 年 10 月～2019 年 9 月に当施
設で腹部超音波検査を実施した 19,960 名　【結果・考察】両腎に各々
3 個以上嚢胞があった 104 名中、すでに 7 名が診断すみ、新たに 10
名が ADPKD、7 名が疑いと診断された。1994 年の国内の疫学調査
報告では、有病率は人口 10 万人当たり 12～25 人である。今回の結
果を換算すると、人口 10 万人当たりの推定有病率は 85～120 人と
5～7 倍であり、潜在患者が多数いることが示唆された。今回の精査
基準変更が ADPKD 発見に有用であったと考えられる。【今後の課
題】ADPKD は初期症状が乏しい進行性の疾患であるため、ADPKD
に対する理解を深め早期発見の有用性を意識した腹部超音波スク
リーニング検査を普及させることが重要であると考える。

A-11-22
当センターの人間ドックにおいて検出しえなかった膵癌一
症例
東京慈恵会医科大学　総合健診・予防医学センター・新橋健診センター

○三
み ま

間　康
やすゆき

之 伊藤　恭子 湯川　豊一 前田　俊彦 
常喜　眞理 宇都宮 一典 加藤　智弘

【背景・目的】膵癌の罹患者数は近年増加傾向で、死亡者数は我が
国で 4 番目に多い癌である。5 年生存率は約 7％と固形癌の中でも
最も予後不良の癌の一つであり、膵癌の予後改善のためには早期発
見が重要である。無症状者の中から疑わしき患者を拾い上げ、早期
発見に導くことは人間ドックの重要な責務と思われる。当施設で経
験した人間ドックにて検出しえなかった膵癌症例について検討する
ことで、膵癌診断の実態と問題点、並びに今後の対策について検討
した。【症例提示】症例は 48 歳男性で、自覚症状はなく、背景因子
としてエタノール過量摂取歴（252g/week）、18 年前までの喫煙歴

（ブリンクマン指数 500）、癌家系を認めた。BMI 20.7、血液・生化
学検査は特に異常なく、膵 amylase 43IU/L、CA19-9 14U/mL で
あった。腹部超音波検査では膵臓に明らかな腫瘤・主膵管の拡張は
同定できなかった。上部消化管内視鏡検査（EGD）では慢性胃炎を
認めるのみであり、十二指腸球部から下行部まで異常は指摘されな
かった。健診２カ月後より夜間に嘔気 ･ 嘔吐があり、当院外来を受
診。DUPAN-2 46,000U/ml、腹部造影 CT 検査、EGD で、膵頭部腫
瘤と圧排による十二指腸狭窄を認め、膵頭部癌と最終診断された。

【考察】進行した膵癌であっても発生部位や消化管ガス・糞塊など
による条件によってはその発見が困難な場合が知られている。毎年
の健診受診に加え、受診者側の条件を整えることも重要である。さ
らに膵癌発見に焦点をあてた MRI などを組み合わせた検診オプショ
ンの設定も今後の検討すべき事項と考えられた。【まとめ】当施設
で経験した人間ドックで検出しえなかった膵癌症例を報告した。膵
癌死亡数減少のためにも膵癌の早期発見は健診の責務であり、より
確実な膵がん検診を目指したい。

A-11-21
腹部超音波検診における膵描出不良所見に対する取組み（第
２報）
一般財団法人柏戸記念財団　ポートスクエア柏戸クリニック 1 
公益財団法人　ちば県民保健予防財団 2
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せんだ

田　裕
ゆうこ

子1 加藤 理恵子1 伊藤　絵里1 内田　裕美1 
奥田　桂子1 藤井　清孝1 長尾　啓一1 仲野　敏彦1 
山口　和也2 瀧澤　弘隆1

【背景】我々は第 59 回本学会において、膵描出能向上のための取組
みについて報告した。今回はさらに症例数を増やして検討し若干の
考察を加えて報告する。【目的】6ヶ月後超音波再検査と飲水法の有
用性について検討した。【対象】2017 年 11 月から 2020 年 3 月迄に
再検査を実施した 70 例。【方法】検診時に膵描出不能域を認めた場
合、C6（6ヶ月後再検査 ) 判定として超音波再検査を行い、描出良
好にならない場合には 500 ml の飲料水服用後に再度検査を行った。
検診時、再検時、飲水後の 3 時点における膵 4 区域（鈎部、頭部、
体部、尾部）の描出スコアを 0（描出不能）、1（描出不能域あり）、
2（描出良好）の 3 段階に分類し肥満度別に集計した。肥満度は BMI 
25 未満を普通体重群、25 以上 35 未満を肥満群、35 以上を高度肥満
群とした。【結果】膵 4 区域総スコアの平均は検診時 2.4、再検時 5.3、
飲水後 6.8 へと上昇した。肥満度別では普通体重群で 2.2、4.6、6.7、
肥満群で 2.1、3.6、6.6、高度肥満群で 3.0、3.5、7.5 へとそれぞれ上
昇した。区域別では鈎部で 0.5、1.2、1.5、頭部で 0.7、1.3、1.7、体
部で 1.1、1.5、2.0、尾部で 0.1、1.2、1.6 へとそれぞれ上昇した。23
例（32.9%）は飲水無しで最大スコア 8 となり、このうち 12 例は
BMI 37.0 を含む肥満群であった。【総括】飲水法により膵描出能は
向上した。飲水なしに描出良好となった例も多く、取組みは有用で
あった。膵描出不能例は腹部超音波検診判定マニュアルで要精査判
定とされており、非侵襲的な超音波検査による再検査の有用性につ
いて今後も検討を重ねたい。
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A-13-02
人間ドック・健診で発見された膀胱癌症例と尿潜血・腹部超
音波検査との関連
社会医療法人　青嵐会　本荘第一病院　保健センター 1 
社会医療法人　青嵐会　本荘第一病院　診療部 2

○三
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浦 美
み な こ

奈子1 五十嵐 和美1 大場 美紀子1 木内　利恵1 
菊地　入子1 水口　直樹2 鈴木　克彦2 小松　大芽2

【目的】当院人間ドックでは膀胱癌の発見が増えている。血尿は膀
胱癌の主症状としてあげられるが、当院では尿潜血が精査とならず、
腹部超音波検査からの発見もある。膀胱癌症例と尿潜血・腹部超音
波検査の関連を検討した。【対象】2015 年 4 月から 2018 年 3 月に人
間ドック・健診を受診し、腹部超音波検査も実施した 21,648 名中、
膀胱癌が発見された 10 名。【方法】膀胱癌症例の背景と尿潜血・腹
部超音波検査結果を後ろ向きに調査。【結果】膀胱癌 10 名、発見率
0.046％、男性 7 名、女性 3 名、平均年齢 60.5 歳（44～74 歳）。喫煙
者は 2 名。全て外科的治療を受けていた。発見動機は尿潜血（3 ＋）
で精査 2 名、尿潜血（2 ＋）以上と腹部超音波検査で精査 2 名、腹
部超音波検査で精査 6 名だった。前記 6 名の尿潜血結果は（±）3
名、（－）3 名だった。また、前回ドック・健診の尿潜血が（－）・

（±）から癌発見年に（2 ＋）以上に転じた者が 3 名みられた。直近
の腹部超音波検査は 8 名が 1 年前、2 名が 2 年前の実施で全症例に
膀胱所見はなかった。【考察】膀胱癌 10 名中 4 名に尿潜血（2 ＋）
以上の陽性を認めたが、6 名は（－）または（±）で、腹部超音波
検査を同時に実施しなければ癌の発見につながらなかった。また、
尿潜血結果が精密検査に該当せずに推移していても、（2 ＋）以上に
転じた場合は精密検査を強く勧めることが重要である。腹部超音波
所見は全症例 1～2 年で変化がみられており、膀胱癌の早期発見に
は尿潜血検査と共に腹部超音波検査の実施が推奨される。当院では、
腹部超音波検査は膀胱充満状態で実施しているが徹底には至ってい
ない。今後採尿のタイミングを再検討していきたい。

A-13-01
当院における前立腺・PSA専門外来設置に伴う前立腺癌検
診の普及
鈴鹿回生病院　健康管理センター

○笠
かさい

井　智
ち か

佳 太田 恵美子 家入 加世子 辻　　泰子 
坂部　知香 梅原　美幸 西川　恭弘 鈴木　彦次 
田中　　公

【目的】前立腺癌は年齢依存性に増加し、近年の高齢化社会の進行
に伴い急速に増加している。ほとんど自覚症状がなく、早期に発見
するためには PSA の採血検査が非常に有効である。当院への前立
腺・PSA 専門外来設置に伴い、前立腺癌検診（PSA 測定）の必要
性を受診者に啓蒙することによる、前立腺癌検診受検者数および前
立腺癌発見率の推移について検討した。【対象】当院では 2019 年 4
月から泌尿器科専門医による前立腺・PSA 外来を週 1 回設置し、男
性受診者へ前立腺癌検診の必要性について啓蒙活動を強化した。
PSA 基準値 4ng/ml 以上を要精密検査指示とし、検診結果に専門外
来での精密検査電話予約案内パンフレットを同封している。2019 年
4 月から 2020 年 3 月までの男性受診者 4203 名 (50 歳以上 2199 名 )
を対象に、前年度の前立腺癌検診受検者との比較を検討した。【結
果】前立腺癌検診受検者 1538 名（50 歳以上 1364 名）で、50 歳以
上の男性受診者中 62% の方がオプションで PSA 測定された。要精
密検査指示者 84 名（5.5％）中、精密検査実施者は 54 名（64％）で
あった。自施設で 41 名が精密検査を受け、前立腺癌症例は 11 名で
あった。【考察】2018 年 4 月から 2019 年 3 月までの、取り組み前の
1 年間では、男性受診者 4103 名（50 歳以上 2119 名）中、1053 名

（50 歳以上 876 名）が前立腺癌検診受検され、50 歳以上では 41.3%
の方が PSA を測定された。要精密検査指示者 40 名（3.8％）中精密
検査実施者は 25 名（62.5%）であったが他院での精査が多く、把握
できた前立腺癌症例は 1 名であった。啓蒙活動強化に伴い PSA 測
定者が前年度の約 1.5 倍に増加し、専門外来設置により詳細な精査
可能となり、癌発見率も明らかに増加した。【結語】前立腺癌検診
の必要性啓蒙や、専門外来による予約精査システムを確立すること
により、PSA 測定者および自施設での精密検査実施率が増加した。
今後も前立腺癌早期発見早期治療を目指し、啓蒙活動を継続する予
定である。

A-12-04
尿蛋白測定試験紙（±）症例における腎機能低下に関連する
因子について―第８報:他施設データによるスコア化の検
証―
一般社団法人　新潟縣健康管理協会 1 
一般財団法人　健康医学予防協会 2

○山
やまもと

本　　晃
あきら

1 清水 不二雄1 福田　祐明1 谷川　　司2 
後藤　朋子2 山倉　　晃2 田辺　　信2 井上　雄介2 
村山　　実1

【目的】我々は当学会にて尿蛋白 (±) 症例における腎機能低下関連
因子につき連続して報告してきた。今回は既報の新潟縣健康管理協
会作成リスクスコアにつき他施設データによる検証を試みた。【方
法】対象は 2017 年度の健康医学予防協会ドック受診者から尿蛋白
(１＋ ) 以上と検査値欠損例とを除外した 18,344 名 ( 男性 10,558 名、
女性 7,786 名 )。既報の管理協会データに基づき提案されたスコア

（年齢、尿蛋白、ＢＭＩ、尿酸の腎機能低下へのオッズ比と層別化
により付与）を予防協会データに当てはめ その適合度については
ROC 曲線の曲線下面積 (AUC) により検討し、カットオフ値は
Youden Index (YI) により選定した。解析ソフトとして IBM 
SPSS(Ver.22) を用いた。【結果と考察】既報データにおける暫定配
点による最高 AUC 値は 0.755 (95% 信頼区間：0.740～0.770) であっ
たが今回の他施設データへのスコア適用により AUC 値は 0.803 (95%
信頼区間：0.783-0.823) と増加し YI によるカットオフ値 6.5 で感度
75％、特異度 70％前後が見込まれむしろ良好な結果となり新潟縣健
康理協会提案スコアの一般化に向けた可能性が示唆された。今後さ
らに実用化に向けて配点への小修正による精度上昇を図るとともに
縦断的に予測能に関しても検討する必要がある。【結論】当協会デー
タから提唱されたスコアの一般適用が可能であることが明らかとな
り尿蛋白 (±) と併存する関連因子から算出される腎機能低下リスク
スコアによる早期腎障害検出の可能性が示唆された。

A-12-03
当センターにおける腹部超音波検査での腎嚢胞の取扱いに
ついて
日本赤十字社熊本健康管理センター

○山
やまぐち

口　香
かおり

織 大坪　茅優 大野　奈緒 田村　千穂 
山口　勝利 田中　信次 木場　博幸 大竹　宏冶

【はじめに】腹部超音波検査（以下 US）で腎嚢胞はよく見られる所
見であり、当センターにおける判定は主に観察不要 ~ 要観察 12ヵ
月（B 判定）になっている。しかし、この集団の中には常染色体優
性多発性嚢胞腎（以下 ADPKD）の可能性がある症例も含まれてい
る。ADPKD は、早期発見し専門医へ誘導することで、末期腎不全
発症までの期間を遅延させることが出来ると報告されている。そこ
で、当センターにおける US での腎嚢胞の取扱いについて検討した
ので報告する。【対象】2018 年 4 月～2019 年 3 月までの人間ドック
受診者で US を受けた延べ 30,729 名（平均年齢 54.0±11.4 歳）。【方
法】US において腎嚢胞を両腎にそれぞれ 5 個以上を有するもの（透
析中・ADPKD の診断がついている症例を除く）を腎嚢胞多数群

（以下多数群）、それ以外の腎嚢胞を有する群（以下数個群）とし、
現病歴・既往歴、家族歴、腎機能（eGFR 値、CRE）を分析した。
有意差の検定はカイ二乗検定（p ＜ 0.05）を用いた。【結果】対象
30,729 名（男性 17,613 名、女性 13,116 名）のうち、腎嚢胞は 4,195
例（13.7％）に認め、男性 3,218 例（18.3％）、女性 977 例（7.4％）
だった。多数群は 42 例（0.14％）、数個群は 4,137 例（13.5％）だっ
た。現病歴・既往歴では、高血圧・腎機能低下・肝嚢胞・脳出血に
おいて多数群で有意に多く認めた。家族歴では、腎不全・脳出血に
おいて多数群で有意に多く認めた。腎機能では、多数群で eGFR 値
は有意に腎機能低下を示し、CRE は有意に高値だった。eGFR 値に
関しては、多数群の 54.8％が要再検 3ヵ月（C2 判定）・要精密検査

（D 判定）だった。【まとめ】多数群と数個群に、現病歴・既往歴、
家族歴、腎機能において有意差を認めた。【結語】US にて腎嚢胞を
多数認めた場合は B 判定としていたが、条件によって D 判定に変
更し専門医へ誘導することで、ADPKD 早期発見・早期治療につな
げていきたい。また、病診連携の体制を構築していきたい。
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A-14-04
乳がん検診の画像診断カテゴリー5で発見される乳がんの
臨床像について
大阪医科大学　健康科学クリニック

○後
うしろやま

山　尚
たかひさ

久 内藤　美希 松岡　理沙 湯口　裕子 
萩原　暢子 福田　　彰 藤原　祥子

【目的】乳がん検診の対象は無症状者であるが画像診断でほぼ乳が
んと考えられる病変が存在するカテゴリー5 が散見される。そこで
人間ドック、乳がん検診においてカテゴリー5 と画像診断できた乳
がんに関してその臨床像を検討した。【対象と方法】当院において
過去 10 年間（2010～2019 年度）に人間ドック、乳がん検診にて発
見された 245 例の乳がんのうち、マンモグラフィ検査 and/or 乳房
超音波検査でカテゴリー5 と診断された 64 例を対象とした。乳腺間
質肉腫、乳腺悪性筋上皮腫は検討対象から除外した。これらに関し
て検診の種類、自覚症状、腫瘤触知の有無、および臨床進行期分類
等を検討した。市民検診および職域健診では 2017 年度から乳房視
触診廃止のため腫瘤触知の有無に関しては二次検診時の乳腺専門医
の診察所見を採用した。統計学的解析はχ２検定にて行った。【成
績】過去 10 年間の当院の検診で発見された 245 例の乳がんの画像
検査でカテゴリー3，4，および 5 はそれぞれ 59 例（24.1％）、123 例

（50.2％）、および 64 例（26.1％）であった。カテゴリー5 と診断さ
れた健（検）診の種類は人間ドック、職域健診、市民検診、および
当院独自の乳がん検診でそれぞれ 10.9％（7/64）、9.4％（6/64）、
65.6％（42/64）、および 14.1％（9/64）であり、市民検診がほかに
比べて有意（P ＜ 0.001）に多かった。触知腫瘤は 65.6％であり、そ
のうち 2 ｃｍ径以上が 65.8％で、臨床進行期分類では II 期以上が
54.5％であった。今回の検討対象のうち 31.3％（20/64）がしこり等
の症状を自覚していた。【結論】乳がん検診の画像診断カテゴリー5
で発見される乳癌には自覚症状があるもの、腫瘤径が 2 ｃｍを超え
るものが多数みられ、本来保険医療で乳がんの診断がなされるべき
症例がこれらに含まれている可能性が示唆された。

A-14-03
高濃度乳房が乳癌検診の精度に与える影響について
医療法人　大宮シティクリニック　放射線部 1 
医療法人　大宮シティクリニック　医局 2 
埼玉医科大学病院　医学部健康管理センター 3 
公立阿伎留医療センター　呼吸器外科 4

○中
なかざわ

澤　浩
ひろこ

子1 山口 ひとみ1 堀越　隆之1 清水　正雄3 
三浦　弘之4 君塚　孝雄2 中川　　良2 中川　一美2 
中川　高志2

【背景・目的】高濃度乳房は乳癌検診の精度に関わることが想定さ
れている。マンモグラフィガイドラインでは乳房構成における極め
て高濃度・不均一高濃度を高濃度乳房としており、近年高濃度乳房
について関心が高まっている。しかし、高濃度乳房がどの程度乳癌
検診に影響するか明らかではない。そのため乳房構成の分類と所見
の関係性について分析した。【対象】2018 年 10 月～12 月までに乳
癌検診を受検した 5775 名中、マンモグラフィ検査 (MMG) と乳房超
音波検査 (US) を併用した 752 名 ( 平均年齢 48.7 歳・乳癌症例 2 例を
含む )。【方法】検診マンモグラフィ認定技師の A 認定を取得してい
る 3 名で、MMG を見直し、乳房構成を 4 分類 ( 極めて高濃度・不
均一高濃度・乳腺散在・脂肪性 ) し、乳房構成別に MMG および US
所見について分析した。【結果】乳房構成を 4 分類した結果、極め
て高濃度が 25 名 (3.3％)、不均一高濃度 304 名 (40.4％)、乳腺散在
390 名 (51.9％)、脂肪性 33 名 (4.4％) であり、それぞれの平均年齢は
順に 40.8 歳、46.3 歳、50.7 歳、52.1 歳であった。乳房構成別の MMG
所見なし・US 所見ありの割合は、極めて高濃度 28.0％、不均一高
濃度 40.1％、乳腺散在 26.4％、脂肪性 9.1％であった。さらに、MMG
所見なし・US 所見ありの US 所見を、腫瘤・のう胞・線維腺腫・乳
腺症・その他の 5 つに分類し、乳房構成別に比較したところ差異は
認めなかった。乳癌症例の 2 例とも不均一高濃度であり、1 例は
MMG でも所見を指摘できたが、もう 1 例は MMG で所見が指摘で
きなかった。【考察】高濃度乳房の割合は 43.7％であり、平均年齢
が低くなるにつれて高濃度乳房の割合が高くなった。MMG 所見な
し・US 所見ありのうち、高濃度乳房の割合は 68.1％であり、高濃
度乳房では MMG で描出されにくい所見が存在することが示された。
しかし、各所見の診断については大きな差は認められなかった。今
後は乳癌症例を中心に高濃度乳房が乳癌検診に与える影響について
検討していきたい。

A-14-02
乳腺レポートシステム構築への取り組み～MMG・US併用
読影の開始～

（一般社団法人）半田市医師会健康管理センター

○鈴
すずき

木　博
ひろこ

子 鈴木　那奈 高橋　恵子 田中　麻美 
新美　直樹 河野　太郎 倉部　輝久

【背景と目的】当施設の乳がん検診は、MMG 単独、US 単独、MMG・
US 併用の 3 つのコースがある。2019 年までに MMG の読影をアナ
ログからデジタルへ移行し、比較読影や結果入力を容易に行うこと
ができるレポートシステムを構築した。当初は MMG のみの稼動
だったが、2020 年より US もモニタ読影を実施、レポートシステム
上での併用検診の総合判定を開始したので、現状を報告する。【方
法】当施設の乳腺レポートシステムは、画像管理サーバー、読影用
ワークステーション、マッチングシステムで構成されている。マッ
チングシステムを使用し画像と受診者情報の紐付けや、過去データ
との紐づけを行っている。MMG の読影に使用していたこのシステ
ムを US 画像にも適用することで、MMG・US の並列表示が可能に
なった。システム導入前の US の読影はサーマルを使用していたた
め、併用検診の読影は手書きの問診票で運用していた。US の読影
をモニタ上で行うことにより、フィルムレス・ペーパーレスで併用
読影・総合判定をシステム上で行うことが可能となった。また、レ
ポートシステムと健診システムを連携させ、結果入力を自動化した。

【結果と考察】レポートシステムでの併用読影ができる環境を読影
医に提供することが可能となり、読影精度が向上した。また、結果
入力の自動化により、手入力による人為的なミスの削減や効率化に
つながった。このシステムの運用開始に伴い、併用検査結果表の所
見を詳細に記載するため、システム修正を行う予定になっている。
今後は、撮影時に過去画像やデータを参照できるシステムの構築を
めざす。

A-14-01
当施設におけるマンモグラフィ検査の実績と精度管理の意
義
大阪医科大学健康科学クリニック

○八
はった

田　悦
えつこ

子 大槻 やすよ 松舟　瑞希 安西　　央 
後山　尚久 藤原　祥子

【目的】2009 年施設開設以来、当院は女性の受診者が多く、現在で
は年間 19,441 件の健診受診者の 65％が女性であり、マンモグラフィ
検査も年間 6400 件を越えている。2014 年から 5 年間の当院のマン
モグラフィ検査の実績と結果について報告する。【方法】2014 年度
から 2018 年度に実施したマンモグラフィ検査 31,109 件を対象とし
た。年度毎に「任意型」と「対策型」に分けて、年代別・カテゴ
リー別の要精密検査率、精密検査受診率、がん発見率について厚生
労働省「各がん検診に関する精度管理指標と許容値・目標値」を参
考とし、検討した。【結果】要精密検査受診率は参考とした許容値

（11％以下）を全年度満たしていた。2014 年度に当院院内精度管理
委員会に置いて精密検査受診率に関し検討し、2014 年 9 月より呼び
出しシステムを開始した結果、精密検査受診率は 2015 年度から大
幅に上昇し許容値 80％以上を達成し、対策型では目標値 90％以上
も実現できた。乳がん発見率は許容値 0.23％以上をほぼすべて達成
していたが、任意型は発見率が低い傾向にあった。これはリピート
率（2 年に 1 回以上マンモグラフィ検査を当院で実施している率）
が、任意型は 44％で、対策型 27％よりも多いためと考えられた。カ
テゴリー別乳がん発見率は、カテゴリー3 は 1～3％、カテゴリー４
は 18～48％、カテゴリー5 は 100％（2014 年度以外）であった。年
代別乳がん発見率は 60 歳代が 0.59％と最大であった。【考察】当院
のマンモグラフィ検査はほぼすべて許容値をクリアできており精度
管理上優良といえる。呼び出しシステムを導入した結果、精密検査
受診率を上昇させることができ、精度管理委員会などでデータを検
討することの重要性を認識できた。今後も継続したデータ管理を行
い、精度向上に努めていきたい。
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A-14-08
健診における乳腺良性腫瘍摘出後症例の盲点
日本歯科大学附属病院　乳腺内分泌外科 1 
医療法人社団　藤崎病院　外科 2 
医療法人山柳会　塩味病院　内科 3 
川口パークタワークリニック 4

○櫻
さくらい

井　健
けんいち

一1,2,3,4 鈴木　周平1,2 平野　智寛1 安達　慶太1,3 
窪田　仁美2,4 鈴木　佑奈4 藤崎　　滋2 塩味　正雄3 
池田 ゆかり4 辻　　泰喜4

【はじめに】本邦における乳癌検診の普及・啓蒙によって任意型・
対策型検診による乳腺腫瘤性病変の発見件数は増加している．乳腺
線維腺腫は良性腫瘍であるが、腫瘍径が小さいと画像診断で葉状腫
瘍や粘液癌との鑑別を要すことが多い．われわれは乳腺線維腺腫切
除後 5 年目に切除部近傍から発生したと思われる葉状腫瘍の 1 例を
経験し、経過観察の期間や follow up の重要性を考えさせられたの
で報告する． 【症例】症例は 41 歳女性．5 年前に左乳房 C 領域の腫
瘤を主訴に来院．超音波検査で直径 24mm の多結節性の腫瘤を認
め、画像診断上葉状腫瘍が否定できなかったため、摘出生検術が施
行された．病理組織診断は線維腺腫であり、切除断端は一部陽性で
あった．その後 1 年に一回、新規病変の検索のため近医を検査に訪
れていたが、5 年目の検査で前回切除部の瘢痕部に一致して
31x25mm 大の境界明瞭な低エコー腫瘤が認められた．針生検を施
行したところ、病理組織診断は中間度悪性群の葉状腫瘍であった．
術前諸検査の後、局所麻酔下内視鏡補助下葉状腫瘍切除術 (margin 
5 mm) を施行し、術後経過良好にて第 1 病日に退院した．病理組織
診断は葉状腫瘍 ( 良性 )、切除断端は陰性であった．術後 1 年目の現
在、再発の所見を認めていない．5 年前に摘出した線維腺腫の病理
組織所見をもう一度検索したが、当時の切除検体に葉状腫瘍の所見
はなかった．【結語】線維腺腫は良性腫瘍であり、切除後に再発を
探索するために定期的に follow up することは、あまり必要とされ
ない．良性腫瘍の摘出後に超音波検査で経過を観察する場合、摘出
後の組織修復の結果、摘出部位の構築が乱れていることもあり、同
部に一致した新規の腫瘍の発見が遅れることがある．摘出部位近傍
の新規腫瘍の出現を念頭において、定期的な健診を受け、注意深く
観察する必要があると考えられた．

A-14-07
マンモグラフィ施設画像評価認定取得および精度維持につ
いて
社会医療法人財団　石心会　アルファメディック・クリニック

○若
わかばやし

林　美
みさ き

咲 兼則　絢女 原田　恵実 坂上 さやか 
色摩　希美 田所 佳奈子 梶田 千恵子 山中　　聡 
野崎　浩二 林　　建男

【背景および目的】マンモグラフィ（以下 MMG）検査の実施にあ
たっては、NPO 法人日本乳がん検診精度管理中央機構による３年
ごとの MMG 施設画像評価認定（以下施設認定）が行われ、画像・
線量評価による品質管理がなされているが、全国的に施設認定は限
られているのが現状で、撮影手技に高い精度が求められるためと考
えられる。当施設では 2017 年に MMG 装置を CR から DR に更新
し、新たにソフトコピー臨床画像評価での施設認定の取得を目標と
した。それに際して、適正な画像を撮影し高い品質を維持するため
の方法を検討した。【方法および使用機器】2019 年 4 月から 2020 年
3 月までに撮影した 4590 名を対象とした。撮像機器には以下を使用

〔富士フイルム　FUJIFILM AMULET Innovality、富士フイルムメ
ディカル　SYNAPSE EX-V、EIZO 5MP〕。画像選定は技師 5 名で
行い、撮影前後に手技の確認を行った。【結果】対象者の内訳は 20
代 6 名、30 代 327 名、40 代 1877 名、50 代 1700 名、60 代 590 名、
70 代 88 名、80 代 2 名。乳房構成は脂肪性 149 名、散在性 1787 名、
不均一高濃度 2379 名、極めて高濃度 275 名であった。過去に撮影
歴のある受診者に対しては撮影前に乳腺構造を確認してから撮影に
臨むこと、またポジショニングの合格基準を示した画像を撮影室に
掲示し、撮影時にも随時確認することが効果的であった。撮影前準
備に加え撮影後評価および十分な情報交換も有効であった。【考察】
ソフトコピー臨床画像評価では各乳房構成の画像提出が求められ、
またポジショニングを含めた撮影技術に重点が置かれているため、
撮影者間の情報共有が となると考えられる。適正な乳がん検診を
継続するため、今後も精度の高い画像提供に努めていきたい。

A-14-06
乳がん検診経年受診者へのUS併用検診推奨の有用性
亀田総合病院附属幕張クリニック　診療放射線部

○小
おぐら

倉　直
なおこ

子 原　　博子 山本　莉奈 那須　智子 
田辺　真莉 宮崎　夏乃 島本　武嗣 片山　信仁 
和田　亮一 光島　　徹

【背景・目的】当院では 1990 年の開院当初より US 併用乳がん検診
を実施している。 2017 年度より視触診を廃止し US の重要性をさ
らに受診者へ伝えている。また当院は経年 受診者が多く、選択項目
の変化と項目を変更した受診者から発見されたがん症例を振り返 る
ことにより今後の受診項目をどのように積極的に推奨していくべき
か検討を行った。【方法】2015 年度と 2016 年度、2016 年度と 2017 
年度、2017 年度と 2018 年度の 3 期間 において、それぞれの期間
内で 2 年度連続乳がん検診を受診した方を経年受診者とし、1 年 目
と 2 年目に選択した項目の変化を調べた。また 2 年目に発見された
乳がんのうち 1 年目 MG 単独受診、2 年目併用または US 単独を選
択した例に関して US 上乗せ効果 (MG 単独 では検出困難 ) を検証
した。なお 2 年目に US 単独を選択した例での検証は、後日外来で 
撮影した MG を参考にした。対策型検診は対象から外した。【結果】
2015 年度の経年受診者は 5,653 人、内訳は併用 2,890 人、MG 単独 
1,475 人、US 単独 1,288 人であった。その方々が翌 2016 年度に選
択した項目は併用が増加し MG 単独は 減少、US 単独はほぼ変化が
なかった。2016 年度、2017 年度についてもそれぞれ同様の傾 向で、
その推移は有意であり (p ＜ 0.001) 併用検診は増加傾向といえた。1 
年目 MG 単独 受診のうち 2 年目に併用または US 単独を選択した
のは 3 年間で延べ 1,675 人、乳がん発 見数は 9 人 ( がん発見率 
0.54%)、そのうち 8 人で US 上乗せ効果が確認できた。【考察】経
年受診者の併用検診は増加傾向であるが、依然として単独健診を続
ける方、さらにその中で同一モダリティのみを続ける方もいる。今
回確認された US 上乗せ効果から MG 単独健診が US 併用検診へ選
択を変えることの有用性が示唆された。今後当院の経年受診者 に対
し、より有効な通知法を見出し、積極的に US 併用検診を推奨すべ
きと考えた。

A-14-05
MMG装置の機種更新に伴う使用実績の比較
一般財団法人柏戸記念財団　ポートスクエア柏戸クリニック

○長
ながしま

島 今
き ょ う こ

日子 野口　桂子 小日置 佳代 島木　栄佳 
内田　裕美 奥田　桂子 藤井　清孝 湯口　恭利 
瀧澤　弘隆 長尾　啓一

【目的】当施設では 2017 年 5 月に業務の作業効率 ( スループット )
および画質の向上、被ばくの低減を目的にマンモグラフィ装置を CR
から FPD に更新した。これらが達成できているか、作業時間の算
出、画質の検討、被ばくに関しては同条件の撮影が不可能なため平
均乳腺線量 (AGD) による比較検討をした。【対象と方法】装置：東
芝 社 製　MammorexPlus(CR) / 富 士 フ ィ ル ム 社 製 AMULET 
Innovality（FPD）2016 年度から 2018 年度までの受診者数と要精
密検査率、一件あたりの作業時間および AGD を把握し、両装置の
比較を行った。【結果】CR での作業時間は平均約 10 分、FPD では
約 7 分。件数は 2016 年度 3026 件に対し、2017 年度 3247 件、2018
年度 3554 件と経年増加した。2016 年度要精密検査率は 3.60%、2017
年度 3.85%、2018 年度 3.69% であった。AGD は定期精度管理にて、
CR で は Mo/Mo(28kV) で 1.4mGy、FPD で は W/Rh(28kV) で
0.94mGy だった。【考察】CR でのＸ線曝射から IP の読み取り・画
像の表示・確認までの動作が、FPD では曝射後すぐに画像表示され
確認が可能なため、作業時間の短縮・再撮影の迅速化によりスルー
プットが向上し、業務時間内の撮影可能人数が増え、予約枠を拡大
することができた。画質に関しては Mo から W に陽極が変わった
ことでエネルギー分布が高くなり低コントラストになるが、富士
フィルム社独自の線質補正技術により Mo 同等の画質を実現してい
た。画質が向上していると仮定し要精密検査率が増加すると懸念し
たが、ほぼ変化はなく、以前同様許容値を下回っていた。被ばくに
関しては同環境を再現できないが、AGD は 3.0mGy 以下とされてお
り、W 陽極の方が低く、富士フィルム社も従来の同社 Mo 陽極より
も約 14% の被ばく低減が可能になったとしていて、目標を達成でき
たと考えられる。
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A-15-02
簡略更年期指数を用いたドック受診者における更年期障害
治療効果についての検討
公益財団法人日本生命済生会　日本生命病院　
ニッセイ予防医学センター

○泉
いずみ
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ゆ き こ

紀子 永田　彩織 眞弓　周子 河面　　聡 
大山 摩佐子 住谷　　哲 佐藤　文三 中村　秀次 
栗波　仁美

【目的】当センターではドックにて更年期障害評価のため簡略更年
期指数 (SMI) を使用している。今回、我々は更年期障害治療効果に
ついて SMI を用いて検討を行ったので報告する。【方法】当センター
では 40 歳から 60 歳の女性ドック受診者に SMI を施行している。
2013 年 5 月から 2019 年 3 月の間に 1 回～6 回の SMI を受けた受診
者は 5312 名であった。このうち経過中に更年期治療を開始し、開
始前、開始後 2 度目の SMI をうけたすべての受診者は 28 名であっ
た。この 28 名の更年期治療効果、治療前 SMI 値・治療法・SMI 項
目別による治療効果を検討した。治療前平均年齢は 49.3±3.9 歳で
あった。【結果】治療を受けたすべての受診者の治療前後の SMI 値
は治療前が平均 49.8 点、治療後が平均 47.1 点で 28 名中 14 名 (50%) 
で低下を認めたが有意差はなかった。治療前 SMI 値は 0～25 点が 6
名、26～50 点 9 名、51～65 点 5 名、66～80 点 6 名、81～100 点 2
名であった。治療前 SMI 値 66～80 点と比較的高値の受診者は治療
後有意に低下した。治療法はホルモン補充療法 (HRT) 7 名、漢方薬
9 名、プラセンタ 3 名、HRT と漢方薬 1 名、HRT とプラセンタ 1
名、治療法不詳 7 名であった。HRT にて 7 名中 3 名 (42.9%) で SMI
値が低下した。項目別では「顔がほてる」の 4 名、「冷えやすい」の
4 名で低下を認めた。漢方薬にて 9 名中 4 名 (44.4%) で SMI 値が低
下した。項目別では「頭痛、めまい」の 5 名で低下を認めた。【結
果】ドック受診者の更年期障害治療では 5 割で SMI 値が改善した。
治療前 SMI 値 66～80 点の受診者は治療後有意に低下した。HRT、
漢方薬治療とも約 4 割で改善した。また HRT では 2 項目、漢方薬
治療では 1 項目が半数以上で改善した。【結論】更年期障害未治療
のドック受診者に対して治療を奨励してもよいと考えられた。特に
SMI が高値の受診者は治療効果がある可能性があり、高値の受診者
の検討を今後行うべきであると考えられた。

A-15-01
当協会集団検診センタ－コルポ診外来の診療について
( 一般社団法人 ) 新潟県労働衛生医学協会集団検診センタ－コルポ診外来 1 
( 一般社団法人 ) 新潟県労働衛生医学協会プラ－カ健康増進センタ－ 2

○本
ほんま

間　　滋
しげる

1 後藤　　明1 北川　　寛2

【目的】主として当協会の頸がん検診（職域定期・人間ドック）の
二次検診（精検）の目的で集団検診センタ－にコルポ診外来を 2017
年 8 月に開設した。2 年 8 か月が経過し症例が集積したので、診療
状況について検討した。【方法】診療録を後方視的に調査・検討し
た。【結果】産婦人科専門医２名が担当し、当初週２日、2019 年 4
月からは週４日診療した。2020 年 1 月までに 425 例が受診し、年齢
階層は 40 歳代 145 例、30 歳代 114 例、50 歳代 78 例、20 歳代 58 例、
60 歳代 17 例だった。一次検診（細胞診）とコルポ診下生検の病理
組織診断の関係は、1) LSIL（220 例）で CIN1: 75 例、CIN2:7 例、
CIN3:1 例、2) HSIL（41 例）で CIN1:10 例、CIN2:9 例、 CIN3:14 例、
3) ASC-H（32 例）で :CIN1:13 例、 CIN2:6 例、 CIN3:5 例、4) AGC（4
例）で頸部腺癌１b１期と内膜異型増殖症各１例であった。また、5) 
ASC-US （115 例）の HPV DNA 検査 (Cobas 6800/8800 システム、
ロシュ社：HPV:16 型、18 型の判別、その他 High risk 型 12 種：31, 
33 ,35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68 型の一括検出 ) は、陰性：78 例
で、16(+ その他）型 :5 例、18(+ その他 ) 型 :5 例、16 型 + 18 型 + そ
の他 :1 例、その他 :26 例が検出された。これら CIN3 の 20 例、頸部
浸潤腺癌と内膜異型増殖症各１例が治療目的で市内病院に紹介と
なった。【考察】これまで問題となるような過小診断や重大な見落
しは経験されていないが、今後も慎重な診療を心掛けていきたい。

A-14-10
当院における乳がん検診からの早期発見・早期治療への取
り組みについて
川口パークタワークリニック 1 
オリエンタル上野健診センター 2 
日本歯科大学附属病院 3
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1 ○齋藤　寛佳1 齋藤　優子1 桑子 亜耶子1 
小野　寿子1 野本 奈津子1 野本　尚彦2 竹元　豊志1 
辻　　泰喜1 櫻井　健一3

【目的】当施設での乳がん検診受診者は、年間約 4000 人と毎年増加
傾向にある。MMG（マンモグラフィ）・超音波検査（ＵＳ）で要精
密検査となった受診者を併設するクリニックに於いて、数日中に乳
房 MRI（1.5T）を施行できるよう取り組みを行っている。乳房 MRI
機器導入において一年が経過したので、精密検査を必要とした受診
者のフォローアップの現状を調査し、今後の取り組みを検討した。

【対象・方法】2019 年 4 月から 2020 年 3 月まで、乳がん検診を受け
た数のうち、要精密検査・組織診等の更なる精密検査が必要となっ
た受診者・その後癌と診断され手術適応になった受診者を追跡調査
した。【結果】要精密検査となった受診者のうち、当院で精密検査
として乳房 MRI を受けた者のうち、組織診等更に精密検査の必要
となった者、また、癌と診断され手術適応になった者の集計を行っ
た。当施設での乳房ＭＲＩ精査後、手術適応になった割合をだし、
要精密検査の診断から手術までの日数を計算した結果、乳房 MRI 機
器導入により、手術までの日数短縮ができた。【考察】乳がんの確
定診断を早期に発見でき、治療に繋げることは、検診の役割が大き
い。特に造影 MRI での精査はデンスブレストなど MMG で判別し
にくい症例に対して有効である。結果から、MMG・US・MRI を行
う事により、より確実にスクリーニングを行う事ができたと思われ
る。検診日から即日の精密検査を行う事、更に提携病院との連携に
より、発見から根治治療に至るまでの日数を短縮する事は、検診を
受ける意義、受診者の QOL を保つ上で必須条件であると考える。

A-14-09
介護施設入所中に発見された検診未受診高齢者乳癌の治療
経験
日本歯科大学附属病院　乳腺内分泌外科 1 
医療法人社団　藤崎病院　外科 2 
医療法人山柳会　塩味病院　内科 3 
川口パークタワークリニック 4
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一1,2,3,4 鈴木　周平1,2 平野　智寛1 安達　慶太1,3 
窪田　仁美1,2,4 鈴木　佑奈1,4 藤崎　　滋1,2 塩味　正雄3 
池田 ゆかり4 辻　　泰喜4

【背景】本邦における乳癌検診の普及・啓蒙によって任意型・対策
型検診による発見乳癌は増加している．しかしながら、職場を離れ
た高齢者は対策型・任意型検診を受ける機会が減少し、独居する方
は年齢があがるにつれて対策型検診の受診率も減少することが知ら
れている．今回、われわれは認知症を伴い介護施設に入所中に発見
された検診未受診の高齢者乳癌を経験し、診療・検査・治療に難渋
したので報告する．【症例】症例は 86 歳、女性．介護施設に入所中．
入浴時に職員が乳房腫瘍に気づき、施設の契約している内科の先生
を介して当科を紹介され、受診した．来院時、右 AC 領域に 25mm
の腫瘤を触知した．マンモグラフィ検査では spiculation を伴う腫瘤
として描出された．超音波検査では同部に 25mm の境界不明瞭な低
エコー腫瘤を認めた．認知症を発症しているため、検査施行時に体
動は激しく、なかなか良好な画像を得る事が出来なかったため、家
族の承諾を得て、CT 検査などは睡眠中に施行した．針生検を施行
したところ、浸潤性乳管癌、ER 陽性、PgR 陽性、HER-2 陰性、Ki-
67:70% と診断された．家族と内分泌療法のみの治療や手術による治
療の選択肢を示した上で同意をいただき、全身麻酔下に右胸筋温存
乳房切除 + センチネルリンパ節生検術を施行した．手術標本の病理
組織診断は切除断端陰性、腫瘍径 25mm、ER 陽性、PgR 陽性、
HER-2 陰性、Ki-67:70%．T2N0M0=Stage IIA であった。術後 1 年
の現在、内分泌療法のみの術後補助療法を施行しているが再発・転
移を認めていない。【結語】介護施設入所中の認知症を伴う高齢者
乳癌を経験して、その発見契機、検診受診体制について深く考えさ
せられた．本演題では今後増加が見込まれる、このような症例に対
しての任意型・対策型検診について考察する．
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A-15-06
最近当科で経験した子宮頸癌検診を契機に発見された子宮
頸部腺癌3症例についての小考察
倉敷成人病健診センター　産婦人科 1 
倉敷成人病センター　産婦人科 2

○植
うえだ

田　敏
としひろ

弘1 安藤　正明2

（緒言）当科では、年間延べ約 15,000 人が子宮頸癌検診を受診し、
ほぼ全例に経腟超音波検査 (VS) を併用している。近年子宮頸部腺癌
は増加傾向にあり、全子宮頸癌の約 3 割を占めるとされる。また扁
平上皮癌に比し予後不良で、しかも検診では発見し難いとされてい
る。今回我々は、2019 年 1 月からの 2020 年 3 月までの 15 か月間
に、子宮癌検診を契機に発見された子宮頸部腺癌を 3 例経験したの
で、若干の知見を加えて報告する。（症例 1）37 歳、G2P1、月経整。
主訴はなし。VS で子宮頸部に集簇する小嚢胞、両側卵巣充実嚢胞
性陰影を認め至急精査とした。検診時頸部細胞診は SCC、子宮頸管
由来細胞もあり、AIS+CIS を経た病変の示唆あり。臨床診断は、子
宮頸部胃型粘液性癌およびその両側卵巣転移であった。（症例 2）44
歳、G4P2、月経整。主訴はなし。視診にて子宮口周辺に乳頭状且つ
易出血性病変を認め、直ちに２次施設紹介とした。検診時細胞診は
Adenocarcinoma。臨床診断は神経内分泌癌成分を含む子宮頸部腺
癌 1b 期であった。（症例３）46 歳、G3P3、月経整。主訴はなし。3
年前当科受診時の所見は子宮後壁漿膜下筋腫 (5cm 径 )、NILM で
あった。今回筋腫径が約 8cm と増大傾向にあり再検査を指示してい
たところ、細胞診が Adenocarcinoma であったので、至急２次施設
へ紹介した。２次施設での punch biopsy は子宮頸部粘液腺癌、術
前 CT、MRI でも子宮筋腫以外特記所見なく、現在診断的円錐切除
術など精査中である。（結語）症例 1 および症例 2 など稀な症例を
含む子宮頸部腺癌を、比較的短期間のうちに３例経験したので報告
した。LEGH や子宮頸部胃型粘液性癌のように VS での子宮頸部に
集簇する嚢胞像や、今回は示せなかったが HPV18 型陽性が診断の
手掛かりになった症例もあり、丁寧で慎重な細胞診を実施するのみ
ならず、有効と思われる手段を組み合わせることで、少しでも早期
発見つなげられるように工夫していきたい。

A-15-05
子宮頸がん検診におけるLBC法の導入効果～看護師の立場
から～
一般財団法人船員保険会　福岡健康管理センター

○平
ひらの

野　枝
え り

里 赤塚　由香 安河内 宏美 今中　敦子 
佐藤　道子 下野　夕子 市川　昭子 橋本 由紀江 
高尾　真美 一矢　有一

【目的】当センターでは、2019 年 8 月より施設内・巡回検診の子宮
頸がん検診全症例に、直接塗抹法（従来法）から液状化検体細胞診

（LBC 法）へ変更した。5 か月経過後、看護師の立場からＬＢＣ法
導入効果を検討した。【対象】従来法による 2018 年 8～12 月 4581
例（施設内 2859 例、巡回 1722 例）とＬＢＣ法による 2019 年 8～12
月 4617 例（施設内 2942 例、巡回 1675 例）【方法】従来法とＬＢＣ
法で細胞診結果と不適正検体数（施設内・巡回検診別）を比較した。
また、導入後の現状について看護師 12 名へ聞き取りを行った。【結
果】細胞診結果は要精検率が上昇し従来法 4.06％ＬＢＣ法 4.53％、
なかでもＡＳＣ－ＵＳ、ＬＳＩＬ、ＨＳＩＬが上昇した。また不適
正検体数は、従来法 24（0.52％）、ＬＢＣ法 0 であった。看護師へ
の聞き取りで、ＬＢＣ法を導入してよかったは総合的には 12 名全
員で、工程別には準備業務 12 名、細胞採取 10 名、検体作製 10 名、
検査終了後の検体取り扱い 12 名であった。よかった理由は準備業
務や作業工程の減少、細胞採取や固定の手技に対する不安の軽減、
検体の保管や運搬が安全で衛生的、等であった。よくない理由は検
査機関によってバイアルや伝票・細胞回収方法が違う、ブラシ採取
により出血しやすい、ブラシの先端を取り外す手技が難しい、バイ
アルがかさばる、材料費・検査料の増加、等であった。【考察】Ｌ
ＢＣ法の導入により、精度向上し業務負担は軽減した。特に限られ
た環境で行っている巡回検診で効果を発揮した。コストの増加はあ
るが、当センターでの全症例に導入したことで、費用交渉が可能で
物品管理も簡略化した。ただ、物品に対して課題もあり、ブラシは
出血しにくく先端が外しやすいもの、バイアルはブラシを入れやす
く外しやすい開口部で保存液がこぼれにくくよりコンパクトなもの
への改良が望まれる。【結語】今回のＬＢＣ法導入は、均一した検
査の実現、業務の効率化につながり大きな効果があった。

A-15-04
企業健診、個人ドックにおける経腟超音波検査の役割につ
いて～内診で異常がなくても精査・治療を必要とした症例
の経験から～
淀川キリスト教病院健康管理増進センター

○川
かわきた

北 かおり 小谷　　芳 森元　宏樹 久禮　　泉 
水窪 由美子 今田　祐子 藤田　　剛

【目的】婦人科の一般診療において、経腟超音波検査（transvaginal 
ultrasound: 以下ＴＶＵＳ）を施行せずに診療が完結することはまれ
といってよいほどであるが、子宮頚がん検診の場では細胞診採取と
内診のみですまされていることも多い。子宮サイズには影響を及ぼ
さないが精査・治療が必要な病変を見逃さないためにＴＶＵＳが有
用であるかを検討した。【方法】２０１８年１月から２０１９年１２
月までの間に当施設で婦人科検診（子宮頚部細胞診＋内診±ＴＶＵ
Ｓ±ＨＰＶ高リスク検査の選択制）を受けた受診者について、内診
での異常の有無、ＴＶＵＳ併用の有無、ＴＶＵＳでのみ発見しえた
病変、そのうち当院婦人科で手術を施行された５例の臨床経過を調
査した。【結果】婦人科検診受診者は１１７０６人、このうちＴＶ
ＵＳ申込者は１５０５人（１２．９％）であった。内診で子宮は正
常大と判断した１１４１例中、４８４例（４２．４％）ではＴＶＵ
Ｓにて子宮筋腫・子宮腺筋症があり、６３例（５．５％）には子宮
粘膜下筋腫・子宮内膜肥厚（内膜ポリープを含む）などの子宮内腔
病変を認めた。手術症例（子宮鏡下切除術３例、腹腔鏡下子宮全摘
術１例、子宮内膜全面そうは１例）には、不正出血、過多月経、貧
血、過去に同病変を指摘された既往のいずれかがあった。２例では
受診者が事前にＴＶＵＳを希望し申し込んでいたが、３例では症状
などから婦人科医の判断で追加施行されていた。【結論】内診所見
とあわない訴えや貧血があれば、積極的にＴＶＵＳを併用して所見
を得て、確実な婦人科受診につなげることも婦人科検診医の役目と
考える。受診者個々人にＴＶＵＳの意義について理解していただく
こと、また企業に訴えてＴＶＵＳを可及的に健診に組み込んでもら
うよう働きかけていくことも大切である。

A-15-03
子宮癌検診における子宮内膜ポリープに対する経腟カラー
超音波の有効性について
社会医療法人　生長会　ベルクリニック

○大
おおたに

谷　尚
ひさこ

子 園尾　広志 阿尾　浩子 田中　仁朗 
岡部 佳代子 小林　　亮

【目的】子宮内膜ポリープは子宮内膜表面から突出した結節で、過
多月経、不正性器出血の原因となりうる。臨床の場では子宮内に生
理食塩水を注入しながら経腟超音波で観察する Sonohysterography
が感度、特異度ともに高く、通常の経腟超音波よりも診断に有効と
されている。しかし、子宮癌検診では受診者の身体的、時間的負担
を考慮すると実施しにくい手技である。一方、経腟カラー超音波は
子宮内膜ポリープ内に血流を描出することにより、通常の経腟超音
波よりも精度の高い子宮内膜ポリープの検査方法であると報告され
ている。この度、子宮癌検診における子宮内膜ポリープに対する経
腟カラー超音波の有効性について検討した。【方法】当院にて経腟
カラー超音波導入前後の 3 年間での子宮内膜ポリープ疑いの診断件
数、ポリープのサイズ、発見時の子宮内膜のエコー輝度について検
討した。【結果】経腟カラー超音波導入前の 2013 年 4 月 1 日から
2016 年 3 月 31 日に診察を担当した 16,089 人中、子宮内膜ポリープ
疑いと診断したのは 47 人、導入後の 2016 年 4 月 1 日から 2019 年
3 月 31 までに診察を担当した 17,182 人中では 262 人。二次検査を
受けたのは導入前 29 人、導入後 179 人。その中で子宮内膜ポリー
プ、子宮体癌、粘膜下子宮筋腫を含む病変ありと診断されたのは導
入前 26 人、導入後 135 人。腫瘍径平均は導入前 14.73mm、導入後
10.78mm。子宮内膜ポリープを認識しにくいエコー輝度の高い子宮
内膜での検出件数は導入前 7 件、導入後 79 件だった。【結論】カ
ラー経腟超音波導入により、導入前に比べ多くの子宮内膜ポリープ
を疑う症例を検出することができた。中でもエコー輝度の高い子宮
内膜での検出件数が増加し、より小さいサイズの子宮内膜ポリープ
を検出することができた。これらは、いずれも有意差を認めた。カ
ラー経腟超音波は子宮癌検診において受診者に身体的、時間的負担
をかけずに子宮内膜ポリープを検出する有効な検査方法と考えられ
る。
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A-16-02
アミノインデックスがんスクリーニング検査（AICS）実施
者の従来型がん検診併用についての調査
JCHO 相模野病院　健康管理センター 1 
北里大学　医学部　衛生学 2 
JCHO 相模野病院　消化器内科 3

○宮
みやじま

島 江
え り こ

里子1,2 吉田　宗紀1 押田 小百合1 五十嵐 敬子1 
矢那瀬 信雄1 三枝　陽一3 今泉　　弘1,3

【目的】　AICS は、血中アミノ酸バランスから複数のがんリスクを
評価する検査である。評価はランク A・B・C に分類され、ランク
B は対策型検診項目、ランク C はより精密な検査が推奨されており、
近年 AICS をがん検診の代用として実施する受診者が散見される。
本研究では、その実態調査として AICS 検診受診者の従来型検診併
用率や、有所見数を調査し、がん検診における AICS の立ち位置を
改めて評価した。【対象・方法】　2017 年 4 月～2018 年 3 月に当院
で AICS（男性５種、女性６種）を実施した 392 人（男性 279、女
性 113) を対象とした。対象者の従来型がん検診（対策型検診、胃・
大腸内視鏡、胸部 CT,PSA、経膣超音波、乳房超音波、腹部超音波）
の実施状況を集計し、各臓器の AICS 有所見（ランク B・C）と従
来型検診有所見（要再検・要精査）の割合を集計した。 従来型検診
有所見者の精査結果を、翌年受診時に聴取し、癌発見者を集計して
AICS 結果と照らし合わせた。【結果】　従来型がん検診併用率は、
胃 79.6%、大腸 91.３％、肺 97.2%、子宮 45.１％、乳房 55.8%、前
立腺（PSA）41.9％、膵（腹部超音波）73.7％であった。男女共 AICS
１種以上にランク B・C があったのは約 70%、そのうちランク C が
あったのは約 25％であった。各種の AICS ランク C は約 5-10%、従
来型検診有所見率は子宮検診を除いて 3-5% であった。併用者の
AICS 結果を、従来型検診結果と総合して判断すると、AICS 単独
判定に比べて要受診者は半数以下に減少した。従来型検診の追跡調
査で癌が発見されたのは 2 人で、AICS はランク A であった。【考
察】　AICS 単独受診は有所見率が高く要受診者が多くなること、ラ
ンク A でも癌が発見例があることから、従来型検診併用が推奨され
る。現時点ではがん検診の代用ではなく、補助的立場であることを
明確にして推奨すべきと考える。

A-16-01
取り下げ

A-15-08
当院の婦人科検診における経腟超音波検査の成績
厚生中央病院　健康管理センター 1 
厚生中央病院　産婦人科 2

○大
おおがき

垣　洋
ようこ

子1 笹目　敦子1 林　　靖生1 長谷川 怜美2 
坂本 絵璃子2 松田　美保2 神田 理恵子2 幾石　尚美2 
池田　俊一2 川村　　良2

目的：当院の人間ドックでは、婦人科検診として子宮頸がん検診と
内診に加えて経腟超音波検査（以後 VS と略す）を全例に施行して
いる。その結果と、特に内診評価困難な卵巣と子宮内膜所見につい
て経過を調査したので報告する。方法：2018 年 1 月から 12 月まで
の当院婦人科検診受診者を対象とし、VS 所見をまとめた。そのう
ち、卵巣・子宮内膜に異常を認めた症例について、2019 年 1 月から
12 月までの経過を当院婦人科検診と婦人科外来の診療録から調査し
た。成績 1：対象は 2760 人、そのうち VS の異常はのべ 1366 例で
あった。内訳は多い順に、子宮筋腫 972 例、卵巣嚢腫 221 例、子宮
内膜病変 98 例、子宮頸部のう胞 43 例、多嚢胞性卵巣症候群 14 例、
子宮留水腫 9 例、子宮奇形 7 例、卵管留水腫 1 例、子宮頸管内異物
埋没 1 例（すべて疑いを含む）であった。成績 2：卵巣嚢腫 221 例
のうち、148 例は初めて指摘されたものであり、そのうち 73 例の経
過が確認された。治療対象となったものは 3 例であり、1 例は術後
良性を確認され、1 例は手術予定、1 例は保存的治療により卵巣嚢
腫の縮小を認めた。未治療の 42 例で卵巣嚢腫は自然消失し、25 例
は著変なし、2 例で縮小、1 例で増大を認めた。成績 3：子宮内膜病
変 98 例のうち、94 例は初めて指摘されたものであり、そのうち 57
例の経過が確認された。治療対象となったものは 14 例であり、13
例で術後良性を確認され、1 例は手術予定となっている。病理検査
で良性を確認したものが 21 例、VS で経過観察となったものが 9 例、
MRI 検査で経過観察となったものが 1 例、婦人科検診での経過観察
となったものが 12 例であった。結論：今回の調査結果では婦人科
精査・治療に移行できた症例も多く認めたが、当院受診例以外の経
過のフォローが行えなかった。今後は、追跡調査を地域と連携する
ことで、より検査の意義が深まると考えられた。

A-15-07
子宮頸がん検診における従来法とＬＢＣ法の比較検討
洛和会東寺南病院健診センター

○今
いまい

井　沙
さつき

月 西河　浩之 寒河江 悠介 谷口　隆司

【目的】当健診センターでは２０１９年５月より子宮頸部擦過細胞
診を従来の直接塗抹法（従来法）から液状化細胞診法（ＬＢＣ法）
に変更した。これまでいくつか両法の要精検率や異型細胞検出率の
比較報告があるが、当健診センターではどのような傾向にあるかを
検証した。

【対象及び方法】当健診センターで実施した子宮頸がん検診のうち
従来法を用いた２０１７年５月～２０１９年４月の１４３２件と、
ＬＢＣ法を用いた２０１９年５月～２０２０年４月の１４１８件を
対象とし、その細胞診結果を比較した。

【結果】要精検率は、従来法とＬＢＣ法の順に２．０３％（２９件）、
３．９５％（５７件）であった。異型細胞検出率は、ＡＳＣ－ＵＳ
は１．２６％（１８件）、２．１２％（３０件）。ＡＳＣ－Ｈは０．
２８％（４件）、０．００％（０件）。ＬＳＩＬは０．３５％（５件）、
１．５５％（２２件）。ＨＳＩＬは０．１４％（２件）、０．２８％（４
件）。ＳＣＣはともに０．００％（０件）であった。またＬＢＣ法に
ついてはＡＧＣも検出され、０．０７％（１件）であった。ＬＢＣ
法は従来法に比べ要精検率が約２倍となった。また異型細胞検出率
も従来法より上回り、とくにＬＳＩＬの検出率が上昇した。

【考察】ＬＢＣ法は従来法より要精検率や異型細胞検出率が高く、子
宮頸がんの早期発見に有用であると考える。また今回の比較では不
適正検体は出現せず、不適正率の検討はできなかった。ＬＢＣ法は
標本作製においても従来法より簡便であり、細胞回収率が良いとさ
れている。このことも、要精検率、異型細胞検出率向上の理由の一
つと考えられる。今後も症例数を増やし、ＬＢＣ法を用いた子宮頸
がん検診の傾向を捉えていきたい。
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A-17-01
三重県内健診データを用いた貧血の解析
近畿健康管理センター (KKC)　三重事業部 1 
近畿健康管理センター (KKC) 本部 2 
三重大学医学部附属病院　臨床研究開発センター 3
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勝1 吉澤　秀樹1 伊藤　勝英1 林　　博子2 
木村　　隆2 西村　有起3

【目的】2017 年度に三重県下で実施された健診受診者（約 15 万人）
の KKC 匿名化データベースを用いて、貧血 ( 男性 Hb ＜ 13.0 g/dl, 
女性　Hb ＜ 12.0 g/dl) の割合、年齢分布およびその要因を調査・解
析することで貧血の予防、生活習慣の改善や保健指導 / 受診勧奨 /
緊急連絡に有効利用する。【方法】ＫＫＣ三重事業部において、2017 
年 4 月から 2018 年 3 月までの 1 年間に健診等をうけた受診者約 15
万人の内、血液検査が実施されていた 99,340 名 ( 男性 67,877 例、女
性 31,463 例 ) を対象に分析、解析を行った。受診勧奨値は男性 Hb
＜ 12.0、女性 Hb ＜ 11.0、パニック値（緊急連絡）は男女とも Hb
＜ 6.0 とした。【結果】Hb（g/dl）分布は、男性の中央値 15.1（14.5-
15.8）、女性の中央値 13.9(12.4-13.8) であり、貧血は、男性では 2.1％

（ピークは 60-64 歳）, 受診勧奨値は 0.61%, パニック値は 0.00％、女
性では 14.9％（ピークは 40-45 歳），受診勧奨値 6.86%、パニック値
0.06％に認められた。貧血者の MCV 値分布では、男性では正球性
貧血が 58.7% 次いで小球性貧血 30.2％であったが、女性では、小球
性貧血が 72.3％、次いで正球性貧血 32.0％であった。多変量解析で
は、予測因子は男性では肝疾患、悪性新生物、年齢＞ 50 歳等であ
り女性では年齢＜ 50 歳、動脈硬化性疾患等であった。【結論】本横
断研究では、貧血は男性より女性に多くしかも受診勧奨値及びパ
ニック値についても女性により多いことが示された。また、貧血の
MCV 分布が女性と男性で異なること、多変量解析について貧血の
予測因子が男女で異なることが示された。データベース解析は、貧
血に関する保健指導、医師指導、緊急連絡に有効活用が期待される。
今後、5 年間の縦断研究等更なる解析を行う予定である。

A-16-05
腫瘍マーカーCA19-9 異常高値(6600U/ml以上)を示し
たが、異なる転帰をとった2例
医療法人社団蘇生会　蘇生会総合病院健康増進センター 1 
医療法人社団蘇生会　蘇生会総合病院消化器内視鏡センター 2
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一1 中村　昭光1 的場　聡子1 田中　香織1 
山鳥　紀子1 箕浦　孝晃1 長澤　邦隆2 森永　　理2

【症例 1】80 歳　男　主訴：特になし【現病歴】2016 年 2 月　人間
ドックを受診【結果】CA19-9　6619U/ml（前回 2015 年 1 月　14U/
ml）。CT：膵鈎部に低吸収域。腹部 UCG：異常陰影なし。CA19-9

（再検）8117,CEA8.8,Du-Pan-2 400.0。造影 CT：膵鈎部低吸収域、肝
に小低吸収域、十二指腸球後部にリンパ節腫大。膵癌、肝転移、リ
ンパ節転移で、3ヶ月後に永眠。　【症例 2】72 歳　男　主訴：特に
なし【現病歴】2019 年 6 月人間ドック受診【結果】CA19-9　6904U/
ml。CT: 脂肪肝、脾腫（軽度）、右腎結石。腹部 UCG：脂肪肝、胆
嚢腺筋腫症、両腎嚢胞。上部消化管透視：異常なし。以上ドック結
果。CA19-9（再検）1716,Du-Pan-2 25 以下。MRCP：分枝型 IPMN
の疑い。造影 CT：膵腫瘤性病変や膵管拡張なし、肝、胆嚢、胆管
に異常なし。上部消化管内視鏡検査：食道低異型度上皮内腫瘍、
SSBE、胃 SMT。2019 年 11 月　CA19-9　7U/ml にまで改善。大腸
内視鏡検査を説明したが拒否。【考察】CA19-9 高値の場合は、一般
的に膵癌、胆道癌、卵巣癌、進行性消化器癌、進行性肺癌などの疑
い指標とされる。症例 1 は膵臓癌であった。症例 2 は膵臓癌、胆管
癌を疑ったが、検査の結果異常は見られず、検査範囲を拡大して行
くも病変に到達できず、そのうち CA19-9 も正常化した。残る検査
は下部消化管内視鏡検査、FDG-PET での IPMC の検索も視野に入
れる必要がある。【まとめ】CA19-9 は比較的人間ドックよく行われ
るオプション検査である。異常高値例で、詳しい検査を行っても病
変にたどり着けない例もあることを経験した。人間ドックを行う上
で、視野を広げておく必要がある。

A-16-04
人間ドックでがん発見における血清ＣＥＡ値の有用性とが
ん発見のリスク要因の検討
東京品川病院　総合健診センター
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子 松田　亜弓 阿部　裕香 笹山　名月

【目的】当施設ではＣＥＡを標準検査項目、その他の腫瘍マーカー
をオプションとして測定している。ＣＥＡは一般的にスクリーニン
グでなく治療に用いられることが多く、年齢や喫煙などにより変動
する検査値である。ＣＥＡ要精密検査者のうちがん発見となった割
合を明らかにし、標準検査項目とする意義と検査の有用性について
検討した。また、がん発見に共通のリスク因子の研究は見当たらず、
近年では糖尿病とがんの関連など様々な要因ががんの発生につな
がっている可能性が示唆されており、がん報告があった対象者の問
診情報や検査結果からがん発見につながるリスク要因を検討した。

【方法】２０１６年４月～２０１７年３月の１年間の人間ドック受
診者約１４０８９名を対象とし、ＣＥＡ要精密検査者でがん発見と
なった割合と、問診や検査データ・二次検査結果からがん発見につ
ながるリスク要因を分析した。【結果】１）人間ドック受診者
１４０８９名、ＣＥＡを測定した１３６８４名中ＣＥＡ要精密検査
者は２９７名、二次検査受診報告者は１７５名、がん報告は２名

（約０．０１％）、ＣＥＡ高値ががん発見の契機となったのは１名だっ
た。２）がん報告の有無で単変量解析を用いて分析し、年齢、内服
薬の有無（血圧薬、脂質異常薬、糖尿病薬）心臓病、生活習慣の改
善行動、喫煙の有無、食事内容（緑黄色野菜、淡色野菜、肉類）、γ
－ＧＴＰ、ＧＯＴ、ＧＰＴ、空腹時血糖、ＨｂＡ１ｃに有意な差が
あった。有意差があった項目で多変量解析を行い、女性の喫煙で有
意差が認められた。【考察】１）ＣＥＡ高値ががん発見の契機となっ
たのは１名であることからＣＥＡを標準検査項目とする意義や検査
の有用性は低いと考えられる。２）血圧や糖尿病、脂質異常症の内
服の有無、生活習慣改善行動の有無や食事内容、女性の喫煙はがん
発見に関与している。健診後の健康意識の向上や行動変容とその維
持に繋がる保健指導が必要と考える。

A-16-03
人間ドックにて発見された転移性肝腫瘤の2例～健診結果
での「要精密検査」の重要性について～
医療法人　財団　康生会　山科武田ラクトクリニック 1 
医療法人　財団　康生会　武田病院健診センター 2 
武田病院グループ 3
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代1 五郎丸 直美2 白樫 美千代1 升田　知機1 
中村　保幸1 田巻　俊一1 武田　隆司3 武田　道子3 
武田　隆男3 武田　隆久3

【はじめに】当センターでは年間約 4200 件の人間ドック健診を実施
しているが、各検査項目の精検受診率の平均は年間 67％程度にとど
まっている。今回は、過去の受診時に癌の可能性を指摘出来ていた
にも関わらず、転移性肝腫瘤にまで至ってしまった 2 症例を報告す
る。【症例 1】53 歳男性。当センターでの受診は今回が 3 回目。自
覚症状に血便あり。受診時の身長・体重は前回と著変なく、貧血 (-)。
腹部超音波検査にて肝臓 S2 に 24 × 13mm の肝腫瘤を認め精査と
なった。精査の結果、直腸癌、転移性肝腫瘤と診断された。2 年前
の当センターでの人間ドック受診時には便ヘモグロビン陽性 (2/3 回 )
を認め要精検となっていたが、未受診であった。【症例 2】61 歳男
性。毎年当センターにて人間ドック受診。自覚症状として体重減少
(-7kg)、及び受診時採血にて軽度貧血あり。腹部超音波検査にて肝
両葉に最大径 52mm の多発肝腫瘤及び、胸部レントゲンにて左中肺
腫瘤様陰影を認め精査となった。精査の結果、原発性肺癌、転移性
肝腫瘤と診断された。前年の人間ドックにて肺門部結節性陰影疑い
を認め要精検となっていたが、未受診であった。【考察】2 症例と
も、要精検を最初に指摘された段階で精密検査受診されていれば、
転移まで至らず原発巣のみの手術で済んでいた可能性があり、毎年
人間ドックを受診していたにも関わらず病態悪化を防ぐことが出来
なかった残念な症例であった。この経験をふまえ、現在当センター
では精密検査の重要性を啓蒙するためのポスター掲示や、受診当日
の予約診察誘導、看護師による電話連絡での受診勧奨などを実施し
精検受診率の向上に努めている。【まとめ】今回は病態悪化を最小
限で抑えられた可能性のある癌 2 症例について報告した。健診のコ
ンセプトである早期発見、早期治療を具現化するためにも、今後も
精検受診率の向上のための活動を続けたい。
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A-18-04
加齢と肥満が空腹時インスリン値に与える影響
三井記念病院　総合健診センター
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 楠本　雅之 谷　　瑞希 栃窪　　豊 
山口　紀子 石坂　裕子

【背景】2 型糖尿病の発症に、肥満者ではインスリン抵抗性が大きく
かかわっており、高インスリン血症が発症前早期に認められる。ドッ
ク後の当日面談で肥満に対する生活指導を行う一つの理由に糖尿病
リスク低減があり、空腹時インスリン値（ｆ IRI 値）に着目するこ
とは早期介入の一助となりうる。しかし、高齢者においては行き過
ぎた減量指導には筋量減少を来すなどの問題点も指摘されている。
そこで本研究では、fIRI 値に対する年齢と肥満の影響を複合的に検
討した。

【方法】2019 年 1 月から 12 月に当施設で 1 日ドックを受診した受診
者のうち、糖尿病治療中 · 空腹時血糖値 126 mg/dl·HbA1c 6.5％以
上の受診者を除いた男性 6146 人、女性 4412 人（19 歳から 93 歳）
について、fIRI 値に対する性別 · 年齢（高齢群：65 歳以上、非高齢
群：65 歳未満）·BMI（肥満群：BMI 25 以上、非肥満群：BMI25 未
満）の影響を分散分析により検討した。【結果】既報通り、肥満者
では fIRI 値が有意に高かった（p ＜ 0.001)。 年齢が fIRI 値に与える
影響は性別によって異なり（p ＜ 0.001)、肥満が fIRI 値に与える影
響は年齢により異なった (p ＝ 0.027)。そこで性別ごとの検討を行っ
た。男性では非高齢者、肥満者で fIRI 値が高かったが（p ＝ 0.001,p
＜ 0.001)、年齢と BMI の交互作用も有意であり (p ＝ 0.003)、高齢者
では肥満が fIRI 値に与える影響は相対的に小さいことが示唆され
た。女性では、肥満の有無によらず、高齢者では fIRI 値が高かった
(p ＝ 0.005)。

【考察】今回男性では fIRI 値に与える肥満の影響が高齢群では非高
齢群に比べて少なかった。男性高齢者については BMI のみに注目
して減量指導を行うのは必ずしも望ましくなく、糖尿病リスク軽減
の目的では fIRI 値を踏まえて指導するのが望ましいと思われる。

A-18-03
生体インピーダンス法による全体脂肪や内臓脂肪、Single 
Point Insulin Sensitivity EstimatorとHOMA-IRとの相
関
伊那中央病院　内科 1 
伊那中央病院　消化器内科 2 
伊那中央病院　臨床検査室 3 
伊那中央病院　検診センター 4
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弘1 堀内　美喜4 丸山　敦史2 藤原　正之3 
伊藤　憲雄4 廣瀬　芳樹4 西村　好裕1 村岡　信二1 
弓田　　渉1

【目的】生体インピーダンス法による全体脂肪 (FMV)、内臓脂肪
(VAT)、血清脂肪と BMI から計算される Single Point Insulin 
Sensitivity Estimator (SPISE) のインスリン感受性指標としての有
用性の比較。【方法】2017 年 11 月から 2020 年 5 月までに伊那中央
病院健診センターのドックを受診し、インピーダンス法で体組成を
測定し、空腹時インスリン測定のある 358 人について検討した。糖
尿病などの患者は除外した。【成績】358 人 ( 男性 212 人 / 女性 146
人 ) の中央値はそれぞれ 年齢 61 歳 , BMI 22.7 kg/m2, 体脂肪 16.9 
kg, 内臓脂肪 2.25 L, HOMA-IR 1.6, SPISE 8.26 であった。年齢・喫
煙・閉経・降圧薬・脂質異常症治療薬で補正して、Ln HOMA-IR を
目的変数とした多変量回帰では、FMV との相関は男性でβ=0.620, 
p ＜ 0.0001, 女性でβ=0.504, p ＜ 0.0001、VAT との相関は男性でβ
=0.598, p ＜ 0.0001、女性でβ=0.450, p ＜ 0.0001 であった。同様の
検討で SPISE と Ln HOMA-IR との相関は男性でβ=-0.651, p ＜
0.0001、女性でβ=-0.473, p ＜ 0.0001 だった。一方、HOMA-IR ＞ 75
パーセンタイルの予測する ROC-AUC は、男で FMV で、0.819 (0.754-
0.870), VAT で 0.844 (0.783-0.890)、SPISE で 0.855 (0.792-0.901) で有
意差なく、女性でも FMV で 0.775 (0.665-0.857), VAT で 0.771(0.675-
0.845), SPISE で 0.764 (0.643-0.843) と 3 者に有意差なかった。【結論】
HOMA-IR を標準とした場合、生体インピーダンス法や SPISE によ
る非侵襲的インスリン感受性指標には、男女とも有意な差がなかっ
た。

A-18-02
ドック健診を用いたｄ-ROMsとBAPの糖尿病発症予測因
子としての可能性
東邦大学医療センター大橋病院　糖尿病・代謝・内分泌内科 1 
三井記念病院　総合健診センター 2 
足利工業大学　看護学部 3 
総合東京病院　糖尿病センター 4

○岡
おかはた

畑　純
すみえ

江1 石坂　裕子2 山門　　實3 上芝　　元1 
柴　　輝男4

【背景・目的】酸化ストレスは動脈硬化疾患やメタボリックシンド
ロームなどの発症に関与することが報告されているが、糖尿病の新
規発症との関連に関しては不明な点が多い。ドックの健診データを
用いて酸化ストレスマーカーと糖尿病新規発症の関連を検討した。

【方法】三井記念病院総合健診センターを基準年度（Pre）と 4 年後
（Post）の両年ともに受診した 2,662 名を対象とし、酸化指数は
d-ROMs（血清中活性酸素代謝物）、抗酸化指数は BAP（血清中抗
酸化物の鉄還元能）を用いて検証した。糖尿病の診断は 75gOGTT
を用いて空腹時血糖値≧ 126mg / dl または 2 時間血糖値≧ 200 mg
かつ HbA1c ≧ 6.5％、あるいは糖尿病の治療が開始された場合とし
た。【結果】Pre, Post 両年共に d-ROMs と BAP を測定され、Pre の
時点で糖尿病と診断されていない 777 人（平均年齢 60.3 歳、男性
497 人、BMI 23 kg/m2）のうち、70 人（9％）が Post の時点で新
規に糖尿病発症群（NOD）と診断された。NOD は非発症群（NDM）
と比較して平均の腹囲（85.0 vs. 82.6 cm, p=0.03）、HbA1c（6.1 vs. 
5.7 ％, p ＜ .0001）、dROM（366.8 vs. 325.9 CARR/U, p ＜ .0001）お
よび HOMA-IR(2.0 vs.1.38, p ＜ .0001) のいずれも NDM よりも有意
に高く、一方平均 BAP(2437 vs 2527μmol/L, p =0.017) は有意に低
かった。Logistic Regression Analysis による糖尿病の新規発症に関
連するオッズ比は HbA1c（OR = 7.4、95％CI：3.7-14.8、p ＜ .0001）、
d-ROMs（OR = 6.2、95％CI：3.1-12.3 、p ＜ .0001）および BAP

（OR = 3.1、95％CI：1.6-5.8、p = 0.0006）であった。【結論】酸化
ストレスはこれまで動脈硬化疾患や内臓脂肪、メタボリックシンド
ロームとの関連が報告されてきた。今回、ドックで定期的に健康診
断を受けた集団では、酸化ストレスマーカーの d-ROMs と BAP が
糖尿病の発症自体の予測因子となりえることが示唆された。

A-18-01
脂肪肝を有する検診受診者で、FIB-4 index高値は糖尿病
の新規発症と関連している。
国際セントラルクリニック 1 
大名古屋ビルセントラルクリニック 2

○前
まえだ

田　健
けんご

吾1,2 白田　康代1,2 竹市　　泉2 芳野　純治2

【背景】
近年、生活習慣の欧米化や肥満の増加とともに日本でも非アルコー
ル性脂肪肝疾患（NAFLD) が問題となっている。また、NAFLD の
存在やその進行は生活習慣病や心血管疾患と関連していることが報
告されている。NAFLD の進行には肝臓の線維化が重要であると考
えられており、近年では血液検査値を利用した非侵襲的なスコアリ
ングシステムが肝線維化のスクリーニングに利用されている。しか
し、日本人の検診集団においてこのような指標と糖尿病の発症との
関連はまだ十分検討されていない。
【目的】
就労年齢の検診集団で、FIB-4 index と糖尿病の新規発症の関連を、
腹部超音波で脂肪肝のある群とない群に分けて検討した。
【方法】
30 歳 -65 歳の健診受診者 21,656 人を対象として後ろ向きコホート研
究を行った。FIB-4 index が 1.3 以上の対象者を FIB-4 高値群とし
た。対象者を腹部エコーで脂肪肝を認める群と認めない群に層別化
して、糖尿病の発症と FIB-4 高値との関連を検討した。
【成績】
58,609 人年の観察で 657 人が糖尿病を発症した（脂肪肝（+）群：
391 人、脂肪肝（-）群：266 人）。脂肪肝（+）群、脂肪肝（-）群の
いずれでも、対照群と FIB-4 高値群との間に、糖尿病の累積発症率
に有意差を認めた（それぞれ p ＜ 0.001、p = 0.003）。コックス比例
ハザードモデルを用いて多変量解析を行ったところ、脂肪肝（-）群
では、FIB-4 高値と糖尿病の発症に有意な関連を認めなかったが、
脂肪肝（+）群では、FIB-4 高値と糖尿病発症に有意な関連を認め
た（ハザード比 ;1.459、p = 0.004）。
【結論】
FIB-4 index 高値は、脂肪肝のある検診受診者では糖尿病の新規発
症と有意に関連していた。
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A-19-01
中性脂肪・HDLコレステロール比とインスリン抵抗性、メ
タボリックシンドローム、生活習慣との関係
東海大学　医学部　総合診療学系　健康管理学 1 
東海大学　医学部　付属八王子病院 2 
東海大学　医学部　付属東京病院 3

○護
もりやま

山　健
けんご

悟1,2 石黒　睦子2 加藤 ルミ子2 小林　功幸2 
長岡　宣幸2 新井田 奈美2 近藤　智雄2 野澤　政代2 
濱口　裕之2 西崎　義弘1,3

【目的】中性脂肪 (TG)・HDL コレステロール (HDL-C) (TG/HDL-C) 
比はインスリン抵抗性と関係していることが知られているが、健常
な日本人でのこれらの関係、またメタボリックシンドローム (MetS)
や生活習慣との関係もよくわかっていないため検討した。

【方法】2011 年から 2015 年までの東海大学八王子病院健康管理セン
ターの人間ドック受診者で、糖尿病、脂質異常症、高血圧、虚血性
心疾患、慢性腎不全で治療中の者を除いた男女 1068 人を対象とし
た。重回帰分析で TG/HDL-C 比と関連する要因を解析した。対象
者を生活習慣やインスリン抵抗性の指標である HOMA-IR、血糖値、
アルコール摂取量、MetS の 5 項目のリスク該当数で性別に群分け
し TG/HDL-C 比を比較した。

【結果】TG/HDL-C 比を目的変数とした重回帰分析では、腹囲と喫
煙が男女共に正の相関を、身体活動が女性で負の相関を認めた。男
女共に HOMA-IR や MetS のリスク該当数の増加と共に TG/
HDL-C 比も増加した。男女共に定期的な運動をする者、身体活動が
高い者、非喫煙者で TG/HDL-C 比は低かった。男女共に運動や身
体活動とは関係なく、喫煙者が非喫煙者より TG/HDL-C 比が高値
であった。男女共にアルコール摂取量と TG/HDL-C 比と関係は認
めなかった。

【総括】TG/HDL-C 比はインスリン抵抗性、MetS のリスク該当数、
運動、身体活動、喫煙と関係を認めたが、アルコール摂取を関係は
認めなかった。

A-18-07
糖尿病予防的指導ツールとしての耐糖能異常進行予測図
公益財団法人　高知県総合保健協会

○平
ひらい

井　　学
まなぶ

 

【はじめに】人間ドック等においては、限られた時間で健診結果の
内容を的確に伝える必要がある。演者が本学会も含めて過去報告し
てきた内容を総括し、耐糖能異常の説明の際に用いる、個別性を重
視した耐糖能異常進行予測図を作成した。

【対象および方法】当協会で健診を受診した 487067 名 ( 男性 248885
名 49.3±16.6 歳 女性 238182 名 53.5±16.4 歳 )。HbA1c と年齢との
関係（散布図）、異常パターン別年齢階級別有所見率の推移。耐糖
能異常関連原著 1)~9) およびパターンプロセス 9)

【結果および考察】本対象は延べ人数ではあるものの高知県の人口
の 70％近くにおよび、散布図および有所見率の推移は高知県人の耐
糖能の現状であり、各個人における将来も示唆されていると考えら
れる。これらの図、およびパターンプロセスを合わせて用いること
により、個人別の耐糖能異常の進展予測や合併症（糖尿病合併症お
よび動脈硬化）の危険性、それらに対する具体的な予防的介入につ
いて説明することが可能となる。

【参考文献】1. 成人病の一次予防における 75g 糖負荷試験の持つ意
義について　健康医学 , 1996.2. 75gOGTT による長期経過観察例よ
りみた耐糖能異常者における体重変動の予後的意味について , 高知
市医誌 ,,1996.　3 . 健診における HbA1c を用いた耐糖能異常の進行
予測 , 高知市医誌 , 2005.4. 健診における初期耐糖能異常に対する介
入について , 高知市医誌 , 2006.5. 健診における各種検査項目との関
係からみた早期耐糖能異常の性差 , 高知市医誌 , 2007.6. 耐糖能異常
の進展過程の多様性におけるインスリン抵抗性の関与についての考
察 , 高知市医誌 , 2012.7. 耐糖能異常を含む各検査異常パターンから
見た生命予後についての考察 , 高知市医誌 ,2012.8. 健康長寿に向けて
の健診結果の異常パターンを用いた将来予測的介入 , 高知県医誌 , 
2014.9. 健康管理の為のパターンプロセス理論の構築 , 高知県医誌、
2015.

A-18-06
食後血糖1時間値の変化から見えてきたこと
公益財団法人　藤沢市保健医療財団　藤沢市保健医療センター診療所

○姫
ひめの

野　秀
ひでお

朗 明間　勤子 長嶋　敏幸 鈴木　清美 
相馬　純子 佐志　安子

【目的】当センターでは、受診者に食後血糖 1 時間値測定を勧め、
140mg/dl 以上の方には食事や身体活動への取り組みについて、そ
の結果に基づいて特に食事などに焦点を当てた説明を行っている。
体重・中性脂肪・体脂肪率の変化と 1 年後の食後血糖を検討した。

【方法】1 年目の食後血糖値 140～169mg/dl を CC6 群とし、180mg/
dl 以上を DF 群とした。連続 2 年の測定者で、CC6 から 2 年目の血
糖値が DF となった悪化群、DF から CC6 への改善群、2 年続けて
DF のままであった不変群とした。1 年後の体重・中性脂肪値・体
脂肪率の変化と 3 群の関連を比較した。対象は、2017 年 11 月 1 日
から 2020 年 3 月 31 日までの期間に当センターの人間ドックを受け
られた 1323 件（男性 690 件（平均年齢 56.7 歳）、女性 633 件（平均
年齢 55.6 歳））のうち 35 歳から 64 歳にしぼり、2 年連続食後血糖
検査を受けられた男性 95 人、女性 67 人である。【成績】悪化群は
162 人中 12 人（男性 7 人、女性 5 人）、改善群は 22 人（男性 12 人、
女性 10 人）、不変群は 16 人（男性 11 人、女性 5 人）であった。悪
化群では体重減少が 2 人、体脂肪率減少が 4 人であったが、改善群
では体重減少が 11 人、体脂肪率減少が 10 人であった。悪化群でも
体重が 5% 以上増大した人が 1 人だけであった。不変群では、体重
減少が 16 人中 10 人、体脂肪率減少が 9 人であった。中性脂肪の変
化は、３群の間に違いはなかった。【結論】DF 群では CC6 群に比
べて、体重と体脂肪率を減らした割合が多かった。食後高血糖で
あったという現実が日常生活における意識の変化をもたらした可能
性が示唆された。DF 群の中でも不変群においては体重と体脂肪率
が減少しても食後血糖値の改善が認められない割合が多く、早めに
積極的な介入を必要とする健診者ではないかと思われる。

A-18-05
健康診断で体重減少と倦怠感を認め1型糖尿病とバセドウ
病を併発した多腺性自己免疫症候群（APS）3A型の診断に
至った1例
前橋赤十字病院　糖尿病・内分泌内科 1 
前橋赤十字病院　健康管理センター 2 
すえまる内科 3

○末
すえまる

丸　大
だいご

悟1,2,3 山田 早耶香1 石塚　高広1,2 上原　　豊1,2 
末丸　美央3

【症例】56 歳女性、BMI:19.2 kg/m2、糖尿病家族歴あり、特記すべ
き既往歴なし。毎年、健康診断を受けていたが X-1 年まで糖尿病の
指摘はなかった。X 年 5 月 15 日、健康診断で 10 kg の体重減少と
倦怠感を認め、随時血糖 :188 mg/dL、HbA1c:7.1 %、6 月 14 日、近
医を受診した際には空腹時血糖 :170 mg/dL、HbA1c:8.2 % と悪化を
認め、7 月 1 日、当科紹介受診。来院時、随時血糖 :191 mg/dL、
HbA1c:8.4 %、血中 CPR:1.6 ng/mL、尿ケトン体 :(-)、24 時間尿中
CPR:32.5 μg/day とインスリン依存状態でなく、GADAb:2000 以上 
U/mL、IA-2Ab:10 U/mL を認め、緩徐進行 1 型糖尿病と診断した。
糖尿病合併症は神経障害・網膜症なし、腎症 1 期、悪性腫瘍は認め
なかった。身体所見上、眼球突出や手指振戦は認めないが甲状腺腫
あり（七條分類 2 度）、FT3:8.03 pg/mL、FT4:1.82 ng/dL、TSH:0.004
未 満 μIU/mL、TgAb:9.83 IU/mL、TPOAb:1980 IU/mL、
TRAb:23.4 %、TSAb:4920 % を認め、バセドウ病と診断した。1 型
糖尿病とバセドウ病の併発より多腺性自己免疫症候群（Autoimmune 
Polyendocrine Syndrome, APS）3A 型と考え、インスリン療法と
チアマゾールを開始した。発症 8 カ月後、デグルデク 1 単位、ボグ
リボース 0.6 mg、チアマゾール隔日 5 mg で随時血糖 :151 mg/dL、
HbA1c:6.5 %、TSH:4.149 μIU/mL と経過良好である。【考察】以前
我々は健康診断にて偶然発見しえた劇症 1 型糖尿病（人間ドック
32:758-762,2018）を経験したが、本症例のように膵島関連自己抗体
を伴う 1 型糖尿病の可能性もあり、体重減少や倦怠感を伴えば APS
も念頭にバセドウ病の併発にも注意が必要である。甲状腺の機能亢
進を疑う際、身体所見の他、動悸、倦怠感、発汗過多、手指振戦、
食欲低下を伴わない体重減少、軟便・下痢、月経不順などの症状問
診、ALP 上昇、LDL-C 低下、血清 Cre 低下（人間ドック 26:9-16,2011）
などの基本的検査項目への着目が有用である。
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A-22-03
人間ドック頸動脈エコー検査で動脈硬化性病変を指摘され
た10例の治療経過
国家公務員共済組合　横浜南共済病院　健康管理センター

○岡
おかだ

田　雅
まさひと

仁

【はじめに】当院人間ドックでは、オプションに頸動脈エコー検査
を選択し、動脈硬化性病変 ( 以下プラーク ) を指摘された場合、治
療を希望する受診者が多いが、頸動脈における治療基準は、脳神経
外科による治療にのみ基準があり、経過観察とされるケースも多い。
そこで、プラークに対してスタチン及び EPA 製剤で治療を行って
いる脳神経内科と相談し、LDL-C 値異常などの治療適応がある症例
について紹介し、治療経過について調査することを検討した。【対
象】人間ドック頸動脈エコー検査にて 1.5mm 以上の動脈硬化性病
変 ( プラーク ) 及び高 LDL-C 血症を指摘されているか、もしくはス
タチン内服治療を受けている受診者で、プラーク治療希望があり脳
神経内科に紹介された 10 名（男性６名、女性 4 名、平均年齢 67.8
歳）を対象とした。【方法】脳神経内科外来にて、EPA/AA 比及び
再度 LDL-C 血中濃度のチェックを行い、LDL-C 値が 120mg/dL 以
上の場合、スタチンでの治療が行われた。また、EPA/AA 比が 0.5
以下であった場合、EPA 製剤の投与を行い、1～2 年後に頸動脈エ
コー検査を再検査した。頸動脈エコーでの病変の変化は、動脈硬化
性病変が両側にある場合は、肥厚の厚い側を記録した。【結果】頸
動脈エコー上、プラークの退縮が認められたのは 8 名（80％）、2 名
は増悪と判定したが、増悪の 1 名は両側に認められ、肥厚が低い側
は短縮していた。EPA 製剤は、すべてに投与されており、平均投
与量は 1560mg/ 日であった。スタチンは 7 名で投与されていた。

【考察】スタチンを併用した対象に対する EPA 製剤の効果を調査し
た 2007 年で発表された JELS のサブ解析では、脳卒中の再発予防効
果が指摘されたが、実際のプラークに対する効果が報告されている。
今回は、治療の適応を高 LDL-C 値、低 EPA/AA 比を基準とした
が、治療基準の決定については未治療のコントロールと比較して多
人数で検討する必要があると考えられる。

A-22-02
運送業の男性における頚動脈エコー所見と動脈硬化関連因
子の検討　第三報
医療法人社団　同友会 1 
順天堂大学大学院　医学研究科　先端予防医学・健康情報学 2
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1 福田　　洋2 三輪　真也1 今井　真美1 
山下 眞理子1 脇神 亜希子1 高谷　典秀1 高谷　純司1 
高谷　雅史1

【目的】運送業ドライバーの健康障害による事故は増加傾向にあり
社会問題となっている。T 事業所では、ドライバー全員を対象に巡
回・定期健康診断でも実施可能な頸動脈エコーを実施している。我々
は、2018 年当学会で T 事業所における頚動脈エコー所見と動脈硬
化関連因子につき単年度・単変量解析の結果を報告し、「ドライバー
の最大内膜中膜複合体厚（max IMT）が高い」「健診データが正常
でも maxIMT は高い」「ドライバーの生活習慣は全般的に悪い」こ
とを指摘した。2019 年は、単年度・多変量解析により maxIMT と
動脈硬化リスクの関連を調べ、高血圧、LDL-C、飲酒が IMT 肥厚
のリスクとなることを示唆した。今回は縦断研究により、更に詳細
に検討することを目的とした。【方法】対象は 2010 年度と 2015 年
度に、T 事業所において定期健康診断を実施し、高血圧、脂質異常
症、糖尿病で治療中の者を除外した男性 376 名（2015 年度平均年齢
46.6 歳）とした。頚動脈エコーは、日立アロカ Noblus を使用した。
2015 年度の maxIMT 肥厚（1.1mm 以上）を目的変数とし、2010 年
度の動脈硬化危険因子となる健診データ、生活習慣を説明変数とす
るロジスティック回帰分析を行った。【結果】加齢とともに maxIMT
肥厚のリスクは高まり、BMI(OR1.91, 95%CI 1.03-3.54) と就寝後 2 時
間以内の夕食摂取（OR2.19, 95%CI 1.19-4.02) は maxIMT 肥厚のリ
スクとなる可能性を示唆した。その他の検査データ、喫煙、運動、
生活習慣は、maxIMT との関連は見られなかった。【考察】縦断研
究でも、maxIMT への動脈硬化の危険因子の関与は再確認できた。
サンプルサイズが小さく充分な検出力が得られなかったため、明ら
かな IMT 肥厚のリスクについて言及することは難しかった。今後
はサンプルサイズを増やすこと、2016 年度に行った保健指導介入効
果につき、引き続き検討を続けたい。

A-22-01
大動脈石灰化病変の数と部位の、CAVIならびに動脈硬化
危険因子との関係
埼玉医科大学病院　健康管理センター
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足立　雅樹

目的：近年 arterial stiffness の指標として CAVI が用いられる。従
来の PWV は下行大動脈のみが関連するのに対し、CAVI は上行大
動脈、大動脈弓部も反映するとされる。すなわち PWV と CAVI で
は大動脈石灰化の影響が異なる可能性がある。大動脈石灰化病変の
数や部位の、CAVI や動脈硬化危険因子との関連を検討した。対象：
当センターで胸腹部 CT 検査と CAVI 検査を受けた男性 221 例と女
性 128 例。方法：CT 検査で上行大動脈（A）、大動脈弓 (B)、胸部
下行大動脈（C)、腹部大動脈（D）における石灰化の有無を目視で
判定し、石灰化を有する大動脈の数より 0 から４群に分類。CAVI
値、身長、体重、腹囲、BMI、SBP、DBP、PP、PR、喫煙スコア、
動脈硬化危険因子の数（RF スコア）、メタボスコア、動脈硬化性疾
患（高血圧症　脂質異常症　糖尿病　骨粗鬆症）の有無を比較した。
次に石灰化の部位別に同様の比較を行った。結果：男性は 0 病変 39、
1 病変 48（B11、D37）、2 病変 36（B ＋ C1、B ＋ D28、C ＋ D7）、
3 病変 51（A ＋ B ＋ D1、B ＋ C ＋ D50）、4 病変 47。女性は 0 病
変 44、1 病変 31（B11、C2、D18）、2 病変 20（B ＋ C１、B ＋ D14、
C ＋ D5）、3 病変 21（A ＋ B ＋ D１、B ＋ C ＋ D20）、4 病変 12。
大動脈石灰化病変の数は、男女ともに年齢、CAVI 値、身長、SBP、
PP、喫煙スコア、RF スコアが相関。男性ではさらに体重とメタボ
スコアも相関した。群間比較では、男女ともに年齢、CAVI 値、身
長、高血圧症、脂質異常症　糖尿病で有意差あり。男性はさらに体
重、RF スコア、女性は、喫煙スコア、骨粗鬆症で有意差あり。2 病
変の男性 CAVI 値は C ＋ D の方が B ＋ D よりも有意に高い。1 病
変の男性喫煙スコアと女性の身長は D のほうが有意に高い。PP は
B で有意に大きい。結語：男女ともに CAVI 値は大動脈石灰化病変
数と相関し、男性では石灰化部位により CAVI 値は異なる。男女と
もに多くの動脈硬化危険因子が大動脈石灰化病変数と相関し、喫煙、
身長、PP は石灰化部位と関連した。

A-20-01
10年間の平均尿酸値より見た尿酸の腎機能低下への影響
富山県厚生連高岡健康管理センター
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「目的」高尿酸血症は腎機能低下のリスク因子と考えられているが、
男女共尿酸の析出する濃度の 7.0mg/dL 以上と定義されている。し
かし、男女での血清尿酸値分布は異なり基準値が違う可能性がある。
また観察開始時の尿酸値と観察期間中の尿酸の変化量は独立した腎
機能低下のリスクとの報告もある。平均尿酸値（MUA）で長期間
観察した研究は少ない。今回、観察期間中の平均尿酸値と腎機能に
ついて 10 年間の観察で検討した。
「方法」2008 年 4 月 1 日から 2011 年 3 月 31 日までに高岡健康管理
センターを 1 日ドックとして受診し、平成 2019 年 3 月 28 日までに
その後 1 回以上再診し、糖尿病薬で治療中例、空腹時血糖 126mg/
dL 以上、降圧剤治療中例、収縮期血圧 140mmHg 以上、拡張期血
圧 90mmHg 以上、eGFR60mL/ 分 /1.73 ｍ 2 未満の対象を除外した
男性 1486 名（平均年齢 53.4±12.4 歳）、女性 1680 名（平均年齢 53.7
±10.7 歳）を対象とした。観察期間の尿酸値の平均で、A 群

（MUA5.9mg/dL 以下）、B 群（6.0～6.9mg/dL）,C 群（7.0～7.9mg/
dL）,D 群（8.0mg/dL 以上）の 4 群に分けて検討した。観察期間中
に eGFR60mL/ 分 /1.73 ｍ 2 未満となった場合を CKD 発症とした。
統計処理はエクセル統計 2017 で行った。
「結果」平均観察期間は 6.7 年であった。Cox 比例ハザードモデルで
は、年齢、BMI、収縮期血圧、拡張期血圧、γ―GTP、TG、量飲
酒、観察開始時 eGFR で調整した。CKD 発症ハザード比は男性で
A 群 1，B 群 1.33（Ｐ＝ 0.07）C 群 1.64（Ｐ＜ 0.003）、D 群 2.52（Ｐ
＜ 0.02）であった。女性では、A 群 1，B 群 2.01（Ｐ＜ 0.008）C 群
21.78（Ｐ＜ 0.003）であった。
「結論」男性では、平均尿酸値が 7.0mg/dL 以上より有意に腎機能低
下が認められるが、女性では、平均尿酸値 6.0mg/dL より低下が有
意に認められ男性より尿酸の影響を受けやすいと考えられた。
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A-22-07
非高齢者における腹部大動脈石灰化と血清総ビリルビン値
の関連
医療法人財団康生会　武田病院健診センター　検査科 1 
武田病院グループ 2 
医療法人財団康生会　武田病院健診センター 3
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布子1 桝田　　出3 五郎丸 直美1 大城　千尋1 
土肥 美帆子1 川崎　佳奈1 武田　道子2 武田　隆司2 
武田　隆男2 武田　隆久2

【目的】血管石灰化は、加齢に伴う生理的変化だけでなく、動脈硬
化性心血管疾患（ASCVD）発症と関連する病態である。ビリルビ
ンは抗酸化物質であり、血清総ビリルビン値（T-Bil）は酸化ストレ
スが増大する ASCVD では低値を示す。非高齢者の腹部大動脈石灰
化と酸化ストレスの関連について、T-Bil を指標として評価した。

【方法】2019 年に腹部超音波検査で腹部大動脈を観察した 50~64 歳
の ASCVD 既往、透析例を除く健診受診者 7547 例（56.6±4.2 歳、
男性 51.6％）を、腹部大動脈に石灰化を認める 513 例（石灰化群）
と腹部大動脈に石灰化及び他の所見を認めない 7034 例（正常群）に
分類し、T-Bil や ASCVD 危険因子などを比較した。腹部大動脈は
下行大動脈から両総腸骨動脈を可視範囲で 2 方向描出し、音響陰影
やコメットサインを伴う高輝度エコーを石灰化とした。【成績】石
灰化群は正常群に比べ、T-Bil が低値だった（0.81±0.30：0.85±
0.33mg/dl, p ＜ 0.01）。石灰化群は正常群に比べ、年齢、男性、喫
煙、高血圧症、糖尿病、脂質異常症（p ＜ 0.01）、CRP0.03mg/dl 以
上（p ＜ 0.05）の比率が高く、BMI は低値であった（22.7±3.2：23.1
±3.5 kg/m2,p ＜ 0.01）。eGFR、血清カルシウム値、腹部肥満（ウエ
スト周囲長基準値以上）の比率は両群で差はなかった。腹部大動脈
石灰化に寄与する要因を 2 項ロジスティック回帰分析（年齢、性で
補正）で検討すると、T-Bil 低値（0.5mg/dl 以下）は喫煙、非肥満

（BMI25 kg/m2 未満）、脂質異常症、糖尿病とともに有意な因子で
あった（オッズ比：T-Bil 低値 1.39 p ＜ 0.05,　喫煙 2.43,　非肥満 
1.68, 脂質異常症 1.50, 各々p ＜ 0.01, 糖尿病 1.42 p ＜ 0.05 ）。【結論】
非高齢者の腹部大動脈石灰化には、既知の ASCVD 危険因子に加え
て酸化ストレスの増大が関連していることが示唆された。酸化スト
レスの指標である T-Bil は、ASCVD 一次予防の指導を行う際に有
用となる可能性がある。

A-22-06
当健診センター受診者におけるLOX-indexの検討
JR 広島病院　健診センター
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【目的】Lectin-like oxidized LDL receptor 1 (LOX-1) は酸化 LDL 受
容体の 1 つである。血液中の LOX-1 に結合する LAB (LOX-1 ligand 
containing Apo B) の量と可溶型 LOX-1 (sLOX-1) 量を掛け合わせて
算出される LOX-index は動脈硬化のバイオマーカーとされている。
今回我々は LOX-index を測定した健診受診者において LOX-index
と他の検査項目との関連性について検討した。【対象と方法】2019
年 4 月から 2020 年 3 月の間に当健診センターを受診し、LOX-index
を測定した 246 名を対象とした。LAB、sLOX-1 は NK メディコ株
式会社に測定を依頼した。LOX-index は LAB x sLOX-1 で算出され
る。LAB、sLOX-1、LOX-index それぞれを低値群（L 群）、中間群

（M 群）、高値群（H 群）の 3 群に分けた。受診者において BMI、腹
囲、血圧、血算、肝機能、腎機能、脂質、血糖、尿酸を測定した。
また受診者を心疾患の有無、心疾患の家族歴の有無、脳血管疾患の
家族歴の有無の 2 群に分け、LAB、sLOX-1、LOX-index それぞれ
において差の検定を行った。2 群間のデータ比較には Mann-Whitney 
U 検定を、3 群間のデータ比較に Kruskal-Wallis 検定を用いた。【結
果】LAB については BMI、腹囲、CRP、HDL-C、HbA1c、LDL-C、
TG において、L 群、M 群、H 群の 3 群間に有意な差を認めた。ま
た sLOX-1 について HbA1c、白血球数において、また LOX-index
については白血球数において 3 群間に有意な差を認めた。心疾患の
有無、心疾患の家族歴の有無、脳血管疾患の家族歴の有無の各群に
おいて LAB、sLOX-1、LOX-index はいずれも有意な差はなかった。

【考察】LAB は体型、血清脂質、HbA1c、CRP と関連性を認めた
が、sLOX-1、LOX-index は通常の動脈硬化の危険因子と有意な関
連性を認めなかった。今後 LAB, sLOX-1, LOX-index を定期的に
フォローし、これらの指標が動脈硬化の進展の予測に有用であるか
さらなる検討が必要である。

A-22-05
健診におけるBNPの有用性
医療法人　錦秀会　阪和第二泉北病院　
阪和インテリジェント医療センター
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【目的】当施設では、早期心不全の発見を目的としてオプション検
査で BNP 検査を行なっている。軽度高値群は、心不全状態を反映
しているとはいい難く、受診者への説明に苦慮している。今回、健
診領域において、スクリーニング検査として利用することを目的と
して心血管関連項目と共に有用性を検討した。【対象】2013 年 1 月
から 2019 年 9 月までの期間、当施設で BNP を測定した受診者　　
789 名 ( 男性 527 名　平均年齢 54±11.9 歳、女性 262 名　平均年齢
55±11.7 歳 ) を対象とした。すでに心不全となっている可能性を考
え、BNP 値が 100.0pg/ml 以上の受診者、また、同時に実施した心
臓超音波検査の結果と既往歴で心不全を認める受診者は除外した。
重複受診者は初回の結果を用いた。【方法】BNP 値は 18.4pg/ml 未
満を A 群、18.4pg/ml～39.9 pg/ml をＢ群、40.0 pg/ml～99.9pg/ml
を C 群の 3 群に分類した。検討項目は、性別、年齢、喫煙の有無及
び健診項目 [BMI、収縮期血圧、CAVI、HbA1c、eGFR、尿酸、HDL
コレステロール、LDL コレステロール、アディポネクチン、頚部超
音波検査 ( プラークの有無とＩＭＴの肥厚 )] として多重比較検定し
た。次に BNP 値が基準値より高くなると影響する因子を同定する
ために 3 群間に有意差のあるものを説明変数として重回帰分析を行
なった。【結果】　3 群間の分析の結果、年齢、性別、喫煙の有無、
収縮期血圧、CAVI、尿酸、HDL コレステロール、アディポネクチ
ン、頚部超音波検査で有意差 (P ＜ 0.05) を認めた。BNP 値を目的変
数とした重回帰分析の結果、性別、年齢、アディポネクチンに有意
差 (P ＜ 0.05) を認めた。【結論】　分析の結果、BNP の軽度高値群
は、アディポネクチン同様に初期の血管イベントを反映しているこ
とが確認できた。健診の心血管関連スクリーニング検査として有用
である。

A-22-04
特定保健指導前後における脈波伝播速度の変化
横須賀市立市民病院　健康管理科
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【背景】特定健診および特定保健指導の導入によりメタボリックシ
ンドローム（MetS）例に対して介入を行うことで、動脈硬化性疾
患の発症予防効果が期待される。脈波伝播速度（PWV）測定によっ
て簡便に動脈硬化の定量的評価が可能であるが、比較的短期間で終
了する特定保健指導の PWV 値に及ぼす影響は不明である。【方法】
2016 年 10 月以降当院で特定保健指導を受け、その前後で上腕動脈
－足首動脈間脈波伝播速度（baPWV）測定（日本コーリン社製フォ
ルム PWV/ABI）を実施し得た 31 名（男 23 名、女 8 名、平均年齢
61.6 歳）を対象とした。【結果】保健指導前後で baPWV 値に有意
な変化はなかった（指導前 1,621±298 [SD] cm/sec；指導後 1,610±
258 cm/sec）。保健指導前の baPWV 値を大動脈硬化の指標である
PWV 1,600 cm/sec 以上（動脈硬化群：n=16）と未満（軽度硬化
群：n=15）とに分けて検討したところ、両群間で年齢、性別、喫煙
率や BMI および腹囲の基礎値には有意差を認めなかった。動脈硬
化群における平均 baPWV 値は保健指導前 1,845 cm/sec であり、指
導後は 1,764 cm/sec へと低下した（p ＜ 0.05）。軽度硬化群の平均
baPWV 値は 1,381 から 1,445 cm/sec へと上昇し、これらの変化に
群間で有意差を認めた（p=0.010; two-way ANOVA）。【考察】今回
の検討において、PWV の基礎値が高く動脈硬化を有すると考えら
れる例では、比較的短期間の保健指導介入によっても PWV 値の低
下が得られる可能性が示唆された。このような変化が一時的なもの
か、また MetS 例の将来の動脈硬化疾患の予防につながるかはさら
なる検討が必要である。
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A-24-01
QUS法における踵骨測定位置の違いが超音波伝搬速度
(speed of sound:SOS)に与える影響
埼玉県済生会川口総合病院　診療技術部　放射線技術科 1 
埼玉県済生会川口総合病院　健診センター 2
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1 飯嶋 亜弥子1 富田　博信1 小竹　文雄2

【目的】定量的超音波骨量測定法 (quantitative ultrasound: 以下
QUS) 装置は放射線被ばくがなく，軽量， 安価で操作が容易という
長所があり，集団検診や骨粗鬆症予防の健康診断に用いられている。
当施設使用装置は足サイズを 19cm,20cm,21cm,22-24cm,25cm 以上
の 5 段階設定することで、踵骨の測定位置を変更できる。そこで今
回、この 5 段階すべての位置で測定することで測定位置の違いによ
り SOS 値に統計学的有意差があるか検討したので報告する。

【方法】対象は 30 代から 60 代のボランティア 30 名（男性 14 名、女
性 16 名）。使用機器 CM-300( 古野電機 )。足サイズ設定値 19cm を
A 群 (n=30)、20cm を B 群 (n=30)、21cm を C 群 (n=30)、22-24cm
を D 群 (n=30)、25cm 以上を E 群 (n=30) とし , 各々A 群から E 群
までの 5 点 SOS 値を測定し、表計算ソフトエクセルのデータ分析
にて解析を行った。また適正足サイズでの測定値群 (n=30) と差が大
きかった群 (n=30) の 2 群間についても解析を行った。

【結果】各群の平均 SOS 値（分散）は A 群 1507.9m/s(582.7) B 群
1511.6m/s(579.1) C 群 1510.5m/s(558.9) D 群 1513.1m/s(516.6) E 群
1515.9m/s(664.3) であった。分散分析の結果、A 群から E 群の 5 群
の SOS 値に有意差は認めなかった。また適正足サイズ群と最も差
が大きかった群で t 検定を行った結果、2 群間で SOS 値に有意差は
認めなかった。

【結論】今回使用した装置では踵骨測定位置の違いによる SOS 値に
有意差は認めなかったが、SOS 値への影響の程度を把握することが
できた。実際の測定では踵骨の位置だけではなく、密着の程度や体
位、脱脂を行うなど様々な要因が測定値に影響すると考えられる。
今後は再現性を担保できるよう測定者間で統一した測定基準を検討
していきたい。

A-23-01
労働世代における風疹ウイルス抗体陽性率の現状と今後の
課題について
医療法人社団　霞山会　MY メディカルクリニック
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紗 伊藤　公博 笹倉　　渉 荒木　香湖

【背景と目的】　わが国の風疹感染者の報告数は 2013 年以降減少傾
向にあったが、2018 年から 2000 人を超える流行が起こっている。
風疹の流行年と先天性風疹症候群 (CRS）の発生は一致しており、
2019 年に 4 例が報告された。感染患者の大多数が成人男性で女性の
3 倍多く、40 歳以上が半数を占めている。風疹感染には予防接種が
最も有効であるが 1979 年 4 月１日以前に生まれた男性は定期予防
接種制度がなく、厚生労働省はこの世代を対象に風疹の追加対策を
行ってきた。特に妊婦と接する機会が多い労働世代の感染予防が重
要であり、今回は 20 歳以上の抗体検査結果を報告する。【方法】　
2019 年 4 月から 2019 年 12 月に巡回または外来・健診において当院
で検査を行った 20 歳から 64 歳までの 415 人 ( 男性 263 人 , 女性 152
人）が対象。風疹ウイルスに対する赤血球凝集抑 (HI) 法 (HI 試薬

「生研」) による風疹ウイルス抗体価を測定した。【結果】　風疹抗体
陽性率 (HI 法８倍以上 ) は男性 85.9%、女性 96.1% であり女性で有
意に高かった (P ＜ 0.05)。各年齢群 (５歳毎）別の抗体陽性率は、女
性 は 全 年 齢 群 で 90% 以 上 (20-24 歳 :100%、25-29 歳 :95%、30-34
歳 :94.8%、35-39 歳 :96.5%、40-44 歳 :95.4%、45-49 歳 :100%、50-54
歳 :100%、55 歳以上 :100%) であったのに対し、男性の 40 歳未満は
85% 以 上 (20-24 歳 :93.3%、25-29 歳 :86.7%、30-34 歳 :86.3%、35-39
歳 :90.6%)、40 歳以上では更に低い傾向があった (40-44 歳 :80.4%、
45-49 歳 :81.8%、50-54 歳 :66.7%)。【考察】　風疹抗体陽性率が 40 歳
以上の男性は 85% 以下と低い傾向にあり、予防接種の機会がなかっ
た 1979 年 4 月 1 日以前生まれの男性において引き続き抗体検査を
実施しサーベイランスする事が必要である。また、CRS の発生を防
ぐ為にも労働世代の風疹抗体保有が重要と考えられる。風疹の認知
を高める社会的な対策とともに職場への巡回抗体検査を含め抗体検
査実施の勧奨を行い、抗体陰性者へのワクチン接種を積極的に行っ
ていく必要がある。

A-22-09
LDL－コレステロール(C)換算値の検討―Martin式はTG
＞150mg/dL、TC≦220mg/dL領域でFriedewald式よ
りも直接測定値に近いー
公益財団法人　三越厚生事業団
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香 影山　洋子 寺田　奈美 田中　千裕 
中濱 絵理子 後藤 あゆみ 山下　　毅 船津　和夫 
水野　杏一 中村　治雄

【目的】低比重リポ蛋白コレステロール (LDL － C) は動脈硬化のリ
スクとして重要である。その為実用的には Friedewald 式が使用さ
れている。しかし 超低比重リポ蛋白 (VLDL) の組成は一定でなく、
2013 年に可変的係数を用いる Martin 式が登場したが、充分普及し
たとは言い難い。今回同一検体を直接法 (LDL － CD、以下 D) と、
Friedewald 式、Martin 式で求めた値 ( それぞれ LDL － CF、以下
F、　LDL － CM、以下 M) とで比較し、その得失を検討した。

【対象と方法】健診センター、診療所を来院した 897 人 ( 男性 465 人、
平均年令 57 才。女性 432 人、平均年令 54 才 ) で明らかな原発性胆
汁性胆管炎、自己免疫疾患のない症例である。空腹時採血を行い、
一部を直接法にて D を、一部は色素法にて TC、TG、HDL － C を
測定 (CV ＜ 3％) して F、M を換算した。その結果 TG ≦ 400 の検
体は 872 例であり、それを今回対象とした。

【成績】872 例での D と F、D と M はそれぞれｒ＝ 0.975(P ＜ 0.0001)、
ｒ＝ 0.970(P ＜ 0.0001) で相関を示した。TC( ｍｇ / ｄ L) と TG( ｍ
ｇ / ｄ L) をそれぞれ 220、150 で区切り、TC ＜ 220　TG ＜ 150(1)、
TC ≧ 220　TG ＜ 150(2)、TC ≧ 220　TG ≧ 150(3)、TC ＜ 220　TG
≧ 150(4) の 4 群に分けると、(1) で両換算値共にｒ＝ 0.968(P ＜
0.0001)、(2) でｒ＝ 0.946(F、P ＜ 0.0001)、ｒ＝ 0.945(M、P ＜ 0.0001)
とほぼ一致した。また、それぞれの群における換算値の平均も近似
した。一方で (3) はｒ＝ 0.884(F、P ＝ 0.0037)、ｒ＝ 0.872(M、P ＝
0.36)、(4) でｒ＝ 0.921(F、P ＜ 0.0001)、ｒ＝ 0.891(M、P ＝ 0.17) と
それぞれのｒ値に低下がみられたが相関は示された。しかし、(4) で
は F の平均値は D に対し低値を示す例が多く、さらに F・M と D
±10% 以外での症例の頻度を求めたところ、それぞれ 35.4%、21.5%(P
＝ 0.027) となり有意に差があった。すなわち F では D±10% 以外の
頻度が M より有意に多かった。

【結論】LDL － CF は (4) 領域で低値を示す傾向にあり、換算には
LDL － CM を用いることが、直接法の LDL － CD に近くなる。

A-22-08
経時的に狭窄度が進行し無症候性脳 塞も発見されたため
ステント留置術が施行された頸部頸動脈狭窄の1例
静岡済生会総合病院　健康管理センター
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【はじめに】　無症候性頚動脈狭窄症に対しては厳格な内科的リスク
管理が優先され、まずは禁煙、節酒を勧め、高血圧、脂質異常症、
糖尿病等の危険因子の治療を行う。今回、内科的治療を行ったにも
かかわらず経時的に狭窄度が進行し、無症候性脳 塞も発見された
ためステント留置術が施行された症例を経験したので報告する。【症
例】64 歳男性。高血圧、糖尿病、脂質異常症、逆流性食道炎にて内
服加療中。身長 177cm、体重 86kg。喫煙 20 本 / 日× 40 年。飲酒
2～3 合 / 日。X－4 年より継続して当施設人間ドックを利用してい
る。X-2 年のドックで頚動脈超音波検査を追加し、右総頚動脈に max 
IMT 2.0mm、左頚動脈球部に max IMT 2.9mm の等輝度プラーク
を指摘された。次回受診時は頚動脈超音波検査に加え頭部 MRI 検
査も追加するように推奨したところ、X 年 9 月のドック受診時に両
検査を追加。頚動脈超音波にて右総頚動脈の等輝度プラークは max 
IMT 2.2mm だったが、左頚動脈球部は NASCET 法で 61.0％の狭窄
が指摘され、PSV も 361cm/s であった。また、同時に施行した頭
部 MRI 検査で左尾状核に無症候性脳 塞が疑われたため、要精密
検査となった。同年 10 月、当院脳神経外科での頭部アンギオ CT で
左頚動脈球部に 90％以上の高度狭窄が指摘されたため、同年 12 月
にステント留置術が施行された。【考察】　本症例は危険因子を多く
有しており、内科的な治療も行われてはいたが、十分なコントロー
ルには至らない状態が持続していた。このようにコントロール不良
な状態では狭窄度が進行する危険性があるため、注意深い経過観察
が必要と考えられた。　また、無症候性脳 塞を認めた症例では脳
卒中発症リスクが有意に上昇するため、高リスク群では頭部 MRI 検
査での評価も推奨するべきと考えられた。
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A-25-03
超音波診断装置によるSuperb Micro-vascular Imaging
を用いた腎機能評価の検討
医療法人　JR 広島病院　臨床検査科 1 
医療法人　JR 広島病院　健診センター 2
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徳1 中村　友美1 小田　康子1 岡田　卓也1 
松田　麻美1 本田　秋奈1 酒井 千亜紀1 神田　萌子1 
田中 美和子2 野村　秀一2

【目的】近年、超音波診断装置の新技術により微細かつ低流速の血
流描出が可能となった。今回、人間ドック受診者を対象に超音波診
断装置を用いた腎血流計測が新たな腎機能評価になり得るかを検討
した。【対象】2019 年 12 月から 2020 年 4 月までに当院人間ドック
を受診した 50 名（男性：43 名 34 歳～73 歳　平均 48.1 歳、女性：7
名 36 歳～69 歳 平均 52.9 歳）。【方法】超音波診断装置α450( キャノ
ンメディカル社 ) を用いて腎皮質の中極葉間動静脈を Superb 
Micro-vascular Imaging(SMI) にて描出し、シグナル検出部位の面
積比（SMI Vascular Index）を計測した。また対照の評価法として
B モードによる腎サイズ最大断面での腎皮質径、腎長短径から腎総
容積を計測した。臨床的評価は血清クレアチニン、年齢、性別によ
り eGFR を算出し、病期の指標とした。【結果】eGFR と各計測値の
順位相関係数は SMI Vascular Index でρ=0.34(p=0.018)、腎皮質径
でρ=0.46(p=0.001)、腎総容積でρ=0.40(p=0.005) となった。また、
eGFR が 60(mL/min/1.73m2) より大きい群と 60(mL/min/1.73m2) 以
下の 2 群間における有意な差を認めた（p ＜ 0.05）。さらに、ROC
曲線による AUC は 0.71 であった。【考察】今回計測した SMI 
Vascular Index は eGFR と弱い相関を認め、腎機能低下に伴い低値
となった。したがって、腎皮質の SMI シグナル面積は腎血流量を
反映し腎機能と関連していることが示唆された。また、従来の腎機
能評価法である腎皮質径や腎容積に比べ、同等の診断能力であると
推察する。ただし、機器の設定や被験者・検者等の条件により計測
値にばらつきが生じている可能性があり、今後さらなる検討が必要
である。【まとめ】超音波診断装置を用いた腎皮質の中極腎葉間動
静脈の SMI Vascular INDEX を計測することで腎機能の評価が可
能である。

A-25-02
血漿を用いたMCIスクリーニング検査とAβ40/42のア
ルツハイマー病とMCI診断における臨床有効性について

（株）MCBI　研究開発部 1 
名古屋市立大学医学部 2 
東京医科歯科大学医学部 3 
筑波大学医学医療系 4
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藤 ひとみ1 劉　　　珊1 畑　　直子1 赤津　裕康2 
松川　則之2 朝田　　隆3 新井　哲明4 内田　和彦4

【背景】認知症の早期介入や予防のためには、アルツハイマー病
（AD）と MCI、さらにプレクリニカル期におけるバイオマーカーに
よる早期発見が重要である。我々は MCI の血液バイオマーカーと
して血清 ApoA1, 補体タンパク質 C3, トランスサイレチンなど Aβ
クリアランスに関わる３つタンパク質（Triple marker）の有用性
について報告してきた（Alzheimers Dement (Amst) 2015, 2019)。血
中 Aβは amyloid PET との相関がある事が示されているが、MCI
ならびに AD 診断における臨床有効性は明らかではない。これまで
血清を用いて Triple marker による MCI スクリーニング検査を行っ
てきたが、保存安定性に課題があり、巡回検診などに対応できてい
なかった。そこで血漿での検査に変更することで温度安定性を確保
し、さらに精度の高い血液検査を目指して Triple Marker とＡβ
40/42 の同時測定を試みた。これらの MCI と AD の診断における臨
床有効性について報告する。【方法】多施設医療機関おける 681 検
体のうち ADNI の神経心理検査基準に従い選択した 364 検体

（AD178 例 , MCI146 例 , 認知機能健常高齢者 (NDC)40 例）につい
て、血漿 Aβ40、Aβ42 ならびに Triple marker の測定を行い、そ
の臨床有効性について検討した。【結果】Triple marker について
は、採血後全血で室温に 12 時間放置しても安定した結果が得られ
た。血漿 ApoA-1 と補体 C3 の定量値は認知機能障害の進行に伴い
低 下 し た。Aβ40/42 比 の ROC は AUC=0.71（AD vs. NDC)、
AUC=0.64（MCI vs. NDC)、であったが、Aβ40/42 比に Triple 
marker を加えることで、AD vs. NDC で AUC ＝ 0.85 ( 感度 80%、
特異度 85%)、MCI vs. NDC で AUC ＝ 0.76（感度 76%、特異度 70%）
となり、AD、MCI と NDC の識別において高い臨床有効性を示し
た。【結論】血漿 Triple marker と Aβ40/42 比を用いた血液検査に
よって、MCI から AD まで病態進行をカバーする物忘れ健診が実現
できると考えられる。

A-25-01
人間ドック腰椎検診における立位荷重位撮影による脊柱側
弯変形の検討
新田塚医療福祉センター　福井総合クリニック　画像センター 1 
新田塚医療福祉センター　福井総合病院　整形外科 2
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【目的】当院の人間ドック腰椎検診は、正面を臥位 AP（前後）で撮
影するが、今回脊椎ドックガイドラインが推奨する立位正面 PA（後
前）撮影を実施した所、立位加重位により腰椎が左右どちらかに傾
く症例が散見し、有用性を検討した . また撮影体位が胸部、腰椎共
に立位 PA なので、胸部写真を胸椎として評価できるように画像処
理し腰椎画像と重ね合わせることで、下部頚椎から仙腰椎、骨盤全
体を含む広範囲な脊柱の冠状面アライメント評価ができないか検討
した .【方法】立位 PA 撮影を実施した 155 症例中、腰椎に側弯変
形を認めた 60 例を対象に腰椎コブ角を計測し、臥位と比較した . ま
た水平軸に対して両腸骨稜を結ぶ線との成す冠状面骨盤傾斜角（PO
角）、両大腿骨頭を結ぶ線との成す脚長差角（II 角）との関連性を
調べた .【結果】腰椎の側弯変形は、ドック受診者（平均 57 歳）の
39％に認めた . 立位撮影の腰椎コブ角は 6.5°で臥位の 3.1°に対し有
意に増大を認めた . 側弯の傾きは、骨盤低位側（加重側）に有意に
傾いていたが、立位腰椎コブ角と PO 角、II 角に相関は認めなかっ
た . 脊柱の冠状面アライメントから、側弯カーブを腰椎シングル

（SC）胸椎腰椎ダブル（WC）胸椎腰椎トリプル（TC）の 3 型に分
類、この 3 群と立位腰椎コブ角との関連性は、SC の 3.8°に対し WC
は 6.8°TC は 9.2°で、コブ角が高値になるほど有意に上位椎体の変
形進展を認めた .【結論】臥位撮影では整位するため困難だった腰
椎側弯の評価が、立位では有効と思われた . 側弯は骨盤低位側（加
重側）に傾くことから、加重負荷により身体の重心位置が偏ると考
えられる . 腰椎コブ角の増大、側弯進行は、上位椎体の側弯変形に
大きく関与するバランス障害が示唆された . 胸部写真を胸椎画像処
理し腰椎と重ね合わせることで、脊柱の冠状面アライメントが観察
でき、腰椎の側弯変形の早期発見や加齢に伴う脊柱変形の進展によ
る脊柱バランスを定量的に評価することが可能と思われる .

A-24-02
当院の骨ドック検診の新たな取り組みについて
トヨタ自動車　トヨタ記念病院　リハビリテーション科

○後
ごとう

藤　寛
ひろゆき

幸 竹谷　健吾 鈴木　篤明 堀田　菜摘 
保古　則子 樋口　直美 伊藤　真矢 高宮　浩一 
小口　秀紀 伊代田 一人

【はじめに】わが国の高齢社会における平均寿命の延伸による健康
寿命との開きがあり、日常生活に介護が必要なケースも散見されて
いる。骨粗鬆症は健康寿命に大きな影響をきたし、大腿骨頸部骨折、
椎体骨折と大きな関連があり、従来の治療は骨密度検査と投薬治療
が中心である。今回、1 次予防として当院では新たに運動機能、栄
養状態までを総合的に評価・指導する骨ドック検診を開始し、骨折
予防につなげる取り組みを開始したので報告する。【方法と対象】
2019 年 4 月 1 日～2019 年 12 月 31 日の骨ドック検診の受診者 13 名
を対象とした。骨密度は腰椎・大腿骨頸部をＤＸＡ法に計測、運動
機能評価は筋力・関節可動域、バランス、ロコチェック等の評価と
認知機能評価を実施した。栄養は問診でカルシウム、ビタミン、リ
ン、塩分の摂取量を評価した。評価は個別的に実施し、運動指導、
ホームプログラムの作成まで実施した。【結果】ＤＸＡ腰椎 92.7％、
大腿骨頸部 79.8％、ＦＲＡＸ腰椎 12.4%、ＦＲＡＸ大腿骨頸部 3.7％
であった。運動機能はＴＵＧ 6.92 秒、10 ｍ歩行 6.82 秒、片脚立位
右 42.1 秒、左 48.0 秒であった。認知機能のＭＭＳＥは 28.15 点、栄
養状態は塩分の過剰が目立つ結果であった。【考察】骨密度は腰椎、
大腿骨頸部ともに平均ＹＭＡ値 70％を超えているにも関わらず、日
常生活動作自立者の中にも片脚立位時間が 15 秒以下と著明に機能
低下をきたす者もいた。また、問診より転倒経験者が 30％を超えて
いる結果であったことから、骨折予防においては運動機能改善、転
倒リスク軽減も重要な役割を果たすことが考えられる。栄養状態に
おいても 1 日の塩分摂取の見直しが骨密度改善には必要ことが挙げ
られ、運動機能・栄養状態を総合的に評価し指導することが大変重
要である。
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A-26-03
後期高齢者の質問票と身体・運動機能との関連性の検討
慶應義塾大学 1 
江戸川病院 2

○大
おおかわら

川原 洋
ひろ き

樹1 伯川　聡志1 西沢　康平1 金治　有彦1 
原藤　健吾1 石田　浩之1 岩男　　泰1 泉田　良一2 
中村　雅也1 名倉　武雄1

【背景・目的】健康状態の評価及び保健・医療サービス支援の補助
ツールとして、本年度より「後期高齢者の質問票」が導入された。
本質問票は多側面からフレイル状態を評価することが可能であり、
広く活用されることが期待されている。しかし、各質問項目がどの
程度実際の身体・運動機能を反映するかに関してはまだ検討がなさ
れていない。そこで、本研究は後期高齢者の質問票と実際の身体・
運動機能との関連を明らかにすることを目的に実施した。【方法】対
象は慶應義塾大学病院予防医療センターと共同研究機関の健康診断
受診者 39 名（男性 16 名 , 女性 23 名、平均年齢 54.4±8.7 歳）とし
た。評価項目は、1) 後期高齢者の質問票、2) 下肢筋力測定、3) TUG
テスト、4) 片脚立位テスト、5) 握力測定、6) 歩行速度、7) 体組成
測定 (SMI) とした。日本版 Cardiovascular Health Study Index に
基づくフレイル判定結果と質問表の運動項目 ( 歩行速度、転倒経験、
運動習慣 ) をスコア化した点数（0‒3 点）との関係を統計学的に検
討した。続いて、運動項目に体重減少を加えた 4 項目の回答結果に
基づいて群分けしたそれぞれの 2 群間で、該当する身体・運動機能
の差の有無を統計学的に検討した。なお本研究は文書による同意を
得た上実施し、当学内倫理委員会からも承認済みである。【結果】プ
レフレイル群 19 名とフレイルなし群 20 名間では、TUG テストと
質問票運動項目の点数でそれぞれ有意差を認めた (p<0.05)。質問表
のうち、体重減少有群（n=7）となし群（n=32）間、歩行速度低下
有群（n=7）となし群（n=32）間で身体・運動機能の有意差は認め
られなかった。転倒経験有群は 1 名のみで、統計学的な検討は実施
できなかった。【結論】今回の結果から、広い年齢群を対象とした
場合には、後期高齢者の質問票の結果は実際の該当する身体・運動
機能を必ずしも反映していなかった。現在も研究は継続中であり、
症例数をさらに増やして検討していく予定である。

A-26-02
健康診断受診者の健康関連QOLと 痛ならびに運動機能
との関連性
慶應義塾大学 1 
江戸川病院 2

○澤
さわだ

田　智
とものり

紀1 伯川　聡志1 西沢　康平1 金治　有彦1 
原藤　健吾1 石田　浩之1 岩男　　泰1 泉田　良一2 
中村　雅也1 名倉　武雄1

【目的】ロコモティブシンドローム（以下，ロコモ）やフレイルの
早期発見・早期治療は，運動器の障害を予防し，国民の Quality of 
Life（以下，QOL）の改善に寄与する。本研究は健康診断受診者を
対象とし，ロコモ度・フレイル判定における健康関連 QOL 低下へ
の影響度と健康関連 QOL に関連する運動機能障害を検証すること
を目的とした。

【方法】慶應義塾大学病院予防医療センターまたは共同研究機関に
おける健康診断受診者のうち，本研究への参加に同意が得られた 38
名（男性 15 名 , 女性 23 名、平均年齢 54.6±8.7 歳）を対象とした。
評価項目は健康関連 QOL（EQ-5D-5L），ロコモ度テスト，フレイル
に関する問診， 痛（Numerical Rating Scale: NRS），膝関節伸展
筋力，TUG テスト，開眼片脚立位テスト，握力，歩行速度とした。
ロコモ度判定基準，J-CHS 基準を基にロコモ，フレイルを判定し，
ロコモ該当群と非該当群で健康関連 QOL を比較した。また，健康
関連 QOL と 痛・運動機能評価項目との間で相関分析を実施した。
有意水準は 5% 未満とした。

【結果 / 成績】ロコモ度判定基準の結果，ロコモ度 0 が 22 名，ロコ
モ度 1 が 16 名であった。ロコモ度 1 のうち，10 名がプレフレイル
に該当していた。EQ-5D-5L に関して，ロコモ度 1 かつプレフレイ
ル該当群はロコモ度 0 かつフレイル非該当群と比較して有意に低値
を示した（p ＜ 0.05）。全症例を対象とした相関分析の結果，EQ-5D-
5L は NRS との間に有意な負の相関（r=-0.694, p ＜ 0.01）を認めた
が、運動機能評価項目（膝関節伸展筋力，TUG テスト，開眼片脚
立位テスト，握力，歩行速度）との間にはいずれも有意な関連を認
めなかった。

【結論】運動機能が比較的維持された中年から前期高齢者世代にお
いては，健康関連 QOL は運動機能よりも 痛との関連が強く，健
康関連 QOL の維持・向上には 痛に対する医学的介入やセルフマ
ネジメントの重要性が示唆された。

A-26-01
健診・人間ドック受診者におけるロコモとメタボの関連性
の検証
伊奈病院　整形外科 1 
埼玉医科大学　保健医療学部　理学療法学科 2 
ハーバード大学大学院　公衆衛生学 3 
大宮シティクリニック 4

○石
いしばし

橋　英
ひであき

明1 新井　智之2 小川　貴久3 中川　　良4

【背景】ロコモティブシンドローム（以下、ロコモ）の対策は健康
寿命の延伸に重要である。また、ロコモは若年成人期、壮年期など
の早い時期からリスク評価をすることが望ましいため、健診・人間
ドックにおけるロコモ評価は有用である。一方、就労世代において
はメタボリックシンドローム（以下、メタボ）の予防は不可欠であ
り、健診・人間ドックでの重要な評価となっている。本研究の目的
は、健診・人間ドック受診者におけるロコモとメタボの頻度、関連
性、合併率を検証することである。こうした情報は、健診後の指導
に有用と考えられる。【方法】対象は 2018 年度の 30 代から 70 代の
健診・人間ドック受診者 36918 例（男性 21132 例、女性 15786 例）
である。すべての対象者について、ロコモ度テスト（立ち上がりテ
スト、2 ステップテスト、ロコモ 25）を実施してロコモ度 ( 非該当、
1、2) を判定した。また、メタボの評価も行い、非該当、予備軍、該
当に分けた。ロコモ度別のメタボの該当率、BMI、腹囲、HbA1 ｃ、
LDL コレステロールを調べ、メタボ該当の有無によるロコモ度テス
トの差を調べた。【結果】ロコモとメタボの該当率は、男女とも加
齢とともに上昇した。ロコモ度別のメタボ該当率は、女性ではロコ
モ非該当者／該当者で 1.7％／5.2％、男性では 14.1％／22.3％であっ
た。また、男女ともロコモ度が上がると BMI、腹囲、HbA1c、LDL
が有意に増加した。さらに、メタボの該当群は、ロコモ度テストの
各 3 テストの結果が男女とも悪化していた。以上のことから、健診・
人間ドック受診者においてメタボとロコモが密接に関連し、合併し
やすいことが明らかとなった。【結語】健診・人間ドックを受診し
た就労世代の男女 36918 例において、ロコモ該当者はメタボ該当率、
BMI、腹囲、HbA1C、LDL が高く、メタボ該当者はロコモ度テス
トの結果が低かった。

A-25-04
尿主要蛋白、酵素の基準範囲の設定
ライフ・エクステンション研究所　付属永寿総合病院　臨床検査科 1 
山口大学医学部保健学科 2 
ライフ・エクステンション研究所付属永寿総合病院内科 3 
ライフ・エクステンション研究所付属永寿総合健診医療・予防センター 4

○伊
いとう

藤　喜
よしひさ

久1 市原　清志2 重永　隼也1 原田　典明1 
鳥井　章子3 白井　俊孝3 小山　恭正4

【目的】これまで尿中成分の基準範囲の設定は充分検討がなされて
いない。そこで将来の健診、臨床利用に資するために、尿中の主要
蛋白、酵素の基準範囲の設定をめざした。【方法】永寿総合健診・
予防医療センター受診者の同意を得て、検査後残余尿を用いた。設
定法は既に確立された方法に準ずる。アンケート調査、臨床検査情
報、尿試験紙、糖尿病関連検査などを基に基準個体を選択し LAVE
法により最終選択し Box-Cox べき乗変換式で設定した。対象成分は
Alb, Tf, NAG, CysC, L-FABP である。絶対量、Cr 補正値で設定し
た。【結果】Cr 濃度は男性が女性に比べ高値である。しかし加齢に
より男女共約 50％低下する。従って Cr 補正の全ての成分に加齢、
性差が有意差が生まれる。LAVE 法により設定した基準範囲を全年
齢で簡略して示す。Alb(n=1123) 1.0-36.4 mg/L、ACR 2.1-59.7 mg/
gCr、Tf (n=325)0.08-1.93 mg/L, Tf/Cr 0.08-1.93 mg/gCr, Alb/Tf 比 
0.34-1.33 であった。さらに NAG 0.3-11.7 U/L, NAG/Cr 0.5-7.2 U/
gCr, L-FABP（n=206）0-15.6 ug/L, L-FABP/Cr 0.1-9.2 ug/gCr, 
CysC 0.01-0.17 mg/L, CysC/Cr 0.1-9.7 ug/mgCr と結果を得た。Alb
と Tf はｒ＝ 0.90 以上の相関性を示す。これに対して NAG, CysC, 
L-FABP との相関性はほとんど認めなかった。NAG, CysC, L-FABP
とは r=0.3-0.55 で高く、特に NAG と L-FABP では r=0.56 と良好で
あった。【結論】種々の尿蛋白、酵素成分の基準範囲を初めて設定
した。基準個体の絞り込みに尿試験紙検査、糖尿病、BP などによ
る絞り込みは有用である。Cr 補正は信頼性に乏しい。検査前の運
動、肉類等の食事影響など Cr の非特異的影響を抑えながら、個別
に絶対値、C ｒ補正を持続的に測定評価していくことが大切となる。
Alb, Tf は糸球体マーカーであり、NAG, L-FABP, CysC は主に尿細
管マーカーであることが確認された。検査項目を適宜組み合わせ生
体異常の判断基準の礎となるよう、さらに検討を進めていきたい。
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A-27-02
当センターにおける定期健康診断と「なでしこプラン」受診
者の要治療・要精密検査率調査
栃木県済生会宇都宮病院　健診センター 1 
栃木県済生会宇都宮病院　健診診療科 2

○大
おおぜき

関　佳
よしこ

子1 矢野 由紀子1 小滝　陽子1 飯田　孝子1 
大栗　初江1 飯島　賢了1 福田　　実2

【はじめに】「なでしこプラン」とは済生会で行われている生活困窮
者支援事業のことで当センターではこの事業の一環として更生保護
施設入所者を対象とした健康診断を年 3 回実施している。今回、人
間ドック受診者を除く定期健康診断受診者（以下：定期）と更生保
護施設の健康診断受診者（以下：更生）の共通判定項目における要
治療・要精密検査率（D 判定率）を調査したので報告する。【対象】
H26 年度～H30 年度に当センターで健康診断を受診者した 5814 名

（定期 5362 名、更生 452 名）を対象に要治療・要精密検査率を調査
した。【対象概要】受診者の男女比は定期（男性 41.3％、女性 58.7％）、
更生（男性 63.3％、女性 36.7％）である。このうち喫煙習慣ありは
定期（男性 37.5％、女性 11.6％）、更生（男性 82.9％、女性 52.4％）、
飲酒習慣ありは定期（男性 74.6％、女性 45.2％）、更生（男性 6.6％、
女性 3.6％）であった。【結果】各判定項目の D 判定率は胸部 X 線

（定期 1.6％、更生 3.5％）、心電図（定期 0.3％、更生 0.7％）、身体計
測（定期、更生とも０％）、視力（定期 26.2％、更生 50.8％）、聴力

（定期 10.5％、更生 28.0％）、血圧（定期 3.4％、更生 6.9％）、尿（定
期 4.4％、更生 8.8％）、脂質（定期 8.0％、更生 11.9％）、肝機能（定
期 8.8％、更生 11.5％）、糖代謝（定期 0.7％、更生 0.2％）、腎機能

（定期 0.7％、更生 1.6％）、貧血（定期 4.1％、更生 5.5％）、白血球
（定期 3.8％、更生 19.1％）、内科診察（定期 0.3％、更生 0.4％）で
あった。【考察・まとめ】今回の調査により更生保護施設の D 判定
率は糖代謝を除き、高い傾向にあることが分かった。これは、金銭
的に医療・福祉サービスを受けることが難しい状況にあることや生
活習慣（特に喫煙習慣）の違いが一因とも考えられる。今後、受診
者への生活指導や口頭での受診勧奨を行うなど少しでも医療を受け
やすい環境づくりと対策を検討していきたい。

A-27-01
頸動脈超音波検査における甲状腺結節発見時の簡易フロー
チャート作成の取り組み
医療法人社団　東光会　戸田中央総合健康管理センター

○高
たかはし

橋 紗
さ や か

耶香 塚原 由美子 鄭　　秀明

【目的】当センターの脳ドックでは、動脈硬化の指標として頸動脈
超音波検査を実施しているが、その際、頸動脈に隣接する甲状腺結
節を描出することがある。偶発的に発見される病変においても精査
が必要と判断すれば、専門医療機関への紹介が望ましい。しかし、
当センターでは甲状腺結節発見時、脳ドック医への報告基準が明確
化されておらず、日本乳腺甲状腺超音波医学会推奨の結節性病変フ
ローチャート ( 以下ガイドライン ) も、甲状腺超音波検査未経験の
技師にとっては理解に時間を要するため、活用されていなかった。
そこで今回、甲状腺結節の報告基準を明確化する目的で、簡易フ
ローチャートを作成したので報告する。

【方法】対象：2014 年 9 月から 2018 年 3 月の約 3 年半に、脳ドック
の頸動脈超音波検査時に要精査と報告した甲状腺結節 39 例。方法：
悪性を疑う超音波画像を検討し、ガイドラインに基づく簡易フロー
チャートを作成した。

【結果】甲状腺結節 39 例中 6 例が癌であった。6 例のうち、悪性を
示す超音波画像所見の延べ件数は、形状不整・境界不明瞭粗雑・内
部低エコー：6 件、内部エコー不均質：5 件、微細高エコー多発：2
件、境界部低エコー帯無し：6 件であった。以上の超音波画像所見
とガイドラインをふまえ、以下に該当する場合は脳ドック医へ報告
することとした。
(1)5 ｍｍ以上で悪性を強く疑う結節
(2)10 ｍｍ以上で悪性を疑う結節
(3)20 ｍｍ以上の嚢胞性結節と充実性結節

【結語】今回の取り組みにより、甲状腺超音波検査未経験の技師で
も報告基準が明確化し、所見の判断がしやすくなった。また、脳
ドック医と簡易フローチャートを共有することで、結節発見時の報
告体制が整った。

A-26-05
DXA法四肢筋肉量測定によるサルコペニア診断
長野赤十字病院　健康管理科部

○星
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　　研
けんいち

一 上沢 奈々子

2014 年日本老年医学会よりフレイル（加齢に伴う虚弱な状態）が提
唱され、後期高齢者では顕著に進行するため、保健事業でも、体重
や筋肉量の減少を主因とした低栄養などのフレイルに着目した対策
が求められている。2020 年 4 月から後期高齢者医療制度の人間ドッ
クにおいて質問票が追加され、その中には低栄養状態のおそれを把
握することを目標に「6ヶ月間で 2～3kg 以上の体重減少があります
か」も問われていている。低栄養は筋肉量の減少から体重減少をき
たし、また低栄養は本人が自覚しにくく、気づかないうちに進行し
ていることが多いため、体重減少はよい指標とされるている。そこ
で、われわれはフレイルの中核症状としてのサルコペニア（骨格筋
減少状態）の客観的評価に着目しドックの保健指導の質向上を図る
ことを目指した。【目的】高齢社会を反映して高齢者も多い当院人
間ドック受診者におけるサルコペニアを評価し、生活習慣との関連
を明らかにする。【方法】DXA 法（dual energy X-ray absorptiometry）
による四肢筋肉量測定（体肢筋量指数 SMI (Skeletal Mass Index)）

（HOLOGIC Wi TOYO MEDIC) をオプション検査としてドックに
導入した。【成績】2020 年 4 月より新型コロナウイルス感染症

（COVID-19）流行に伴い高齢者はじめドック受診者数自体が減少し
たことにより、2ヶ月間で計 13 名（平均年齢 66.1 歳 (48-76）男性 6
女性 7）が検査を受けるにとどまっている。サルコペニア群の全身
骨密度は、健常コントロール群よりも低く、HbA1c は、健常コン
トロール群よりも高い等、生活習慣病との関連も報告されているが、
現時点は例数が少なく検討できていない。学会当日にはその後の
データを合わせて解析し結果を報告する予定である。【結論】DXA
法による四肢筋肉量測定を導入した。

A-26-04
人間ドックにおけるロコモ・骨粗鬆症健診の結果と運動お
よび生活習慣との関連
埼玉医科大学　保健医療学部　理学療法学科 1 
埼玉医科大学病院　健康管理センター 2
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之1 清水　正雄2 水村　順孝2 有田　信和2 
水橋　星子2 成田　政宏2 丸谷　康平2 藤田　博暁2 
足立　雅樹2 織田　弘美2

【目的】本学健康管理センターでは、ロコモティブシンドローム（ロ
コモ）の予防を目的に 2018 年 4 月よりオプション検査としてロコ
モ・骨粗鬆症健診を導入し，昨年の第 60 回学術大会で、その取り
組みについて報告した。本研究では、ロコモ・骨粗鬆症健診の結果
を性別ごとに分類し有効性を検討した。【方法】対象者はロコモ・
骨粗鬆症健診受診者 187 名 (65.4±11.6 歳、男 102 人、女 85 人 )。ロ
コモ健診は，ロコモ度テスト（立ち上がりテスト、2 ステップテス
ト、ロコモ 25）と大腿四頭筋筋力を測定し、「異常なし」「所見あり

（軽度異常，要経過観察）」と判定した。骨粗鬆症健診は、橈骨骨密
度測定と骨代謝マーカーの BAP と TRACP － 5b を測定し、骨粗鬆
症リスクの有無を判定した。本研究では、ロコモ健診と骨粗鬆症健
診の結果を男女別に集計し、特定健診質問表の生活習慣の各項目と
の関連を調査した。【結果】ロコモ健診では、「異常なし」男 47.1％、
女 27.1％、「軽度異常」男 31.4％、女 36.5％、「要経過観察」男 21.6％、
女 36.5％であった。骨粗鬆症健診では、「骨粗鬆症リスクあり」男
18.2％、女 41.2％であった。ロコモ健診で「所見あり」と判定され
た者は、男女とも「週 2 回 30 分以上の運動を行っている」と答え
た割合が有意に少なかった。骨粗鬆症健診で「リスクあり」と判定
された群は、男性では「睡眠で休養が十分に取れている」と答えた
割合が少なく、女性では「就寝前の 2 時間以内に夕食をとる」と答
えた割合が多かった。【結論】ロコモ・骨粗鬆症健診の結果、女性
だけでなく男性においても運動器の障害やそのリスクを有するもの
が多いことが明らかとなった。また、ロコモ健診の結果は運動習慣
と関連し、骨粗鬆症健診の結果は食事や睡眠などの生活習慣と関連
することが示された。ロコモ・骨粗鬆症健診は、早期に運動器障害
や生活習慣の問題点を明確にすることで、ロコモ予防のきっかけに
なる有用なプログラムであると考えられる。
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A-27-06
風しん第5期定期接種のための抗体価検査 －個別健診の場
での初年度結果－

（一財）柏戸記念財団　ポートスクエア柏戸クリニック
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子 木口　聡美 石垣　洋子 内田　裕美 
奥田　桂子 藤井　清孝 仲野　敏彦 湯口　恭利 
瀧澤　弘隆 長尾　啓一

【背景】1962～1979 年生まれの男性は 1 度も風しんワクチン接種の
機会がなかったため、この年齢層男性の風しん発症が妊娠初期女性
への危険要因と考えられている。この危険減少を主たる目的として
3 年間の時限で第 5 期風しんワクチン接種施策が始まった。それに
伴い自治体と人間ドック学会 / 日本病院会の間で集合契約が締結さ
れ、各種健診の場で抗体検査が行われ、結果に応じたワクチン接種
が始められた。【目的】第 5 期風しんワクチン接種のための抗体検
査事業の初年度に、当施設での健診の場がどの程度貢献できたかを
検討した。【対象と方法】2019 年 4 月から 2020 年 3 月末までの期間
の男性ドック・健診受診者は 14,348（ドック / 健診：6,938/7,410）
名であり、そのうち抗体検査対象（1962～1979 年生）となった受診
者は 7,076（ドック / 健診：3,798/3,278）名であった。初年度の 2019
年度に抗体検査を受けた 212 名を検討対象とした。抗体検査受診票
の問診回答、抗体検査結果を集計し、第 5 期ワクチン接種対象と
なった者については接種の有無について調査・検討した。【結果と
結論】初年度は 1972～1979 年生まれの対象年齢層にクーポンが配
布されたが、それ以上の年齢でも希望があれば配布された。抗体検
査受診者 212 名のうち 191 名（90％）が 1972～1979 年生まれであっ
た。その年齢層のドック・健診受診者は 3,175 名であったので抗体
検査受診者率は 6.0％となった。質問票の集計では風しん罹患歴は
13.3％であったが、記録が不明であった者が多かった。当施設での
抗体検査は HI 法にて実施され、受診者 212 名中ワクチン接種対象
者（抗体価 8 倍以下）は 54 名（25.5％）であった。54 名に対して
ワクチン接種実施の有無を調査した結果、31 名（57％）より回答が
あり、接種を受けた者は 24 名（77.4％）であった。各種健診は風し
ん抗体価検査を受ける機会増加に寄与しており、時限期間内に継続
していく意義は十分あると考えられた。

A-27-05
当院における高齢受診者の検討
群馬県立心臓血管センター　循環器内科 1 
群馬県立心臓血管センター　健康相談課 2

○村
むらかみ

上　　淳
じゅん

1 小林　清美2 山田　暢子2 大舘　麻子2 
狩野　知子2 小野　善平2 内藤　滋人1

【目的】高齢化に伴い高齢者の生涯にわたる健康づくりの促進が重
視されており、人間ドック・健診でも高齢受診者が増加している。
当院の人間ドック受診者における高齢者の推移や特徴を検討した。

【対象と方法】2014 年 4 月から 2020 年 3 月までの 6 年間の当院人間
ドック受診者の年齢毎の推移と、2019 年度に受診した 80 歳代の高
齢者について BMI、現病歴、脂質、HbA1c、腎機能、CONUT score

（栄養状態の指標）、受診時の問題点など調査した。【結果】80 歳以
上高齢受診者の割合は 2014 年度の 1.6％から 2019 年度には 2.4％に
増加した。同様に後期高齢者の割合も 6.1％から 7.8％に増加してい
た。また、高齢者は他の年代と比較して 2 日ドックの受診割合が高
かった。2019 年度の 80 歳代は 1401 人中 34 人で、治療中は高血圧
21 人（61.8％）、脂質異常症 17 人（50％）、糖尿病 7 人（20.6％）、高
尿酸血症 5 人（14.7％）、心房細動 3 人（8.8％）、であった。BMI が
25 以上は 10 人（29.4％）で 20 未満は 6 人（17.6％）、LDL コレス
テロール 140mg/dL 以上は 5 人（14.7％）、中性脂肪 300mg/dL 以
上は 0 人（0％）、HbA1c 6.5% 以上は 6 人（17.7％）、eGFR 60 未満
は 16 人（47.1％）であった。CONUT 法による栄養評価では正常 16
人、軽度障害 18 人であり、中等度と高度障害はいなかった。受診
時の問題点としては、2 日ドック受診者で当日に認知症であること
が判明し急遽宿泊は中止した例、内服薬の持参を忘れてしまい取り
に戻ってもらった例などがあった。【結語】高齢受診者は増加傾向
である。高齢者特有の問題点はあるものの安全にドックを行えてい
る。今後も高齢受診者は増加していくと予想され、当院の構造的な
問題も含めて今後の高齢者ドックのありかたを検討していきたい。

A-27-04
当院人間ドックにおける睡眠時無呼吸簡易検査のAHIと身
体所見の関連性の検討
NTT 東日本伊豆病院

○吉
よしはら

原　紘
ひろこ

子 岡崎　陽子 織田　寛子 長岡　祐美 
吉岡　辰泰 奥田　英裕

【目的】人間ドックにおける睡眠時無呼吸症候群（SAS）簡易検査
の有用性について検討する。【対象及び方法】2016 年 5 月～2019 年
3 月に NTT 東日本伊豆病院の人間ドック（1 泊 2 日）を受検した 
43,171 名中、SAS 簡易検査を希望した受検者 728 名を対象とした。
SAS の判定基準は、AHI 値 5 未満を正常、5 以上 15 未満を軽症、
15 以上 30 未満を中等症、30 以上を重症とし、ESS が 10 以上の軽
症と中等症以上は精密検査の対象とした。SAS 簡易検査の無呼吸低
呼吸指数（AHI）結果と身体所見（年齢・体重・BMI・最高血圧）、
Epworth Sleepness Scale（ESS）との関連性について多変量解析を
行った。【結果】対象者の年齢は平均 48.4 歳、体重は平均 72.6kg、
BMI は平均 25.0、最高血圧は平均 126.3mmHg であった。ESS は 9
未満 610 名、10 以上 118 名（平均 6.2）であった。AHI の範囲は 0
～95 で、正常は 70 名、軽症群は 230 名（平均 AHI 8.6）、中等症群
は 240 名（平均 AHI 19.9）、重症群は 188 名（平均 AHI 42.1）で
あった。多変量解析（重回帰分析）の結果、AHI との標準回帰係数
は、BMI 0.344、体重 0.337、年齢 0.209、ESS 0.072、最高血圧 0.052
であった。受検者の 90.5％（659 名）に軽症以上の睡眠呼吸障害を
認め、受検者の 61.5％（448 名）が要精密検査となった。【考察】SAS
は生活習慣病（肥満や動脈硬化、心血管疾患、脳血管疾患など）だ
けでなく、うつ病など多くの疾患との関連が指摘されている。今回
の検討では、BMI と体重は AHI と弱い相関があり、これまでの研
究と同様に肥満と SAS との関連性が示唆された。本研究において
は肥満により SAS の有病率も増加傾向にあったが、肥満がなくて
も無呼吸である例も認められた。また、簡易検査実施者のうち約 6
割で精密検査が必要となり、その後の治療導入例も多く、SAS のス
クリーニングを目的とした睡眠時無呼吸簡易検査は人間ドックにお
いても非常に有用であると考えられる。

A-27-03
当院の人間ドックに尿中微量アルブミン検査を追加しての
現状と課題
国保水俣市立総合医療センター　健康管理センター
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里 水本 千代子 赤星　彰一 丸山　英樹 
藤澤　和夫

【はじめに】糖尿病患者数の増加に伴い人工透析の主な原疾患であ
る糖尿病性腎症の重症化予防が課題であり、糖尿病性腎症による年
間の新規透析導入患者数の減少など様々な取り組みが進められてい
る。熊本県の 40～70 歳の４人に１人が糖尿病又は予備軍で判断と
なる空腹時血糖や HbA1c の結果が全年代、男女ともに全国平均よ
り高く、人口対比の透析患者数も全国平均を大きく上回っている。
しかし糖尿病性腎症の早期診断に必要である尿中微量アルブミン値
の測定が全国平均より大きく下回っているのが現状である。そこで
令和 2 年度より当院で実施している人間ドックの項目に尿中微量ア
ルブミン検査を追加したので現状を報告する。【目的】1 尿中微量ア
ルブミン検査を健診で実施することで当院圏域の現状を知る。2 当
センターでの保健指導体制の見直しを行う【対象者】令和２年 4 月
から５月の人間ドックおよび尿中微量アルブミン検査を追加した健
診者【結果】当院で尿中微量アルブミン検査を行った健診者（内服
者含む）の各平均値は BMI24.2、血圧 121/72mmHg、空腹時血糖
109mg/dl、HbA1c5.9%、TG114mg/dl、LDL117mg/dl、Cre0.81mg/
dl、GFR75.2、尿中微量アルブミン値は 10.01mg/gCr で 30mg/gCr
を超えるものは 49 人中 2 人であった。尿中微量アルブミンの当院
平均値以上群は空腹時血糖 110mg/dl、HbA1c6.7%、平均値以下群
では空腹時血糖 103mg/dl、HbA1c5.7% であった。【考察】当院で
実施している健診者の空腹時血糖、HbA1c が高いことが分かった。
ただ、空腹時血糖や HbA1c が高値であっても早期腎症の判断とな
る尿中微量アルブミン値 30mg/gCr を超える者は全体の 4% と低
かった。このことから空腹時血糖や HbA1c が健診時に高い場合で
も早期に介入することで糖尿病性腎症の発症を遅らせることができ
るのではないかと考える。【課題】1 健診当日に保健指導、栄養指導
を実施し動機づけを行う。2 院内のリソースを活用した指導体制づ
くりを構築する。
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A-27-10
人間ドックにおける甲状腺超音波検診
福岡和白総合健診クリニック 1 
九州大学大学院医学研究院　病態機能内科学 2 
緒方徹クリニック 3
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衣1 岡村　　建2 中埜　杏奈1 福田 夏南子1 
藤井　香菜1 望月　直美1 今村　明秀1 緒方　　徹3 
山永　義之1

【はじめに】人間ドックでは超音波検査による結節性病変の発見頻
度が上昇しているが、臨床上問題とならない病変も多い。今回、当
施設にて 2018 年 4 月 1 日から 2019 年 3 月 31 日の 1 年間に行われ
た甲状腺検診 5925 例を集計・解析した。【結果】平均年齢は 54.6 歳

（±10.1 歳）。男性 1777 例（30%）、女性 4148 例（70%）。受診者 5925
例のうち全く所見を認めなかったのは 3381 例（57％）であり、残
りの 2544 例（43％）についてはびまん性の所見が 209 例 (3.5%)、び
まん性所見に結節（多発）135 例 (2.3%)、びまん性所見に結節（単
発）172 例 (2.9%)、多発結節 385 例 (6.5%)、単発結節 927 例 (15.6%)、
嚢胞 506 例 (8.5%)、石灰化 14 例 (0.2%) であった。要精査判定となっ
たのは 188 例（3.2%）で、うち 135 例について精査結果が判明して
いる。甲状腺乳頭癌が 9 例、腺腫性甲状腺腫などの結節性病変は 75
例、甲状腺外病変が 3 例存在した。全体で結節性病変を有していた
のは 1619 例（27.3%）で、多発しているものが 519 例認められた。
乳頭癌は 1 例を除いて嚢胞を伴わない結節病変であった。結節性病
変の最大径のヒストグラムは対数変換後に正規分布し、平均値が
7.7mm(±2SD 2-22mm) であった。腫瘍径は年代別に比較しても差は
見られなかったが、多発した場合、女性、びまん性の変化や嚢胞を
伴う場合に大きくなる傾向が見られた。また、結節が存在する率や
多発する率は年齢とともに増加する傾向が見られた。【考察・結語】
これらの結果はこれまでの報告を指示するものであり、甲状腺には
非腫瘍性病変が高頻度に存在することが示唆された。

A-27-09
人間ドックにおける心腎連関の検証～心電図と腎機能検査
の関連～
社会福祉法人　聖隷福祉事業団　保健事業部　聖隷健康診断センター　
検査課 1 
社会福祉法人　聖隷福祉事業団　保健事業部　事業管理部　
保健看護管理室　統計情報課 2 
社会福祉法人　聖隷福祉事業団　保健事業部　聖隷健康診断センター　
医務課 3 
社会福祉法人　聖隷福祉事業団　保健事業部 4
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福田　崇典4

【目的】心腎連関とは、心臓と腎臓は様々な因子などを介してお互い
に影響し生体の恒常性維持を行っており、その破綻が心腎疾患となっ
て現れるという考え、メカニズムを理解しようとするものである。今
回我々は、当センター人間ドックにおける心電図と腎機能検査の結果
から心腎疾患の早期発見に繋がりうるのかを検討した。【対象と方法】
2019 年度、当施設人間ドックを受診した 26,918 名（男性 16,172 名・平
均年齢 54.5 歳、女性 10,746 名・平均年齢 53.5 歳。年度内重複受診は
除外）を対象とした。はじめに、心電図検査所見無を正常群、所見有
を有所見群（通院中は除外）とし、eGFR・血清クレアチニン（男女
別）・尿素窒素・尿酸・尿蛋白に対して関連があるか検討した。血液
項目の検定には共分散分析、尿蛋白定性に関しては Mantel-Haenszel
検定を用いた（年齢調整、有意水準は 5％とした）。次に、eGFR の正
常値群と異常値群（通院中は除外）に分類し、心電図の有所見率と所
見内容にどのような違いがあるかを比較した。【結果】心電図正常群
と有所見群において、eGFR（76.06±14.19/73.11±13.83）、尿素窒素

（14.05±3.66/14.87±4.05）、尿酸（5.42±1.35/5.57±1.29）、尿蛋白陽性
率（1.3％/2.0％）と有所見群において正常範囲内ではあったが有意差

（p ＜ 0.00）がみられた。血清クレアチニンにおいては有意差が見られ
なかった。また、eGFR 正常値群と異常値群において、心電図の有所
見率では eGFR 正常値群 19.9％に比べ異常値群 28.3％と高かったが所
見内容には大きな差は認められなかった。【考察】今回の調査から心
電図判定といくつかの腎機能検査との間に関連がみられた。eGFR 異
常値群において心電図有所見率が高かったのは年齢による影響も考え
られる。人間ドックで心電図所見を認めた場合、若年から腎機能値の
推移に着目し個人の生活背景を加味した診察や保健指導を行うことで
将来の心腎疾患予防に繋げることができると考えた。

A-27-08
職員健診で偶然発見された一過性高アルカリフォスファター
ゼ血症の一例
国家公務員共済組合連合会　横須賀共済病院　健康管理センター 1 
中央内科クリニック 2 
稲田内科 3
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【症例】32 歳男性
【経過 1】20XX 年 11 月に職員健診を受診した。血液検査でアルカ
リフォスファターゼ（以下 ALP）高値（1612U/L　基準値：115 －
359U/L）を認めたが、他の肝胆道系酵素は正常値であった。生来
健康、通院中の疾患や内服薬はなかった。20XX 年 6 月の職員検診
では ALP 値を含む肝胆道系酵素はすべて正常値であった。健診受
診時及び受診前に発熱などの自覚症状や外傷歴もなかった。ALP 高
値について精査受診とした。

【主な健診血液検査結果】AST17U/L, ALT19U/L, ALP1612U/L, γ
GTP34U/L, T.Bil 0.5mg/dl, Cr0.92mg/dl,WBC4800/μl,RBC468 万
/μl,Hb14.2g/dl,Plt21.8 万 /μl

【経過 2】健診の 1 週間後に当院消化器内科を受診した。受診時にも
特記すべき症状・身体所見を認めなかった。ALP アイソザイム分析
と甲状腺機能検査が行われた。甲状腺機能は問題なかった。ALP ア
イソザイム分析では ALP2 型の両側に２本の BAND が出現し、そ
の特徴的なアイソザイムパターンから一過性高 ALP 血症が考えら
れた。一貫して ALP 以外の異常値を認めず、自覚症状もなかった
ため、ALP アイソザイム分析の結果に則り一過性高 ALP 血症と判
断し経過観察の方針とした。20XX ＋ 1 年 3 月に ALP を再検したと
ころ、ALP221U/L と正常化していた。

【考察】ALP 高値を来す疾患には主に胆道系疾患、肝疾患（肝炎・
肝硬変など）、骨形成疾患（骨疾患、甲状腺機能亢進、副甲状腺機
能亢進など）、悪性腫瘍などが挙げられる。健診結果を確認した際
に、まずはこれらの可能性について考えて受診者に状況をうかがい、
早めの精査受診を促した。当初我々は一過性高 ALP 血症を知らず、
鑑別に挙げることができなかった。ALP アイソザイム分析結果から
一過性高 ALP 血症について知り、臨床医とともに正常化までの自
然経過を観察することができた。本疾患の可能性も念頭に置くこと
で、本疾患が疑われる場合の受診者への説明、診療科受診後の過度
な精査の回避が可能になると考えられる。

A-27-07
尿浸透圧を指標とした胸管リンパ流量推測の方法について
東北医科薬科大学　医学部　生理学教室 1 
信州大学　医学部　メディカル・ヘルスイノベーション講座 2
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子1,2 林　もゆる1,2 浅香　智美1,2 前島　大輔2 
大橋　俊夫2

【はじめに】私たちはヒトにおいて深い腹式呼吸を行うことで血液
が希釈され、抗利尿ホルモン (ADH) 濃度の低下が起こることを見出
すと共に、血液希釈率と ADH 濃度の低下率からヒトの胸管リンパ
流量を定量的に評価する方法を開発している。また、ウサギを用い
た実験で乳糜槽のマッサージにより胸管リンパ流量が増加すること
を、超音波造影剤ソナゾイドを用いてエコー下に直接観察できるこ
とを示した。さらに水分摂取によって腸のリンパ流量が増加するこ
とも明らかにした。そこで本研究では水分摂取によりリンパ流量が
増加することと腹式呼吸により胸管リンパ流量が増加することを利
用し、リンパドレナージの技術評価のために尿検査を応用する方法
を試みた。【方法】研究は信州大学医学部倫理委員会の承認を受け
て実施した。対象者を１．水を摂取せずに仰臥位で 30 分安静を保
つ群、２．蒸留水 250ml を摂取し仰臥位で 30 分腹式呼吸を行う群、
３．２と同様だが 10 分腹式呼吸を行う群に分けた。それぞれの群で
仰臥位前後の血液と尿を採取し比較した。【結果】蒸留水摂取群の
血液中の総タンパク量、アルブミン量、赤血球数、ヘモグロビン量
が減少し、水分摂取により仰臥位前後で血液希釈が起こることを確
認できた。また血液と同様に尿電解質濃度の低下、尿浸透圧低下が
起こることが示された。一方、尿量は水分摂取後に 30 分腹式呼吸
を行うことにより顕著に増加し、血中 ADH 濃度も上昇したが、10
分腹式呼吸群の血中 ADH 濃度は低下した。【考察】水分摂取後に腹
式呼吸を行うと速やかにリンパ流量が増加し、その結果血液希釈が
起こること、血中 ADH 濃度の低下により尿量が増加して血液希釈
が是正され、その後フィードバックとして ADH 濃度が低下するこ
とが考えられたことから、リンパドレナージの効果を施術前後の尿
検査で評価でき、リンパ浮腫療法士の実技評価に利用できる可能性
があることが示された。
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B-1-01
HbA1c分布の経年推移からみた糖尿病対策の成果につい
て
丸井健康保険組合　健康促進センター
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孝 趙　　麻未 三浦　佳代

【背景】平成 28 年国民健康・栄養調査から、日本の糖尿病有病者と
予備群はいずれも約 1000 万人に上ると推計されている。【目的】当
健保被保険者における近年の HbA1c 分布の推移を調査し、同時期
に施行した糖尿病対策の成果を評価すること。【方法】対象は 40 歳
～65 歳までの男女とし、DM 群 (HbA1c7.0％≦ )、dm 群 (6.5～6.9％)、
予備群 (6.0～6.4％) に該当する割合について 2015 年以降の年次推移
を調査した。糖尿病対策としては 2014 年以降に、DM 群には個人
面談プログラムと 8.4％≦に対する就業制限を基本とし、dm 群には
保健指導の書面郵送後にメール、電話による継続支援を行った。予
備群には通常の健診結果通知と自前人間ドック受診者に対して当日
指導を行った。2018 年には予備群にも書面による指導を開始し、DM
群と dm 群に対しての継続支援も強化したので 2019 年の分布を 18
年と比較した。【結果】１）2015～18 年までの HbA1c 値について
各 群 に 該 当 す る 割 合 の 年 次 推 移 を 示 す。DM 群 は 順 に
1.7 → 1.5 → 2.2 → 2.1％、dm 群は順に 2.4 → 2.5 → 2.4 → 2.4％と抑
制を継続できたが、予備群は 4.2 → 5.0 → 6.1 → 6.3％と漸増傾向を
示した。２）施策強化後の 2019 年の割合を 18 年と比較すると、DM
群は 2.1 → 1.7％、dm 群は 2.4 → 1.7％、予備群は 6.3 → 3.5％であり、
予備群で著しい改善を認めた。予備群から正常化した者と予備群残
留者を比べると、年齢、BMI に差を認めず、性別と体重の改善量に
有意差を認めた (p ＜ 0.01)。結果として糖尿病有病者と予備群に相
当する HbA1c 6.0％以上の割合は 10.8 → 6.9％に改善し、人数では
前年比 37％減を達成した。【結語】2014 年以来の重症化予防策によ
る重症者の抑制に加え、今回は予備群に対しても改善を示すことが
できた。これは単一な施策の成果ではなく、過去の予防策の積み重
ねや、自前人間ドックと自前特定保健指導、さらに様々な啓発活動
や健康経営推進などの多面的な要因が結果に結びついたと考えてい
る。

A-27-13
半導体PET-CTでのPET検診の可能性と課題
加古川中央市民病院　放射線診断・IVR 科 1 
加古川中央市民病院　診療支援部　放射線室 2 
加古川中央市民病院　健康増進・ヘルスケアセンター 3 
加古川中央市民病院　消化器内科 4 
加古川中央市民病院　循環器内科 5
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日本では FDG-PET は、主にがんの転移・再発や病期診断目的で用
いられるが、人間ドックでも用いられている。PET ドックは PET
がん検診 (PET 検診 ) と言われ、有効性のエビデンスは不十分であ
るが、利点として悪性腫瘍に FDG が集積するので、視覚的にわか
りやすく、一度に全身撮影するので、多くの種類のがんの発見がで
き、がんの早期発見に役立つとされている。その一方で、PET 検査
が役に立たない種類のがんがあり、空間分解能の限界から小さい悪
性腫瘍には集積せずに偽陰性となり、発見できないこともある。ま
た PET 装置の視野辺縁部や、呼吸・体格の影響により分解能低下
や画質の劣化が起こり、検査時間が長いために体動の発生という課
題もあり、撮影の画質の向上や効率が求められてきている。そして
放射性薬剤投与による被ばくをできる限り低減する必要性が求めら
れる。当院では昨年度 PET-CT 装置を LSO シンチレーターと半導
体 SiPM を搭載したシーメンス社製 Biograph Vision へと機種を入
替えした。この装置は検出効率、高い時間分解能を実現している。
ファントム実験で短時間収集でも 10mm ホット球の描出可能で、RC
曲線も 10mm ホット球でも真値に近い値が得られ、病変検出能の向
上が期待される。そして BMI ＝ 38.3 と大きな体格でも通常体格の
人と同じ撮影条件で診断に耐えうる画像 (( 肝 SNR9.8) も得られ、画
質の向上が期待される。また速度可変型寝台連続移動方式 (Flow 
Motion) の撮影により比較的短い時間での全身撮像の設定が可能で、
検査スループットが改善されうる。また感度や分解能の向上により
FDG 投与量を通常より少なくても評価できる可能性がある。一方
で偽陽性となる病変が多く、課題もある。半導体 PET-CT 装置の導
入後間もないが、使用した経験に基づいて、今後の PET 検診の可
能性と課題について述べる。

A-27-12
吹田スコアとメンタルヘルスの関係の検討
川崎医科大学　健康管理学
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【背景】吹田スコアは患者情報や検査値から、10 年以内に冠動脈疾
患を発症する確率を推測するものである。吹田スコアの個々の項目
はメンタルヘルスとの関連が報告されている。また、メンタルヘル
スの悪化が冠動脈疾患の発症リスクとなることも示されている。し
かし、吹田スコアとメンタルヘルスの直接的関連について報告は殆
どない。今回、我々は健診データから吹田スコアとメンタルヘルス
の関連について検討した。【方法】2018 年度に川崎医科大学附属病
院健康診断センターを受診し、吹田スコアの項目（性別、年齢、血
圧、喫煙の有無、糖尿病の有無、LDL コレステロール、HDL コレ
ステロール、eGFR）及び精神的健康状態の指標である WHO-5 精神
健康状態表 (WHO-5) に回答した 3125 人を対象とした。対象者の
WHO-5 スコアを 5 分位（group1:～7, group2: 8～11, group3: 12～
14, group4: 15～16, group5: 17～）として計算した吹田スコアとの
関連を検討した。また、吹田スコアの個々の項目についても同様の
検討を行った。統計は主に Student's t 検定を使用した。【結果】対
象の平均年齢は 54.3±9.7 歳、女性が 44.1％であり、吹田スコアの平
均は 40.4±11.5、WHO-5 平均は 13.0±5.1 であった。WHO-5 の 5 分
位で精神的健康状態が最も良い（最もスコアが高い）group5 は他
に比べて有意に吹田スコアが高かった（p ＜ 0.01）。吹田スコアの項
目別に解析すると WHO-5 スコアが高い group5 では他の群より有
意に男性比及び年齢、収縮期血圧が高かった。性別及び年齢、血圧
を除いた吹田スコアを同様に解析すると WHO-5 の 5 群間で有意差
は認められなかった。【結語】メンタルヘルスの状態が良い場合、吹
田スコアはむしろ悪化している可能性が示唆された。その原因とし
て年齢および性別、血圧の影響が考慮される。メンタルヘルスの悪
化は冠動脈疾患のリスクとなりうるが冠動脈疾患発症の確率を推測
する吹田スコアとは逆相関する可能性があり注意が必要である。

A-27-11
情報機器作業健診(VDT健診)における目の疲労の評価と
加齢の影響について
公益財団法人　高知県総合保健協会

○平
ひらい

井　　学
まなぶ

 

【はじめに】目の疲労感や加齢の影響等は誰もが実感でき、人間ドッ
クの問診時に訴えがあっても、客観的に評価され具体的な説明や指
導がなされる例は少ないことが予想される。情報機器作業健診（旧 
VDT 健診）で実施される各種検査の結果をもとに、目の特性に応
じた目の疲労および老化の影響について考察する。

【対象および方法】情報機器作業健診 (VDT 健診 ) を受診した 1365
人。使用機材：オートレフラクトメーター RM-8800, コンピュータ
レンズメータ CL-300 TOPCON, 近点計 NP3000 TOMEY,VDT 視力
計 NS-050LV TOMEY 

【結果および考察】VDT 作業で疲労をきたしやすい遠視、遠視傾向、
過矯正のものが 60％近くを占め、VDT 作業視力の 50cm 視力が適
切に確保できていない事例が多い。50cm 視力が良好でも、遠視、遠
視傾向、過矯正のある場合、調節性疲労の影響で、目の疲労感等の
自覚症状とともに近点の延長を認める例が多く、老視の自覚も早ま
る。裸眼にて十分な作業視力が得られるにもかかわらず、コンタク
トレンズ等で矯正し、近方視力の低下や調節近点の延長等の所見が
見られ、疲労の原因となっている例も多い。本健診においては特定
の疾病を予防するとの観点よりも、疲労の原因として個別に大きく
関わっている、目の屈折度と視力の関係について理解を深め、作業
視力の確保を前提に作業管理や作業環境管理に注意を向けてゆくこ
とが大切である。人間ドックにおいては、疾病を見出すことを目的
として、新しい機器類が導入されることが多い。誰もが意識する目
の自覚症状の原因の多くを占めるのが、自らの視力特性とライフス
タイルの不一致によるものでことを自覚してもらい、QOL を高め
ることに寄与することも人間ドックの役目と言えるのではないだろ
うか。
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B-1-05
人間ドック後保健指導の効果について
東京衛生アドベンチスト病院

○福
ふくしま

島　泰
やすこ

子 矢西　　恵 千葉　仁美 宮本　　茜 
平尾　知子 藤江　直子 小豆川 和美 楽得 志世美 
仲本　桂子 伊藤　真夏

【目的】人間ドック後保健指導の有効性を確認し、今後の多角的な
健康増進につながる指導に役立てるため検討した。

【対象と方法】2017 年 4 月 1 日から 2019 年 3 月 31 日に当センター
を 2 年連続受診し、2017 年度に人間ドック後保健指導を利用した
1,624 人（男性 721 人、女性 903 人）を介入群、未利用者 4,821 人

（男性 1,253 人、女性 3,568 人）を対照群として 1 年後の検査値の変
化を検証した。検査項目：身長、体重、BMI、腹囲、収縮期血圧、
拡張期血圧、血糖、HbA1c、中性脂肪、HDL コレステロール、LDL
コレステロール、尿酸、AST（GOT）、ALT（GPT）、γ-GTP 

【結果】男女別では、女性は体重において、介入群、対照群とも有
意に増加したが、介入群の増加が有意に小さかった。一方、HbA1c
においては、男女とも介入群は対照群に対して有意に増加し、差は
介入群の増加が有意に大きかった。年代別で分けると女性では、39
歳以下では血糖値において、介入群は対照群に対して、介入群の増
加が有意に小さかった。一方、50 歳代では収縮期血圧と HbA1c に
おいて介入群、対照群とも有意に増加し、差は介入群の増加が有意
に大きかった。男性では、40 歳代では拡張期血圧、LDL コレステ
ロール、γ-GTP において、介入群の増加が有意に小さかった。ま
た 70 歳以上の ALT 、39 歳以下の血糖において、介入群の増加が
有意に小さかった。一方、HbA1c においては、30 歳～50 歳代男性
について、差は介入群の増加が有意に大きかった。

【結語】男性では年代別でみると 40 歳代は拡張期血圧、LDL コレス
テロール、γ-GTP、70 歳以上は ALT、39 歳以下は血糖、女性では
39 歳以下は血糖において、介入群は対照群に対して有意に良い傾向
が認められた。HbA1c は男女別の男女とも、また年代別では 30 歳
～50 歳代男性、50 歳代女性について、増加が有意に大きかった。
HbA1c 改善のための指導課題はあるが、有意に良い傾向が認めら
れたことは、この指導の有効性を支持するものと思われた。

B-1-04
人間ドック受診者における朝食欠食と生活習慣病関連指標
との関連
一般財団法人　健康医学予防協会 1 
一般社団法人　新潟縣健康管理協会 2

○伊
いとう

藤　　京
みやこ

1 井嶋　彩紀1 磯貝　啓代1 中堀 安希奈1 
後藤　朋子1 井上　雄介1 谷川　　司1 清水 不二雄2 
石原　　清1

目的：朝食欠食と肥満や生活習慣病の関連が指摘されている。その
関連について今後の保健指導の参考とすることを目的として検討し
た。
方法：対象は、2016～2019 年間の当施設人間ドック受診者から検査
値欠損者を除いた 32184 名。特定健診質問票「朝食を抜くことが週
3 回以上ありますか」への回答より、朝食欠食群と摂取群の 2 群に
分け、8 項目 （BMI、収縮期・拡張期血圧、腹囲、TG、HDL-C、
LDL-C、空腹時血糖）の生活習慣病関連指標について、全体および
性・年代別に両群間の平均値差、基準外値割合差を各々ｔ検定、χ2

検定により、また欠食の各指標異常値への影響程度を、ロジスティッ
ク回帰分析を用いて解析し、解析ソフトとして IBM SPSS(Ver.22)
を使用した。
結果：欠食群にて摂食群に比し平均値、基準外割合で高値（HDL-C
では低値）、高率を示した。全体では、収縮期血圧以外の 7 項目に
おいて両群間で平均値・基準外となる割合に有意差があり、欠食が
その 7 項目異常値への有意な影響因子でありその程度を示す 1.11～
1.70 のオッズ比が得られた。男性の平均値比較では BMI、収縮期血
圧以外の６項目で、基準外となる割合では TG、HDL-C、LDL-C に
おいて有意差がみられ、 欠食は TG、HDL-C、LDL-C 異常値への有
意な関連因子であった。女性の平均値比較では腹囲、収縮期血圧以
外の 6 項目で、基準外となる割合では TG において有意差がみられ、
TG 異常値へのオッズ比は 1.22 となった。年代別では、欠食により
有意に異常値への影響を受けた代表例はいずれも TG と血糖を含ん
だ男性 40 歳未満で 6 項目、40 歳代 4 項目、50 歳代 3 項目、女性 40
歳代で 3 項目であった。
考察：男女ともに朝食欠食率が高い若年層ほど、生活習慣病関連指
標の多数の項目に影響を及ぼす傾向がみられた。今回の結果を踏ま
え、個人の検査結果やライフステージに合わせた保健指導に役立て
たい。

B-1-03
体重変化に影響を与える因子に関する検討－構造方程式モ
デリングを用いた検討－
東京慈恵会医科大学　総合健診・予防医学センター　新橋健診センター

○小
おがわ

川　美
みさき

咲 伊藤　恭子 加藤　菜咲 中島　麻衣 
石川 佳奈美 河合　　茜 佐藤 さとみ 石田　暁子 
吉原　章子 加藤　智弘

【はじめに】生活習慣病予防として体重管理は重要な項目である。以
前より体重に影響を与える因子は数多く報告されている。食生活や
運動習慣など様々な要素が影響しあっているが、交絡因子の関連も
あり更なる解析が必要と考えた。今回、食事や運動をはじめとする
生活習慣が、20 歳時の体重と健診受診時との体重差にどのように影
響しているのかを検討したので報告する。【方法】対象は 2019 年 4
月から 2020 年 3 月までの間に当センターで人間ドックを受診した
7313 名。問診票から 1 日の身体活動時間、1 日の歯磨き回数、1 週
間の外食回数、1 週間の朝食回数、1 回 30 分以上の運動習慣が週に
2 回以上あるか、睡眠時間を確認し、年齢、性別を加え、20 歳時と
人間ドック受診時の体重差を従属変数とし、重回帰分析、共分散構
造分析、ベイズ推定を用いて検討した。【結果】20 歳時と人間ドッ
ク受診時の体重比較では平均 6.48kg の増加が認められた。重回帰分
析の結果、睡眠時間のみ体重変化に有意差はなかった（p=0.89）。年
齢の上昇、外食回数が多く、男性である場合、体重は増加傾向を示
した。また１日の身体活動時間が多く、運動習慣があり、朝食回数
が多く、歯磨きの回数が多い場合、体重の増加は抑制傾向を示した。
続いて、共分散構造分析を行ったところ、重回帰分析と同様の結果
となった。標準化係数から、強い傾向を示したのは性別で、次いで
歯磨きの回数であった。【結論】体重増加を防ぐためには、外食回
数の減少、朝食をとること、運動を行うなど、保健指導で用いる健
康支援の内容と一致しており、改めて重要性を認識した。歯磨きの
回数も体重増加との関連を認めており、2018 年から特定健診の質問
項目に追加となった歯の健康に関する支援も、保健指導場面では重
要であることが示唆された。

B-1-02
骨格筋指数(SMI)と糖代謝検査との関連
大分県厚生連健康管理センター

○織
お だ

田　晃
あきこ

子 足立　晶子 井上 裕美子 大西　静香 
曽我　佳代 佐藤　竜吾

【目的】当センターにおける体組成検査受検者の SMI〔四肢筋肉量
(kg)/ 身長 (m)2〕と糖代謝検査の関連を検討する。【対象】2017～2019
年度、体組成検査 ( タニタ MC980A) 受検者で糖尿病治療中を除く
3,719 名 ( 男性 1,650 名、女性 2,069 名、平均年齢 54.6 歳±12.69)。糖
代謝検査の受検者は、空腹時血糖 ( 以下 FBS)3,644 名、HbA1c3,288
名、75g 経口ブドウ糖負荷試験 2 時間値 ( 以下 OGTT)1,432 名。【方
法】FBS を (L)99mg/dl 以下、(M)100～125、(H)126 以上、HbA1c を
(L)5.5% 以下、(M)5.6～6.4、(H)6.5 以上、OGTT を (L)139mg/dl 以下、
(M)140～199、(H)200 以上に分け、性別・BMI 別 (24.9 以下を非肥
満、25 以上を肥満 ) に SMI 値との関連について検討した。【結果】
SMI( 平均男性 8.27、女性 6.46) は BMI( 平均男性 24.2、女性 22.5) と
男女とも正の相関がみられた (P ＜ 0.01)。男性非肥満群の FBS(L) 群
は (M) 群より、HbA1c(L) 群は (H) 群より、女性非肥満群の FBS(L)
群は (H) 群より、HbA1c(L) 群は (M)・(H) 群より、OGTT(L) 群は (M)
群より、男性肥満群の FBS(L) 群は (M) 群より、SMI 値が有意に高
かった (P ＜ 0.05)。それ以外では有意差は見られなかった。【考察】
非肥満群において、血糖が低い群ほど筋肉量が多い傾向にあり、特
に女性でその傾向が顕著であった。肥満群で、筋肉量と血糖値の間
に明らかな関連がみられなかったのは、筋肉量以外の肥満に関連す
る要因、例えば内臓脂肪蓄積やインスリン抵抗性等の影響が考えら
れる。SMI を指導に活用する際、特に肥満者には体重の適正化を含
む生活指導全般を併せて行うことが重要である。
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B-1-09
肥満と禁煙～特定保健指導からの考察～
社会医療法人財団　天心堂　健診・健康増進センター

○麻
あそう

生 久
く み こ

美子 小野　順子 三ノ宮 めぐみ 板井 恵津子 
松本　泰祐

【はじめに】メタボの喫煙者は減量とともに禁煙も優先順位の高い
健康課題であるが、減量が必要な中での禁煙指導は難しく感じてい
る。今回、特定保健指導で禁煙できた人できなかった人を比較し、
肥満者への禁煙支援について検討したので報告する。【対象】2014
～2016 年に特定保健指導を受けた喫煙者で 3 年間追跡できた 239
名。そのうち、3 年間禁煙できていた 29 名（男性 27 名、女性 2 名：
平均年齢 48.1 歳）を禁煙群、3 年間喫煙していた 210 名（男性 182
名、女性 11 名：平均年齢 48.7 歳）を喫煙群とした。【方法】両群を
以下の項目で比較。BMI、特定保健指導歴、行動計画、生活習慣

（睡眠、飲酒、間食、運動）、ブリンクマン指数、減量と禁煙に関す
る調査【結果】禁煙群は、食事・運動習慣、睡眠時間などの改善が
みられたが、食事量と間食が増え体重増加もみられた。特定保健指
導歴は禁煙群にリピーター、喫煙群は初回のみが多かった。ブリン
クマン指数は喫煙群に 400 以上が多かった。減量と禁煙に関する調
査では、薬物使用よりも自力での禁煙が多く、禁煙のきっかけとし
て「病院や健診で勧められた」「健康のため」「何らかの病気を発症」

「個人目標ができた」ことなどがあった。現在、禁煙群の行動変容
ステージは維持期が多く、減量にも取り組むという生活改善意欲が
みられた。【考察】肥満者の禁煙支援として、保健指導の都度、禁
煙の必要性を伝える。禁煙後の体重増加要因とその対策を伝え、禁
煙と共に体重測定、健診結果などの数値管理を勧める。個人の特性
を探り、モチベーションが高まるような減量と禁煙目標を立てる。
成功率の高い禁煙外来や禁煙宣言することで誰かに見守ってもらう
ことが大切でもあることを伝える。禁煙後は体重管理にも関心を持
つようになるので、喫煙者には減量・禁煙同時並行指導を行う。発
表時には喫煙群の最終調査結果を踏まえて報告する。

B-1-08
ロールプレイを取り入れた保健指導教育の取り組みと評価
一般財団法人京都工場保健会　総合健診センター

○長
は せ が わ

谷川　歩
あゆみ

 堀木 亜紀子 平　　真子 鈴木 麻由美 
濱岡　才子 南端　朝美 宮崎　祐子 福井　秀之 
高梨　芳彰 丸中　良典

【目的】人間ドック受診者の保健指導を充実させるため、指導内容
の標準化、指導者数の増員を目的に、保健指導未経験者に教育を
行った。2019 年度はロールプレイを中心とした定期研修会を開催し
たので紹介する。

【方法】研修会参加者は、保健指導経験者（以下、経験者）6 名、保
健指導未経験者（以下、未経験者）8 名の計 14 名。研修会は、未経
験者が課題と感じている、受診者にわかりやすい表現方法や、特に
異常のない受診者への指導ポイントなどをテーマとし、全 7 回実施
した。初回研修会は、未経験者が経験者のロールプレイを見学後、
受診者・指導者・観察者役を交代しながらロールプレイを行った。
2 回目以降は、前回の研修会で挙がった課題を事例とした。ロール
プレイ後は、毎回、疑問点や感想などの意見交換を行い、経験者よ
り指導知識や成功事例を紹介した。また、研修会毎に内容の理解度、
満足度についてアンケート調査を行った。全研修会終了後に、当会
独自の保健指導スキルチェック表に基づいてスキルチェックを実施
し、達成度を数値化して評価した。

【結果】研修会開催前は、未経験者から「生活改善指導や、特に異
常のない受診者への指導をどうすればよいか。」など、不安の声が
挙がっていたが、研修会後には「具体的な指導方法を知ることがで
きてよかった。」といった感想が得られた。アンケート結果は、理
解度：平均 8.7 点、満足度：平均 9.1 点であった（10 点満点）。また、
人間ドック保健指導者 10 名（経験者 6 名、未経験者 4 名）にスキ
ルチェックを実施した結果は、経験者：平均 78.1 点、未経験者：平
均 75.8 点と、達成基準（80 点満点中 50 点以上）を満たした。

【考察】ロールプレイを取り入れた定期研修会の開催により、未経
験者も標準化した保健指導を実施できるようになった。今後も保健
指導を実施する中で生じる課題に沿った研修会を開催し、保健指導
の更なる充実と質の向上を図りたい。

B-1-07
当健診センターにおける当日結果説明・保健指導の現状確
認と検証
埼玉県済生会川口総合病院健診センター

○東
ひがし

　ゆかり 小竹　文雄 佐藤　泰子 山本　智子

【目的】1 日ドックにおいて、当日医師からの結果説明とそれに基づ
いた保健指導（以下指導）の実施状況を把握するとともに、その効
果を評価すべく生活習慣病に関連した検査項目の 1 年後の変化につ
いて比較検討を行う。【対象】2018 年度血圧・脂質・血糖・BMI に
おいて要経過観察もしくは要治療判定があった 554 人（血圧 72 人、
脂質 357 人、血糖 118 人、BMI277 人）で男性 360 人、女性 194 人

（13：7）、平均年齢 53.5±9.3 歳を対象とした。ただし、2019 年度投
薬治療者は対象から除外した。【方法】評価対象を指導実施群と未
実施群に分け、2018 年度と 2019 年度の各検査結果について統計分
析を行い、前後の変化を比較した。評価においてはｔ - 検定（分散
が等しくないと仮定した 2 標本による検定）を用いた。【結果】評
価対象の指導実施率は 77.6％であった。評価対象の特性として 40～
60 歳代男性が全体の 59.6％と多かった。収縮期血圧と LDL － C に
おいては未実施群に有意差はみられず、指導実施群にのみ有意に減
少がみられた（ｐ＜ 0.05）。拡張期血圧・HDL-C・中性脂肪・体重
においては有意な減少はみられなかったが、前年度と比較し若干の
改善傾向がみられた。各項目における判定改善者に関しては 7 割以
上が指導実施者であった。【考察】今回の結果から、現在の指導が
受診者の生活習慣病予防・改善の向上に繋げられていたと考える。
今後はさらに実施数を増やし、より多くの受診者の生活習慣改善に
関わっていきたい。そのために、指導を受けない理由を明確化し、
一人でも多くの受診者に指導を受けてもらえる体制作りも必要と考
える。また、今回の研究から生活習慣改善について優先度が高い対
象群として 40～60 歳代男性という傾向がみられた。この対象群へ
向けた指導の充実を図り今後の取り組みを進めていきたい。

B-1-06
糖尿病性腎症重症化予防事業による保健指導の効果の検討
三豊総合病院　健康管理センター　内科 1 
三豊総合病院　健康管理センター 2

○松
まつもと

本 さやか1 遠藤 日登美1 中津　守人1 荻田 多恵子2 
中野 知香子2

【目的】糖尿病性腎症が進行するリスクの高い患者において、保健
指導を行うことにより腎不全及び透析療法への移行を防止または遅
らせることが可能かどうかを明らかにする。【方法】2016 年 4 月～
2018 年 12 月までに当院において糖尿病、糖尿病腎症第 2 期または
第 3 期を有し、糖尿病性腎症重症化予防事業に参加し保健指導を
行った 30 名を対象に、HbA1c、蛋白尿や腎機能の改善効果を検討
した。【結果】男性 20 名、女性 10 名、年齢 67.7±4.4 歳、HbA1c7.5
±1.5 ％、eGFR57.1±19ml/min/1.73m2、 随 時 Alb 尿 387.5±
602.6mg/gCr であった。対象者には 6 か月間で 5 回、栄養士または
保健師による保健指導や電話支援を行った。6 か月後の HbA1c7.6±
1.1％、eGFR 57±20.3ml/min/1.73m2、随時 Alb 尿 607.5±959.8mg/
gCr と蛋白尿、腎機能の改善は認めなかったが、保健指導を受ける
前 3 年間のΔeGFR-3.67/ml/min/1.73m2/Y に比べ保健指導を受け
た後 2 年～3 年後のΔeGFR-2.02/ml/min/1.73m2/Y と有意に改善
を認めた（p ＜ 0.05）。【考察】糖尿病性腎症患者に対する保健指導
は、糖尿病合併症や治療に対する知識獲得、意欲向上などにつなが
り、長期的な腎不全及び透析療法への移行を遅らせることに有効で
あると考えられる。
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B-1-13
取り下げ

B-1-12
保健指導の効果について各項目別の検討
大阪医科大学　健康科学クリニック

○黒
くろい

井　遥
はるか

加 高津 未知子 遠山 まり子 後山　尚久 
藤原　祥子

【目的】当院は 2018 年まで人間ドック基準の血圧、脂質、糖で経過
観察範囲の方を対象に保健指導を実施してきた。2019 年 10 月から
特定保健指導の基準に準じて指導の対象者を変更し保健指導を実施
している。従来の保健指導の効果と特定保健指導の効果について検
討した。

【方法】2016 年度～2017 年度の保健指導対象者のうち、次年度にリ
ピートした 3308 人を対象者として、保健指導の有無で分類し改善
度を比較検討した。改善の有無は、次年度の数値と比較し、増減に
よって判定した。また 2017 年度の対象者のうち特定保健指導の対
象となる人を抽出し、その抽出した対象者と 2019 年 10 月～12 月の
特定保健指導を受けた人のうち継続支援が終了した受検者（72 人）
において 4 項目（体重、腹囲、収縮期血圧、拡張期血圧）の改善度
を比較検討した。検定にはカイ二乗検定とフィッシャー検定を用い
た。

【結果】2 年間の保健指導において体重、体脂肪、ＢＭＩ、腹囲は有
意な改善はなかった。また、糖代謝は改善を認めなかったが、収縮
期血圧、総コレステロール、ＬＤＬコレステロールは有意な改善を
認めた ( ｐ＜ 0.05)。糖代謝に改善効果を認めなかったのは、体質的
な因子の影響が強いためではないかと考えられた。2019 年度の特定
保健指導の対象者と 2017 年度の対象者を比較すると体重、腹囲、収
縮期血圧、拡張期血圧の 4 項目すべてにおいて 2019 年度の対象者
が有意に改善していた（ｐ＜ 0.05）。

【考察】従来の保健指導においても血圧と脂質代謝に関しては有意
な効果が得られていたが、糖代謝には改善がなく指導法の工夫が必
要であると考えられた。特定保健指導においては 4 項目のみの判定
ではあるが、すべての項目が従来の指導より改善効果が高かった。
経過を追って指導することが改善に有効であることが明らかとなっ
た。今後、この効果が 1 年後も持続しているか、他の項目でも改善
が得られるかを検討していく。

B-1-11
サプリメントによる薬物性肝障害が疑われた2例
医療法人社団進興会　ミッドタウンクリニック名駅

○宮
みやざき

崎　　奏
かな

 川島　晶子 横地　　隆 西　　祐二 
安藤　豪将

【はじめに】近年、健康や美容目的による健康食品やサプリメント
摂取者が増加しており、安全性が問題視されている。今回、サプリ
メントによると思われる肝機能障害を認めた症例を経験したので報
告する。

【症例】症例 1：40 代男性。BMI25.2。基礎疾患なし。飲酒習慣な
し。健診時 AST96,ALT274,γ-GTP171,ALP194 と肝機能障害を認
めた。腹部超音波検査では軽度脂肪肝を認めたが胆道系の異常なし。
サプリメントを約 4 年服用している事が判明し、薬物性肝障害を疑
い、服用中止の保健指導をした。服用中止し 1 か月後の再検査で肝
障害の改善が見られ、HBs 抗原と HCV 抗体は陰性であった。1 年
後の健診時にはさらに肝障害の改善が認められた。症例 2：50 代女
性。BMI20.5。基礎疾患なし。飲酒習慣なし。健診時 AST30,ALT59,
γ-GTP74,ALP314 と肝機能障害を認めた。腹部超音波検査異常な
し。HBs 抗原陰性 ,HCV 抗体陰性。約 5 年前からサプリメントを服
用開始し、この頃より肝機能異常を指摘されている事が判明。薬物
性肝障害を疑い、服用中止の保健指導をした。１か月後の再検査時、
サプリメントは使用回数を減らし継続中であったが、肝障害の改善
が認められた。サプリメントの中止を再度指導され、健診にてフォ
ローする事となった。

【考察】肝機能障害を認めた場合、処方薬内服の確認、脂肪肝や飲
酒習慣等の様々な背景を考慮しつつ、サプリメントによる薬物性肝
障害も念頭において丁寧に問診を行う必要がある。今回、指導後速
やかに服用を中止し肝障害の改善に至った症例と速やかな中止に繋
ぐことが難しい症例を経験した。人間ドックにおいても、サプリメ
ントにより健康被害が起こる可能性について、正確な情報提供と的
確な指導を行い、再検査へ繋げていきたい。

B-1-10
当施設における高血圧者への保健指導の課題
社会医療法人財団白十字会　佐世保中央病院　健康増進センター

○田
たぐち

口 久
く み こ

美子 深井　絵美 齋藤　陽子 小田　　彩 
山口　千佳 草場 麻里子 中尾　治彦

【はじめに】高血圧症は、重症化予防のために保健指導の関わりが
重要である。当施設の高血圧者に対する保健指導を調査した。

【対象】2019 年 4 月 1 日から 2020 年 3 月 31 日の期間の人間ドック
受診者で、2 回測定法の平均で収縮期血圧 130mmHg 以上又は拡張
期血圧 85mmHg 以上であり、降圧剤内服がない 222 名。

【方法】対象者を「高血圧治療ガイドライン 2019（以後 JSH2019）」
の「診察室血圧に基づいた脳心血管リスク層別化」を用い、低リス
ク、中等リスク、高リスクに分類。保健指導記録より家庭血圧測定、
減塩、運動、禁煙、減酒の計画立案状況を確認し、傾向をリスク別
に調査した。

【結果】リスク層別化では、低リスク 28 名、中等リスク 127 名、高
リスク 67 名であった。保健指導での計画立案率は、低リスクで、家
庭血圧測定 67.9％、減塩 53.6％、運動 42.1％、減酒 50.0％。中等リ
スクは、家庭血圧測定 67.7％、減塩 39.4％、運動 40.3％、禁煙 75.0％、
減酒 59.7％。高リスクは、家庭血圧測定 73.1％、減塩 32.8％、運動
32.6％、禁煙 66.7％、減酒 55.9％。

【考察】家庭血圧測定はガイドライン上で必要性が高くされている
が、7 割程度の立案であり、全員に立案ができるよう強化していき
たい点であった。生活習慣改善の計画立案は減塩や運動が全体的に
低値であった。JSH2019 に未治療の低・中等リスクは、生活習慣改
善を開始又は強化の重要性が明記されており、今後、計画立案の充
実を図る必要があった。高リスク者には、降圧剤の治療開始も考慮
した保健指導が必要である。家庭血圧測定の指示のみではなく、測
定結果の確認や医療機関の受診勧奨も必要である。実際、追加調査
で高リスク者の家庭血圧測定計画者に対し、測定結果の確認をして
いたのは 8.2％であり、受診勧奨にも不足があった。ガイドライン
改定で、血圧管理はより軽症の段階で介入するようになった。今後
も保健指導の状況を適宜見直し、不足点の強化を図っていきたい。
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B-1-17
脳ドック受診者の頚部超音波検査所見と脳卒中発症確率（リ
スクスコア）に関する研究
JA 長野厚生連南長野医療センター篠井総合病院　健康管理センター

○若
わかばやし

林 由
ゆ み か

未香 武　可奈子 塚田　妙子 洞野　明美 
千野　雅章 宮本　英雄 外間　政信 小池　健一

【はじめに】長野県における脳血管疾患の死亡率は全国と比較して
高い割合で推移しており、年々高齢化が進んでいることからも脳血
管疾患の予防は重要な健康課題である。今回、当院の脳ドックの現
状把握と、より現状に適した受診勧奨を行っていくために、受診者
の背景や頚部超音波所見と脳卒中発生確率（リスクスコア）との関
連性について検討した。

【対象と方法】2018 年 2 月 5 日から 2019 年 3 月 31 日までの当院脳
ドックで頚部超音波検査を行っている 345 名の頚部超音波検査の所
見とリスクスコアについて検定した。

【結果】個々のリスク因子のスコア比較に有意差はみられないが、男
女ともに年齢スコア、リスクスコア合計点で有意差を認めた。また、
男性では血圧スコアにも有意差がみられた。

【考察】当院では年齢スコア、リスクスコアの合計点、男性の血圧
スコアが高いことが頚部超音波検査を推奨するための材料のひとつ
になり得ると考える。今回利用したリスクスコアは血管年齢や脳卒
中のリスクを予測するためのものであり、様々な健診を受ける受診
者に対し、血管年齢を提示することで印象付けに繋がると考える。
今後は脳ドックの受診勧奨のみならず、脳卒中予防の保健指導とし
てもリスクスコアを取り入れ利用していきたい。

B-1-16
特定保健指導の初回面接受診率の拡大のための取り組み
社会医療法人　志聖会　総合犬山中央病院　健康管理センター

○西
にしかわ

川　麻
ま い

衣

近年、我が国では、中高年の男性肥満者の割合が増加傾向にあり、
多くの場合、糖尿病、高血圧症、高脂血症のメタボロームシンド
ローム危険因子を複数併せ持ち、心疾患や脳血管疾患を発症する危
険性が強くなっている。特定保健指導を実施することで、運動習慣
の定着、食生活の改善が意識づけられ、健康増進、生活の質の向上、
ひいては中長期的な医療の適正化にも繋がる。当院での特定保健指
導の 2018 年度の初回面接実施者は、特定保健指導該当数 526 名に
対し、94 名、約 18％であった。対象者が働き盛りの世代であり、健
診後に仕事を予定する者も多く、断る理由として、「時間がない」が
最も多かった。この「時間がない」という言葉は、「必要性は分かっ
ている」と解釈し、「自分自身の生活を見直してみよう」という行
動変容を起こさせる強力な声かけを 2019 年度は行っていくことと
した。そのためには、スタッフの意思統一が必要であり、「特定保
健指導で何を目指すか」という勉強会を企画し、またスタッフの声
かけの内容を評価し、「受けてもらうことが出来る声かけをどうす
るか」意見交換を行った。実際の運用では、対象者が迷っている場
合、「もう一押しマーク」を作成し、医師からも声かけをしてもら
うよう繋いだ。その結果、2019 年度は特定保健指導該当数 601 名
中、初回面接実施者数 155 名、約 26％と拡大することが出来た。特
定保健指導初回面接の拡大を図るという今回の取り組みの最大の
キーポイントは、スタッフの意識の強化にあると考え、取り組んだ
結果、155 件の初回面接を実施することに繋がったと考える。勉強
会を行い、「特定保健指導」実施への協力を依頼した結果、スタッ
フ全員で受診を勧める行動へと繋がり、初回面接受診動機の意識づ
けを改善させることに繋がった。

B-1-15
保健指導満足度と指導者の自己評価、指導経験年数の関係
医療法人社団相和会横浜ソーワクリニック・横浜総合健診センター　
看護科 1 
医療法人社団相和会横浜ソーワクリニック・横浜総合健診センター　
診療部 2

○日
ひだか

高 由
ゆ き こ

紀子1 尾鷲　智美1 三浦 加世子1 中島　友紀1 
高嶋　浩子1 高橋　直樹2 市川　典子2

【目的】保健指導における「受診者の満足度」、「指導者の自己評価」、
「指導経験年数」の関係を明らかにする。
【方法】2020 年１月 6 日～2 月 15 日に当施設人間ドック受診後の保
健指導を受け、同意を得られた 174 名を対象にアンケートを実施。
指導者からも自己評価を聴取し、指導経験年数毎 (3 カ月未満：初期
群、３カ月以上１年未満：中期群、1 年以上 3 年未満：後期群、3
年以上：経験者群 ) に分類し、分析した。統計学的解析は Spearman
の順位相関係数および MannWhitney 検定を用い、有意水準は p ＜
0.05 と定めた。

【成績】「受診者の満足度」と「指導者の自己評価」は、全群で相関
が認められたが、大変弱かった (rs=0.052)。「受診者の満足度」と

「指導経験年数」に有意差は見られず、相関も大変弱かった
(rs=0.195)。「指導者の自己評価」と「指導経験年数」は、群により
異なる結果となった。初期群の回答は「あまりうまくいかなかった」
が最多で、他群と比較し「指導者の自己評価」が有意に低かった。
中期群の回答は「うまくいった」が最多で、他群と比較し「指導者
の自己評価」が有意に高かったが、バラつきが大きかった (σ=0.66)。
後期群と経験者群の回答は「いつもどおり」が最多で、2 群間に有
意差はなかった。

【結論】「受診者の満足度」と「指導者の自己評価」、「指導経験年数」
の相関が大変弱かった理由として、全体的な「受診者の満足度」の
高さが考えられる。「指導者の自己評価」は「指導経験年数」によ
り有意差が見られ、初期群では「指導者の自己評価」が低く、中期
群で高くなり、後期群以降では「いつもどおり」に近づくという特
徴があった。初期群では自信のなさが「指導者の自己評価」の低さ
につながり、中期群では成功体験を積むことで高い自己評価となり、
後期群以降では経験による安定した評価となると推測される。経験
年数による変化を考慮したサポートが重要である。

B-1-14
酸化ストレス検査の問診票からみた保健指導ツールとして
の活用性
地方独立行政法人新小山市民病院予防医学センター

○稲
いなば

葉　千
ちひろ

尋 野田　紗希 篠原　裕枝 中野　真宏

【はじめに】過剰な活性酸素は、がん、心血管疾患、生活習慣病等
の要因となり DNA 酸化損傷マーカー（以下酸化ストレス検査）は
昨今、注目が高い検査である。働く世代を対象にストレスの多い日
常生活を送る受診者が自身の酸化ストレス度を知り発症予防、抗加
齢、生活習慣の振り返りを目的にオプション検査に導入した。本検
査は、酸化損傷物である尿中の 8-OHdG 量を測定しレベル化した検
査である。後日結果の為、当日保健指導や C 判定者指導実施の当施
設では結果を想定し、検査問診票を活用した効果的な聴き取りは重
要である。問診票の回答が検査結果に結びつく情報であり、保健指
導に活用できるか関連性について検討した。【方法】対象：2018 年
12 月～2020 年 3 月に人間ドックで、酸化ストレス検査を実施した
106 名 ( 男性 59 名、女性 47 名、平均年齢 58±10 歳 ) 検査リピーター
率 10.2％。（株）ヘルスケアシステムズ社の酸化ストレス検査で尿
中 8-OHdG を測定し、全国平均値から得たレベル 1・2 を低値群、レ
ベル 3～5 を高値群に分類し、結果と問診票 12 項目中関連の深い 8
項目との関連性についてΧ2 乗検定を用い検証した。【結果】1) 野菜
や果物を意識して摂取しているか 2) 肉より魚を食べるようにしてい
るか 3) 休肝日を週 2 日以上設けているか 4) 喫煙の有無 5) 紫外線対
策 6) 運動習慣 7) パソコン・スマートフォンの 6 時間以上の使用 8)6
時間以上の睡眠の 8 項目を検証したところ有意差は得られなかった
が、低レベル群 ( レベル 1・2) において 5 項目に「はい」と回答し
た者の割合を多く認めた。重要項目の喫煙者は 12 名と少なく、非
喫煙者であっても他項目の影響により高レベルの結果となった。【ま
とめ】今回、生活習慣の影響を受けると予測される項目について検
証した。レベル値の結果項目を踏まえ他データを含め多視点で問診
結果を把握することで保健指導に繋げ活用できることが分かった。
今後は経年的に検査結果を追跡し、指導の評価や検証を課題とした
い。 
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B-2-03
健診後の二次検査の受診と栄養指導による生活習慣改善効
果
医療法人　順秀会　スカイル内科 1 
医療法人　順秀会　東山内科・小児科 2 
医療法人　順秀会　守山内科・小児科 3 
医療法人　順秀会　メディカルパーク今池 4

○土
ど い

井　葉
はづき

月1 土佐　高子1 岡崎　友香1 八木　佳子3 
中村　　愛1 椎尾　啓輔1 鵜飼　宏司3 平山　治雄4 
加藤　秀平2

【目的】当院では、健診後二次検査が必要となった受診者に電話で
受診勧奨を行い、二次検査の受診を促している。二次検査受診後は、
医師より結果説明を行い、薬物療法または管理栄養士による栄養療
法を行い、受診者の生活習慣の改善を支援している。そこで、二次
検査を受けた受診者の生活習慣改善の効果を明らかにする為、追跡
調査を行った。【方法】2019 年 4 月～2020 年 3 月に当院の健康診断
を受診した 10,847 名のうち、生活習慣病関連項目（体重、BMI、血
圧、脂質代謝、糖代謝、肝機能）において、二次検査の判定となり、
二次検査を受診した受診者のうち、医師また管理栄養士が介入した
受診者 159 名を対象とした。薬物療法のみの群、薬物療法と栄養療
法を併用した群、栄養療法のみの群の 3 群に分け、生活習慣病関連
項目（体重、BMI、血圧、脂質代謝、糖代謝、肝機能）の変化を比
較、検討した。【結果】血圧、脂質代謝、糖代謝では薬物療法のみ
の群と栄養療法を併用した群で改善が認められたが、体重、BMI、
肝機能では栄養療法を併用した群のみで改善が認められた。栄養療
法のみの群は 2020 年度の健診結果を評価する。二次検査を実施し、
医師による病態に対する説明をするだけでなく栄養療法を併用する
事で、より治療効果が得られやすいと考えられる。薬物療法だけで
なく、薬物療法と栄養療法を併せて行うことは生活習慣病に対する
行動変容が得られやすい。セルフケア行動を高めるための継続的な
フォローの方法や二次検査未受診者に対してどのように働きかけて
いくか考察を踏まえて報告する。

B-2-02
当院健診受診者における早食いの寄与疾患・寄与因子の検
討
福井県済生会病院　放射線技術部 1 
福井県済生会病院　内科 2 
福井県済生会病院　看護部 3 
福井県済生会病院　健診課 4

○坪
つぼうち

内　啓
ひろまさ

正1 野ﾂ俣 和夫2 佐々木 郁恵1 北野　陽一1 
牧野　良孝1 真田　　拓2 山田　麻子3 生垣　　正4 
久田 あずさ4 岡藤　和博4

【背景・目的】早食いは肥満やインスリン抵抗性 , 心血管障害の発症
リスクに関与することが報告されている . 今回当院健診における早
食いの寄与疾患・寄与因子を検討した .【対象・方法】2016 年 3 月
から 2017 年 4 月までに当院健診を受診した 9398 名（年齢 52.7±10.3
歳 男性 5556 名 , 女性 3842 名）を対象とした . 早食い例の既往歴 , 腹
部超音波脂肪肝所見 , 血液検査結果から臨床的特徴を後ろ向きに解
析した . 各血液検査は異常値を陽性とした . 男女を含めた全体例と
男女をわけた解析を行った .EZR を使用し ,t 検定 ,Fisher 検定 , ロジ
スティック回帰分析を用いた .【結果】早食い例は男性 (39.7%), 女性

（34.0%）に認めた . 男女を含めた全体の早食いの寄与要因を明らか
にするためにロジスティック解析を行った結果 , 年齢 ,BMI25 以上 ,
腹囲男 85cm 以上・女 90cm 以上 , 脂肪肝が早食いの有意な寄与要
因であった（オッズ比 0.98,1.6,1.18,1.3, p ＜ 0.01）. 男性早食いのロジ
スティック解析を行った結果では , 年齢 ,BMI25 以上 , 腹囲 85cm 以
上 , 脂質異常症 , 脂肪肝が早食いの有意な寄与要因であった（オッ
ズ比 0.97,1.7,1.3,1.2,1.3, p ＜ 0.05）. 女性早食いのロジスティック解析
を行った結果では , 年齢 ,BMI25 以上 , 脂肪肝は早食いの有意な寄与
要因であった（オッズ比 0.99,1.4,1.5, p ＜ 0.01）. 血液検査の解析で
は全体の早食い群は非早食い群に比べて ALT,HbA1c,HDL-C, LDL-
コレステロール /HDL- コレステロール (LH 比 ) は有意に高かった

（p ＜ 0.01）. 男 性 の 早 食 い 群 は 非 早 食 い 群 に 比 べ て
ALT,HbA1c,HDL-C,LH 比は有意に高かった（p ＜ 0.01）. 女性の早
食い群は非早食い群に比べて LDL-C（p ＜ 0.05）,LH 比（p ＜ 0.01）
が有意に高かった .【結語】男女とも早食い群は肥満，脂肪肝が非
早食い群に比べて多かった．血液検査では男女とも早食い群が非早
食い群に比べて LH 比が有意に高かった . 早食いの方には食生活改
善指導を実施し将来発生する可能性のある疾患を未然に防ぐよう促
すことが必要である .

B-2-01
朝食欠食と検査値、生活習慣、食習慣との関連
福井県労働衛生センター　栄養部 1 
福井県労働衛生センター　医局 2 
福井県労働衛生センター　保健部 3

○綿
わたや

谷　千
ちあき

秋1 大瀧　美恵2 石田　善建2 長尾　美子2 
浅井　栄美3 坂元　恵美3 冨安　理恵3 今田 富士子3

【目的】朝食欠食者は夕食の時間が遅く、夕食後の間食をする人が
多いこと、中性脂肪高値が多いことが報告されている。そこで当施
設受診者の朝食欠食と年齢、血圧、血液検査値や生活習慣、食習慣
との関連について検討した。

【対象】2014 年 4 月～2019 年 3 月に当施設で人間ドックを受診した
5,817 名（男性 4,280 名、平均年齢 50.2 歳、女性 1,537 名、平均年齢
48.3 歳）。

【方法】男女別に問診票で「朝食を週 3 回以上抜くことがある」の
質問に「はい」の回答を欠食群、「いいえ」の回答を摂取群とし、各
群と年齢、検査値（BMI、腹囲、血圧、TG、HDL-C、LDL-C、FBS、
HbA1c）との関連を t 検定で検討した。また、各群と生活習慣、食
習慣との関連をχ2 乗検定で検討し、有意差（P ＜ 0.05）のあった項
目について残差分析を行った。

【結果】年齢は男女とも欠食群で有意に低かった。検査値では男性
は拡張期血圧、TG、LDL-C が欠食群で有意に高値、HDL-C、HbA1c
が有意に低値、女性は血圧、HbA1c が有意に低値だった。生活習
慣では男女とも喫煙習慣あり、就寝前 2 時間以内の食事あり、睡眠
がとれていないが欠食群で多かった。また、男性は欠食群で運動習
慣なしが多く、食べる速度が少なく、女性は欠食群で飲酒習慣あり
が多かった。食習慣では男女とも青魚、卵、大豆製品、乳製品、野
菜、果物、海藻類の摂取が欠食群で少なかった。加えて、男性は欠
食群で白身魚、赤身魚の摂取量が少なく、ご飯、肉、油を使った料
理、塩分の摂取量が多かった。また、女性は欠食群で肉の摂取量が
少なく、白身魚の摂取量が多かった。

【考察】男性の朝食欠食者は糖質、脂質、塩分の多い食事をする人
や、就寝前の夕食習慣のある人が多く、このことが高血圧や脂質異
常を引き起こすと考えられる。また、朝食欠食は食習慣以外にも運
動・喫煙・飲酒習慣、睡眠との関連がみられた。朝食欠食者には勤
務状況を考慮した食習慣や食事内容、生活習慣の個別指導を行う必
要がある。

B-1-18
人間ドックにおける保健指導実施率向上の取り組み
横浜リーフみなとみらい健診クリニック　健康管理科

○青
あおき

木 麻
ま み こ

美子 佐藤　元美 中嶋 加代恵 高木　重人

【目的】健保の要望の多い特定保健指導の実施率向上に取り組んで
きたが、生活習慣病健診受診者への対応が中心となり、人間ドック
受診者における保健指導実施率は 2018 年 5.9％と低調であった。人
間ドック健診施設機能評価 Ver4.0 に規定されている評価 a(50％以
上 ) を達成するための取り組みを検討する。【方法】対象：2020 年
4 月からの人間ドック受診者 1. 特定保健指導対象者については、
2019 年度までは医師面接（結果説明）の待ち時間中に管理栄養士、
保健師が声掛けによる意思確認のうえ保健指導室にご案内していた
が、2020 年 4 月からは対象者すべてを一旦保健指導室にご案内し、
特定保健指導概要を説明のうえ意思確認を行う事とした。2. 特定保
健指導以外の保健指導（以下健康相談）は医師から依頼をうけ、年
間約 10 件程度であったが、医師面接からの誘導をシステム化し、健
康相談を健診の流れの１項目とした。3. 健康相談については「脂質」

「血圧」「血糖」「尿酸」「貧血」「やせ」「肝機能」「アルコール」「腎
機能」「肥満」10 項目（ただし、相談項目にかかわらず喫煙者につ
いては禁煙指導を必ず行う）の指導用マニュアルを作成し、保健師、
管理栄養士いずれかが実施しても保健指導の質を一定に保てるよう
健康相談の内容検討をおこなった。【成績】【結論】2020 年 4 月 17
日よりクリニックが移転オープンの予定であったが、新型コロナウ
イルス感染症拡大により、外来診療開始が延期となったため、取り
組みに対する効果は現在データを集積しているところである。成績・
結論は発表当日に報告させていただきたい。
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B-3-01
メディカルフィットネスにおける、会員の入会時の喫煙,飲
酒状況と、その半年後の変化について
医療法人社団美心会　黒沢病院付属ヘルスパーククリニック　
メディカルフィットネス ValeoPro1 
医療法人社団美心会　黒沢病院　予防医学研究所 2 
医療法人社団美心会　黒沢病院　理事長 3

○横
よこやま

山　　勇
いさむ

1 都木　拓哉1 佐藤　　翔1 伊藤　一人2 
黒澤　　功3

【目的】メディカルフィットネスに入会した会員の飲酒・喫煙状況
について、入会時とその半年後の状況を分析したので報告する。【対
象】2019 年 5 月 20 日～5 月 31 日の期間中に当施設のアンケートに
協力いただいた 616 名である。【方法】入会時とその半年後の、飲
酒、喫煙の状況についてアンケート実施し、その結果の集計、分析
を行った。【結果】入会時の飲酒頻度は , ほぼ毎日が 24.2％, 週 5～6
日が 5.8％, 週 3～4 日が 6.5％, 週 1～2 が 9.3％, 月 1～3 日が 14.8％,
飲まないが 39.4％だった。入会から半年後の飲酒頻度は , ほぼ毎日
が 21.1％, 週 5～6 日が 5.7％, 週 3～4 日が 7.5％, 週 1～2 が 9.1％, 月
1～3 日が 15.9％, 飲まないが 40.7％だった。入会時の喫煙の有無に
ついては、喫煙ありが 8％、喫煙無しが 92％だった。入会時の喫煙
の頻度は 24 本以上が 20％、12 本～23 本が 49％、6 本～11 本が
19％、1 本～5 本が 12％だった。入会から半年後の喫煙の有無につ
いては、喫煙有りが 7％、喫煙無しが 93％だった。（9 名禁煙）入会
から半年後の喫煙の頻度は 24 本以上が 14％、12 本～23 本が 46％、
6 本～11 本が 26％、1 本～5 本が 14％だった。【考察】6ヵ月間運動
を継続できた会員においては、飲酒指導や禁煙指導をしていなくて
も、飲酒量や喫煙量が減量する傾向が認められた。これは運動を継
続することにより、より健康的でありたいという意識が芽生え、自
然と飲酒量や喫煙量の減量につながったのではないかと考えられた。
禁煙が成功した例が 9 名あったことから、運動を継続的に実施する
ことが、禁煙指導にも有効である可能性を示唆している。【結語】減
煙や節酒を目標にしている人にとって、継続的に運動を実施するこ
とは、健康意識をあげるという意味では有効であるという事が示唆
された。今後は、実際に減煙指導、節酒指導を行った場合に、どの
ような傾向になるかも、併せて検討して行きたい。

B-2-06
年代別血清アルブミン値から栄養摂取傾向を考える
医療法人社団進興会　せんだい総合健診クリニック 1 
東海大学医学部基盤診療学系健康管理学 2

○菊
きくち

地 恵
え み こ

観子1,2 西崎　泰弘2 石垣　洋子1 森山　紀之1

【目的】血清アルブミン (Alb) 値は、加齢とともに低下し、フレイル
や認知症のリスク上昇につながる可能性が報告されている。一方

「健康日本 21」では、「適正体重を維持している者の増加」が目標と
され、肥満や痩せが懸念されている。本研究では、人間ドック受診
者の年代別 Alb 値から栄養摂取の傾向を分析し、指導のポイントに
ついて検討することを目的とした。【対象】2018 年度にせんだい総
合健診クリニックで人間ドックを受診した男女 26,491 人のうち、高
血圧症、糖尿病、脂質代謝異常症の服薬、脳・心・腎疾患、貧血の
既往歴が無い 30～79 歳の男女 17,312 人（平均年齢 47±8.7 歳）、男
性 10,316 人、女性 6,996 人を対象とした。【方法】男女および年代
別（30・40・50・60・70 歳代）に、Alb 値と腹囲・BMI における
相関分析、Alb 値（4.0g/dL 未満・以上）・腹囲（85cm 未満・以上）・
BMI（18.5 未満・18.5 以上 25 未満・25 以上）におけるカイ二乗検
定を行った。【結果】相関分析の結果、Alb 値と腹囲および BMI は、
男性は 30～40 歳代に、女性は 30～50 歳代に負の相関が認められた。
カイ二乗検定の結果、Alb 値 4.0mg/dL 未満は、男性は年代が高い
ほど多かったが、女性は低い年代にも存在する傾向にあった。腹囲
85cm 以上は、男女共に 50～60 歳代に多かった。BMI 18.5 未満お
よび 25 以上は、男性は 30～50 歳代に多かったが、女性の年代差は
認められなかった。【考察・結語】男女共に 30～40 歳代で BMI 高
値の人ほど Alb 低値だったことから、若い年代の肥満は炭水化物や
脂質過多の可能性が考えられた。女性の BMI に年代差が認めらな
いにも関わらず、Alb 値 4.0g/dL 未満は若い年代にも存在しており、
積極的なタンパク質摂取の推奨が必要と考えられる。女性において
は、適正体重であっても Alb 低値の可能性があると考えられた。フ
レイル等の予防のためにも、若い世代の肥満者および女性には積極
的なタンパク質摂取を推奨することが重要である。

B-2-05
人間ドック受診者の食事に対する意識改革に向けた取り組
み
一般社団法人　姫路市医師会 1 
姫路市医師会ドック診療所委員会 2 
姫路市医師会長 3

○清
しみず

水　京
きょうこ

子1 早原　千恵1 北本　美紀1 日下部 昌太郎1 
門屋　　誠1,2 三木　　隆2 中野　稔雄2 山本　一郎3

【背景】本会では、年間約 9000 人の人間ドックを実施している。食
事付き人間ドック受診者に一般食とヘルシー食の２種類から食事を
選択していただいているが、ヘルシー食の喫食数の割合が低い。年
1 回の人間ドックは、自身の健康状態を確認すると共に、食生活の
改善に取り組む絶好の機会と考えられる。受診者にヘルシー食をお
すすめすることで関心を高め、より多くの受診者にヘルシー食を選
択していただくための取り組みを行った。【目的】受診者の食事に
対する意識改革を行うため。【対象】2019 年７月以降に日帰り人間
ドック（食事付き）、泊ドック（食事付き）を予約・受診していた
だいた方。【方法】1. 電話予約時にヘルシー食を勧めた。また、ドッ
ク受診者へヘルシー食を中心とした PR 文を同封した。2. 予約担当
者が予約時におすすめしやすいように、ヘルシー食に関するポイン
トをまとめた例文集を用意した。3. 受診当日には、食事変更が可能
な時間帯に問診で、前年度の血液データの判定が経過観察以上の方
を中心に、ヘルシー食を勧めた。昼食後アンケートを実施し、意識
の変化に差があるかを集計し検討した。【結果】2019 年 7 月～9 月
のヘルシー食の喫食数の割合は 3.0％であった。11 月より電話予約
時にヘルシー食のお勧めを行った結果、12 月の割合は 4.7％に増加
したがより効果を得るため、ヘルシー食に対しての例文集を準備し
て 2020 年 1 月 16 日より対応した。2020 年 1 月 20 日より案内文の
送付を行い、2 月の喫食数の割合は 4.0％、3 月は 5.4％になった。【考
察】ドック食は人間ドックの健診項目自体に関わりがないため、軽
視される傾向にある。ただ保健師・看護師からの勧めで、変更する
方も多く、健康意識自体は高いことが分かった。普段の食生活改善
の一環となるよう、今後もヘルシー食を勧めていきたい。

B-2-04
当健康保険組合における男性受診者の朝食欠食とLDL-Cの
関連について
丸井健康保険組合

○趙
ちょう

　　麻
あ み

未 厚美　直孝 三浦　佳代 山田 由紀子 
西尾　和代 葛巻　あや 竹内 亜希子 上野 久美子

【背景】朝食欠食は肥満やメタボリックシンドローム，心疾患，糖
尿病の増悪因子として注目されている．平成 29 年度の国民健康・
栄養調査によると，朝食の欠食率は男性 15.0％，女性 10.2% で，年
齢階級別にみると男女ともにその割合は 20 歳代で最も高い．【目的】
当健康保険組合被保険者の男性受診者における朝食欠食と LDL-C
値の関連を明らかにすることを目的とした．【方法】対象者は，2019
年 4 月から 2020 年 3 月の間に受診した 20-65 歳までの男性 3334 名
のうち，内服薬があるもの，また質問票に記載漏れがあるものを除
いた 2652 名を対象とした．特定健診の質問票から朝食摂取群と欠
食群の 2 群に分け，LDL-C の平均値の比較を全体および年代別に解
析した．さらに LDL-C 値 140mg/dL 以上と未満で群分けして解析
した．【成績】朝食欠食者は 753 名，22.6% で朝食摂取者は 1899 名，
71.6% であった．LDL-C の全体の平均値は朝食欠食者で 126.5mg/
dL，摂取者で 126.6mg/dL，P 値は 0.46 と有意差を認めなかった．
しかし，年代別では 25 歳以上 30 歳未満の群と 55 歳以上 60 歳未満
の群で P 値がそれぞれ 0.019，0.025 と有意差を認めた．また，LDL-C
値を 140mg/dL 以上と未満で群分けして解析したところ，年代別で
55 ‐ 60 歳で p ＜ 0.05 と有意差を認めた．さらに，いずれの年代で
も朝食欠食群で LDL-C 値が 140mg/dL 以上の割合が高かった．【結
論】朝食欠食は体重増加や生活習慣病の増悪因子の一つと考えられ
ており，朝食摂取を積極的に励行する保健指導の必要性がある．
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B-4-01
女性の飲酒現状から観た保健指導の課題
医療法人社団若葉会　高重記念クリニック　予防医療センター

○光
みつおか

岡 あゆみ 高尾　昌明 高尾　　幹 松島　真弓 
安住　和美

【はじめに】厚生労働省の指標では、節度ある適度な飲酒として 1
日平均純アルコールで 20 ｇ程度と示されている。健診時の問診、保
健指導で女性、特に若い世代の女性に飲酒者が多い印象を受けたた
め検討した。【対象と方法】2019 年度健診受診者 1881 人 ( 男性 869
人、女性 1012 人 ) 平均年齢 43.8 歳。飲酒の種類と量からエタノー
ル換算した。【結果】男性の飲酒者は 70.8％でありエタノール 20 ｇ
以上の飲酒者は 70.2％であった。女性の飲酒者は 51.5％であり、エ
タノール 20 ｇ以上の飲酒者は 60.3％であったが、20 代で最も多く
47.6％であった。【考察】国民健康栄養調査では、女性の飲酒習慣が
6.9％( 平成 21 年 ) から 8.3％( 平成 30 年 ) に増加している。当院の
健診受診者では若い女性の飲酒比率が高いことから将来の健康被害
が懸念される。妊娠期・授乳期における胎児・乳児の影響と、年齢
調整罹患率の最も高い乳がんは 40～50 代に好発していることを考
慮すると、若い時からなるべく飲酒量を少なくすることを指導する
必要がある。

B-3-04
人間ドック受診者への健康運動教室の実施
まつなみ健康増進クリニック　人間ドック・健診センター 1 
松波総合病院　内科 2

○戸
とさき

崎 小
さ ゆ り

百合1 佐伯　正人1 照井　佳子1 木村　信子1 
林　　　慎2

【目的】人間ドック施設での健康運動指導士の役割として、運動を
中心とした総合的な健康づくりの企画・運営を担うことが期待され
ている。今回、人間ドック受診者に運動習慣のきっかけづくりや生
活習慣病の予防・改善を目的とした正しい運動の知識や方法を学ぶ
ことを目的として健康運動教室を企画し実施した。その内容と今後
の課題について報告する。【方法】2019 年 9 月 28 日に当施設の屋内
ホールにて、運動指導者による正しい運動方法の講義と運動の実践
を行う教室を開催した。対象は、過去１年以内に当センターで人間
ドックまたは健康診断を受けており、主治医からの運動制限がない
者とした。内容は、参加者の運動状況調査やロコモ度テスト、体組
成測定を実施。さらに理学療法士による正しい運動方法の講義と実
際に室内でできる運動を実践した。【結果】参加者は 11 名（男性 4
名、女性 7 名）。平均年齢 55±5.2 歳。教室への参加動機は、「運動
不足解消」や「運動習慣のきっかけづくり」「正しい運動療法の知
識や方法を知りたい」と答えた者が多かった。運動状況調査より、
週 5 回以上 1 回 30 分以上の運動を日常実施している者は 5 名で、

「ある程度の期間、継続して実行しており運動の効果を実感してい
る」「自分なりに取り組んでいるが、正しいものなのか気になるこ
とがある」という回答が得られた。運動教室参加者からは「楽しく
運動できた」「日常生活のすき間にできそうな運動を教えていただ
いたのでやってみたい」などの感想が聞かれた。【考察】今回の参
加者は自主的に教室へ申し込みした者であり、健康・運動に対する
意識が高いと言える。プログラムは概ね参加者が満足のいく内容で
あり、運動に対する理解や意識の変化に寄与したと考えられる。効
果の判定や運動教室参加を促すための募集方法が今後の検討課題で
ある。より多くの受診者に自宅での継続的な運動方法や環境づくり
ができる情報を提供していきたい。

B-3-03
高齢者の骨密度の維持・増進における「かかと落とし」の効
果について
厚生連高岡　健康管理センター

○小
おがわ

川　美
みさき

咲 坪野　由美 澁谷　直美 大浦　栄次

【目的】骨に物理的刺激が強いと提案されている「かかと落とし」に
ついて、高齢者の骨密度の維持・増進に効果があるか検討したので
以下に報告する。【方法】Ｉ地区の介護予防教室参加者を対象に、骨
検査を６～７月に第１回、10～11 月に２回目を実施した。この間毎
日 30 回を目標にかかと落としを実施してもらい、実施回数は所定
のカレンダーに記入してもらった。第１回では生活習慣に関するア
ンケートをおこない、第２回では実施後のアンケートをおこなった。
２回の骨検査とアンケートの結果を基に「かかと落とし」の効果に
ついて検討した。男性の参加者が少ないため今回は女性のみ検討し
た。【結果・考察】女性の平均骨密度は全年代で２回目測定値が上
昇しており有意な差を認めた。運動習慣が「ほぼしていない」者は
２回目値の上昇の幅が大きかった。運動習慣のない者が新たに始め
ることで高い効果が期待できると考えられる。「かかと落としをど
れくらいおこなったか」に関して、「ほぼ毎日できた」が２回目値
の上昇の幅が大きかった。「時々していた」の１回目値が「毎日で
きた」より高かったのは、普段から運動している者も多いためと考
えた。「効果」に関して、「足があがるようになった」者は平均骨密
度が 3.91 上昇していた。方法について「無理ないレベルで踵をしっ
かり上げ、2～3 秒維持してからストンと下げる」と指導した。「足
があがるようになった」者は、しっかり踵を上げるを実践したため、
効果を実感できたと考える。中には踵にかかる衝撃が小さかったた
め骨密度が上昇しなかった事例もあり、効果のあるかかと落としの
方法について指導も重要と考える。【結論】高齢者でも運動を積極
的に取り入れることで骨密度は維持・増加でき、「かかと落とし」も
効果が期待できると考える。今後期間を延ばして観察していく必要
があるが、高齢者でも容易に実施し継続できるため今後も教室で取
り入れていきたい。

B-3-02
骨格筋筋量がHbA1c値に影響を及ぼす効果の検討
医療法人社団蘇生会　蘇生会総合病院　健康増進センター

○松
まつもと

本　泳
ようこ

子 明後　祐子 平野　理恵 中村　昭光 
佐々木 浩一 的場　聡子 山鳥　紀子 田中　香織

【目的】加齢に伴う筋肉量の減少は広く知られるところである。筋
肉量の減少は糖代謝にも影響を及ぼす。第６０回本学会学術大会に
て骨格筋指数と糖代謝について報告した。今回同じ対象者での１年
後の骨格筋発達率（四肢・体幹）と HbA1c について比較、検討し
た。【対象と方法】２０１８年９月から２０１９年２月に当センター
で体成分分析を行った４０歳から８６歳までの３４６名（男性２０２
名女性１４４名）のうち翌年再度測定を実施した１３３名（男性
８９名女性４４名）を対象とした。体成分分析には InBody 社製
InBody４７０を使用、初回測定時の年齢を基準とし、６４歳まで
を A 群、６５歳から７４歳を B 群、７５歳以上を C 群とし、各群
の筋発達率と HbA1c の平均を算出、初回と再測定時の値を比較し
た。【結果】男性 A 群では体幹筋発達率は０．５％減少、HbA1c に
１．２％の上昇が見られた。Ｂ群では体幹筋発達率が０．７％上昇、
HbA1c に変化はなかった。C 群では体幹筋発達率が上昇、HbA1c
に改善が見られた。女性では全ての群において体幹筋発達率は減少
しており A 群 B 群で HbA1c に上昇が見られた。男女とも下肢筋発
達率はすべての群で上昇した。【考察】加齢に伴う筋肉量の減少は
下肢において顕著であり、このことは当センターでの測定データか
らも明らかであった。下肢筋肉量の維持は健康づくりにとって重要
であることも踏まえ下肢を中心とした運動指導を多く行っていた。
その結果、全ての群において下肢筋発達率が上昇していた要因の一
つとなったと考える。しかし下肢筋肉量を維持・増加させるだけで
は HbA1c の改善には至らなかった。体幹の筋発達率上昇が見られ
た群には改善があったことから HbA1c の改善には体幹の筋肉量維
持・増加が重要と考える。【結語】体幹における筋発達が糖代謝に
影響を及ぼしていることが示唆された。今後は下肢に加え体幹も含
めた指導を必要とする
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B-5-04
徳島県鳴門病院健康管理センターにおける禁煙外来
地方独立行政法人徳島県鳴門病院　健康管理センター

○棚
たなはし

橋　俊
としひと

仁 佐藤　奈緒 後藤　綾乃 冨崎　貴子 
小倉 美穂子 八木 いづみ 松並 久美子 中島　睦起 
大櫛　聖子 堀内　宣昭

【目的】喫煙を取り巻く様々な社会変化に伴い、禁煙治療は、医療
機関での保険診療が一般的になりつつあります。しかし、途中離脱、
禁煙成功率の低さなど、困難な事例も多々認めます。今後の禁煙支
援に役立てる目的で、当センターにおける禁煙外来の現状を検討し
ました。【対象】平成 20 年 6 月から令和元年までの禁煙外来の受診
者 109 名を対象としました。性別は、男性 92 名、女性 17 名と男性
が 84% を占めます。年齢別では、60 歳代が 39% と最も多く、次い
で 30 歳代、50 歳代が 17% を占めます。70 歳以上の高齢者も徐々に
増加しています。受診動機として、自らの希望や、当院での院内紹
介も多く認めます。【結果】ブリンクマン指数で受診者を分類する
と、80 名がブリンクマン指数 1000 以下を示し、指数が低い受診者
を多く認めます（80/109；73%）。しかし、禁煙成功率は 61％（49/80）
と低値を示しました。ブリンクマン指数 1000 以上を示す 29 名にお
いても、成功率は 41％（12/29）を示しました。TDS スコアによる
分類では、5 点から７点と比較的スコアが低い受診者の成功率は
61％（27/44）を示しました。8 点から 10 点とスコアが高い受診者
でも、52%（34/65）の成功率です。貼り薬と内服薬の使用薬剤別に
分類しました。貼り薬での禁煙成功率は 52%（27/51）、内服薬での
成功率は 58%（34/58）と、内服薬がやや高い成功率を示しました。
受診回数による禁煙成功率では、5 回すべて受診すると、75％と有
意に高い成功率を示しました。【考察】禁煙成功率に影響する因子
として、性別、年齢、ブリンクマン指数、TDS スコア、使用薬剤、
受診回数などが示唆されています。今回の検討では、5 回すべての
受診が禁煙成功と関連する可能性が示唆されました。禁煙治療期間
に 5 回の受診機会を設け，積極的かつ具体的な禁煙支援を行うよう
に推奨されており、今回の結果と合致します。今後は短期禁煙だけ
ではなく、長期禁煙の持続支援にも取り組みたいと考えています。

B-5-03
当センターにおける禁煙支援の現状の検証
慶應義塾大学　医学部　予防医療センター 1 
慶應義塾大学　医学部　呼吸器内科 2
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奈子1 清水　良子1 正木　克宜2 舘野　博善2 
福永　興壱2 井上　　詠1 岩男　　泰1 高石　官均1

【目的】
当センターでは人間ドックを受診した喫煙者に対して、禁煙外来へ
の紹介を中心とした禁煙指導を行っている。今回、当センターでの
禁煙成績を追跡調査し、検証を行った。

【方法】
2017 年～2018 年度の当センター人間ドック受診者のうち喫煙者の
禁煙外来への受診状況、受診時の加濃式社会的ニコチン依存度
(KTSND) 及びその後の禁煙状況を調査した。

【結果】
2017 年度受診時に喫煙していた 650 名のうち、2018 年度も受診し
た者は 420 名、うち 2018 年受診時に禁煙をしていたのは 58 名

（13.8％）であった。そのうち他院を含め禁煙外来を利用した者は 7
名（1.7％）であった。また 2017 年度及び 2018 年度の受診者で、当
院の禁煙外来受診に同意をした者は 67 名、そのうち実際に受診し
たのは 40 名で、卒煙したのは 24 名（60%）であった。24 名中翌年
度にもドックを受診した者は 17 名で、禁煙を継続していた者は 13
名であった。禁煙治療開始時に KTSND が高い群で卒煙率が高い傾
向が見られた（KTSND 14 以下卒煙率 54.2% vs KTSND 15 以上　
68.8％）。禁煙治療開始時の KTSND より終了時（5 回目）の KTSND
が高い群では、1 年後の禁煙継続率がより高い傾向がみられた。

【考察】
人間ドック受診自体が禁煙を促進する要因になっているが、更に禁
煙外来を利用することの有効性は十分に認められた。禁煙成功率に
指導開始前後のニコチン社会的依存度が影響することが報告されて
いるが、ドック受診者では当初のニコチン社会的依存が低くても禁
煙治療終了後に禁煙が継続できない傾向がみられた。ドック受診者
は有病率が低く、禁煙に対する社会的必要性は理解していても医学
的な必要性を実感しづらいことが一因と考えられる。ドックにおけ
る禁煙指導においては、１コースの禁煙外来受診だけではなく、定
期的な人間ドック受診を通じて継続的に禁煙指導を行っていくこと
が重要であると考えられた。

B-5-02
禁煙後の体重増加と喫煙本数、食習慣の関連
平鹿総合病院　健診センター
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【目的】　
禁煙後は体重増加が多くの者にみられる。禁煙後の体重の経年変化
と喫煙本数、食習慣の関連を明らかにし禁煙指導に役立てる。

【対象】
当院健診センターで特定健康診査を受診し、2016 年度以降に禁煙を
した男性 105 名。（2016 年度 19 名、2017 年度 32 名、2018 年度 25
名、2019 年度 29 名）

【方法】
2016 年度から 2019 年度まで禁煙をした受診者の体重の経年変化に
ついて検討する。また、1 年目の体重変化が維持・減少（以下維持・
減少群）、3.0kg 未満増加（以下 3 未満群）、3.0～5.0kg 未満の増加

（以下 3～5 未満群）、5.0kg 以上の増加（以下 5 以上群）に群別し、
禁煙前の喫煙状況（19 本以下・20 本以上）の割合をみる。また喫
煙状況で標準的な質問票の食習慣に関する回答を禁煙前後で比較し
た。

【結果および考察】
経年変化をみると禁煙 1 年目の体重増加は平均 2.2kg、２年目 0.6kg、
3 年目－ 0.04kg、4 年目－ 0.4kg で 1 年目の体重増加が顕著であっ
た。体重変化 4 群別に喫煙状況（19 本以下・20 本以上）をみると、
それぞれ維持・減少群（24.4％、10.9％）、3 未満群（56.1％、35.9％）、
3～5 未満群（14.6％、37.5％）、5 以上群（4.9％、15.6％）で、20 本
以上群は体重増加の割合が高く有意差がみられた。また、20 本以上
は 19 本以下と比較し、「人と比較して食べる速度が速い」、「就寝前
の 2 時間以内に夕食をとることが週 3 回以上ある」の回答が禁煙後
に増加し有意な差がみられた。禁煙指導の際は 1 年目の体重増加や
その後の体重変化について説明し、喫煙本数が多い者は食べる速度
や就寝前の夕食の時間について注意が必要である。

【結語】
禁煙 1 年目の体重増加が顕著であるが、禁煙 3 年目からは体重が増
加する傾向はみられなかった。喫煙本数が多い者は禁煙 1 年目の体
重増加割合が高い。

B-5-01
喫煙が肺機能に与える影響-当院健診受診者における1秒率
の検討-
医療法人社団相和会　みなとみらいメディカルスクエア
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貴 川田　祥子 小川　知子 棚橋　侑加 
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【目的】喫煙は多数の疾患の発生や進展に関与し、特に慢性閉塞性
肺疾患（COPD）の主な原因は喫煙とされている。そこで、COPD
の診断指標の一つである 1 秒率を、喫煙群と非喫煙群で比較するこ
とで、喫煙が 1 秒率に及ぼす影響を検討した。【方法】2015 年 4 月
1 日～2019 年 3 月 31 日までの健診受診者のうち、現在呼吸器疾患
を治療している者を除いた男性 35754 例、女性 30794 例を対象に、
喫煙群と非喫煙群に分け年代別に 1 秒率を比較した。【成績】1 秒率
平均値は男性で非喫煙群，喫煙群の 20 代（86.8％，87.3％）30 代

（84.5％，83.4％）40 代（82.9％，81.9％）50 代（80.4％，79.1％）60
代以上（78.8％，77.0％）、女性では 20 代（88.3％，83.3％）30 代

（86.8％，84.9％）40 代（84.4％，82.7％）50 代（82.5％，81.3％）60
代以上（80.6％，78.0％）であった。ｔ検定を用いて両群を比較し
たところ、男性では 30 代以上、女性では 20 代以上全世代で喫煙群
と非喫煙群に有意な差（p ＜ 0.05）を認めた。また、1 秒率が正常
値 70％未満の割合は男性 20 代（0％，0％）30 代（1.2％，1.5％）40
代（1.9％，3.4％）50 代（3.8％，7.0％）60 代以上（6.5％，14.7％）、
女性 20 代（0％，0％）30 代（0.4％，0.4％）40 代（0.9％，1.2％）
50 代（1.2％，3.3％）60 代以上（1.9％，13.2％）であった。χ二乗
検定を用いて両群を比較したところ、男性では 40 代以上、女性で
は 50 代以上に有意差（p ＜ 0.05）を認めた。【結論】今回の検討で
喫煙は 1 秒率の低下に関与していることが裏付けられた。男性では
30 代、女性では 20 代から喫煙群の 1 秒率が有意に低下しているこ
と、また男性では 40 代、女性では 50 代から 1 秒率 70％未満となる
喫煙群が有意に増加していることから、COPD 発症率を下げるため
にも 20 代 30 代の若年層に積極的に禁煙指導を実施する必要がある
と考える。今回の検討を今後の活動に活かしていくことが課題であ
る。
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B-5-08
禁煙指導抵抗性喫煙者への胸部レントゲン所見の微細変化
提示が禁煙の動機付けに有効な可能性
三井記念病院　総合健診センター
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【目的】喫煙関連疾患による医療費増大を抑止するため禁煙は大き
な運動となり、過去数十年以上禁煙指導が行われている。しかし健
診で毎年禁煙を指導しても禁煙できない指導抵抗性とも言えるよう
な経年健診者が少なからず認められる。このような場合に健診の場
で標準的な Ask, Brief Advice に加えて何らかの禁煙誘導契機を提
供する必要があると考えた。そこで禁煙指導に胸部レントゲン所見
の経年微細変化提示が有効かどうか検証することを試みた。【方法】
2020 年 2 月から 5 月にかけて、定期健診者データから長期喫煙継
続、喫煙指導複数回をキーワードに設定し 5-10 年前の胸部レントゲ
ン写真比較し正常範囲内だが血管影や気管支影の減少を認めた 24
症例を対象とした。通常健診来院時に振分を行い、特別な指導面接
時間を設けず、通常健診時の面接説明時に 5-10 年前の胸部レントゲ
ン写真を並べて提示比較して加齢性変化だけでなくたばこの影響の
可能性ありとの説明を加えて禁煙を促した。そして直後の患者の反
応を、興味深く聞き質問するなどした ( 望ましい反応 )、無視または
聞き流した ( どちらともいえない反応 )、反抗した ( 望ましくない反
応 ) に 3 分類した。【成績】全 24 例中望ましい反応 20 例 (83%)、ど
ちらともいえない反応 4 例 (17%)、明らかに反抗するなど望ましく
ない反応は見られなかった。【結論】客観的に自己の変化を見せる
ことに繋がり、心理学で言う自分は大丈夫と思い込む正常性バイア
スによる影響が減弱され、禁煙への合理的判断が誘導されたのでは
ないかと考えた。簡便な胸部レントゲン所見の経年微細変化提示を
認知心理学や社会心理学的な手法として指導に用いることが、禁煙
指導抵抗性長期喫煙者への禁煙動機付けに有効な可能性があると考
えられる。

B-5-07
健康診断を受診している禁煙継続者と禁煙挫折者の禁煙に
関わる要因の相違―特定保健指導における禁煙に向けた指
導方法の検討―
独立行政法人　地域医療機能推進機構　群馬中央病院　
健康管理センター
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【目的】当健康管理センターの平成 30 年度特定保健指導における禁
煙支援者の禁煙成功率は 1.2％と低値である。これは、保健師の具
体的な事例の知識が乏しいため、効果的な情報提供やアプローチが
行えないことが要因と考える。禁煙支援は保健師の重要課題である
ため、健診を受診している禁煙継続者（以下継続者）と禁煙挫折者

（以下挫折者）の禁煙要因の相違を把握し、効果的な禁煙指導方法
を検討した。【方法】2019 年 8 月～10 月まで当健康管理センターの
受診者 3291 名にアンケート調査を行い、回収数 2376 人（回収率
72.2％）のうち、継続者 572 人（24.1％）、挫折者 211 人（8.9％）を
対象とした。継続者（1 年以上禁煙している者）と挫折者（現在習
慣的に喫煙しているが禁煙経験のある者）の群に分け、比較検討を
行った。【結果】継続者と挫折者に対して、喫煙本数や喫煙年数、禁
煙した挑戦回数に対してＴ検定を行い、有意差を認めなかった。ま
た、相違のある項目は、禁煙した理由「家族やパートナーの健康が
気になった」「タバコのにおいが気になった」であり、禁煙した方
法「気分転換の方法を見つけた」であった。また、継続者は「食事
がおいしく食べられるようになった」「将来の健康や金銭面に対す
る不安が減った」「肩身の狭い思いがなくなった」等多くのメリッ
トを感じ、挫折者は感じていなかった。【考察】禁煙指導では、周
囲への配慮が強い禁煙理由となるため受動喫煙の有害性を伝える。
禁煙時の気分転換の方法を見つけることが有効であり、心理的依存
に対応できるように支援する。継続者の成功体験や禁煙のメリット
を伝えることで、指導対象者自身が気づき、行動変容へと繋がるよ
う支援する。しかし、過食行動に進まないよう指導対象者と一緒に
対策を考える必要がある。今後の課題は、健康への意識が高まって
いる指導直後に、禁煙外来に受診ができる体制づくりと、治療後の
フォローアップ体制を確立することである。

B-5-06
喫煙者の禁煙への関心度についての検討
独立行政法人　地域医療機能推進機構　九州病院
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【目的】
わが国におけるリスク要因別の関連死亡者数の１位が喫煙である。
受動喫煙も含め、喫煙が原因で年間 12~13 万人が死亡している。３
時間で約 50 人の命が奪われていることになる。そこで、禁煙支援
に取組むため検診者の喫煙状況、禁煙への関心度、禁煙行動につい
て調査したので報告する。

【対象と方法】
2019 年 8 月～12 月に当院の健康管理センターを受診した検診者の
うち 2018 年度に喫煙していた 470 名を対象に、喫煙に関するアン
ケート（自己記述式）を施行した。

【結果】
470 名中喫煙を継続している者は 442 名 94％で、昨年の検診以降に
禁煙した者は 28 名 6％（男性 18 名　女性 10 名）だった。喫煙者
442 名の年代別の比率は、40 代 32％ 50 代 28％ が多く、男性 376 名
85％ 女性 66 名 15％だった。「禁煙に関心があるが禁煙しない」が
276 名と最も多かったが「禁煙に関心があり、今後検討したい」が
69 名、「仕事の調整後禁煙外来を希望したい」が 12 名だった。喫煙
者に対しては、診察時に医師から禁煙外来受診を提案し 6 名（男性
4 名　女性２名）が禁煙外来受診をした。6 名のうち４名は内科疾
患を有し、喫煙本数は 10～20 本 / 日で、10 年以上の喫煙歴があっ
た。

【考察】　
「禁煙について関心があるが今はしない」の人達にアプローチして
いくことが、禁煙につながると考えられる。禁煙者は４つの禁煙ス
テージに分類され、順にステージを巡りながら禁煙・再喫煙を繰返
すことが多いと言われている。医療者からの短時間のアドバイスを
繰返し受けることはステージの移行に有用である。年に１回ではあ
るが検診の際に、喫煙が健康にどのような影響を与えるかを情報提
供し禁煙への動機付けをすることは、行動変容を促すと思われる。
禁煙への支援として、検診日に禁煙外来を受診できる事や保健指導
で禁煙が健康上の重要な課題であることを伝えている。また、事業
主に事業者別喫煙状況のデータ提供を行うことが禁煙行動に繋がる
と考える。

B-5-05
人間ドック受診者の禁煙に対する関心度向上への取り組み
-人間ドック受診者の禁煙成功体験談をもとに禁煙指導を
行った結果-
社会医療法人　松本快生会　西奈良中央病院
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＜目的＞喫煙している人間ドック受診者に対して、禁煙に対する関
心度を高める。＜方法＞１．禁煙に成功した受診者５０名に方法・
体験談を聞き取り調査しパンフレットを作成。２．喫煙している受
診者３１名に作成したパンフレットを読んだ後、禁煙に向けて関心
度が向上したか聞き取り調査する。＜結果＞禁煙成功者の禁煙の
きっかけは病気・体調不良２６％、次に家族・恋人からの勧め１８％、
結婚・妊娠・出産１４％の順だった。喫煙者の禁煙に対する態度を
プロチャスカの行動変容ステージを用いて禁煙ステージ分類を行っ
た。無関心期・関心期・準備期に分類し、割合は無関心期２６％・
関心期５２％・準備期２２％であった。禁煙成功者の体験談を載せ
たパンフレットを読んだ後３９％の受診者が関心度に変化があった
と答えた。禁煙ステージ別では、無関心期のうち２５％・関心期の
うち３１％・準備期のうち７１％に関心度に変化が見られた。＜考
察・結論＞体験談の中に家族や恋人などの関わりにより禁煙できた
例がいくつかあり、パンフレットを読んだ後、関心度が向上する動
機になっていた。喫煙者本人だけでなく家族にもパンフレットを活
用し、家族の関わりが禁煙へ大きな影響を与える事を伝えて行きた
い。パンフレットの効果は、禁煙ステージが高い（関心度が高い）
ほど効果があった。準備期の受診者７１％に関心度に変化が見られ
有効であった。準備期の受診者の禁煙指導時には、作成したパンフ
レットの活用・情報提供を積極的に行い関心度向上に努めていきた
い。無関心期・関心期の受診者は、パンフレットに身近に感じる内
容がある受診者には動機付けの強化となり関心度に変化がみられた。
無関心期・関心期の受診者には禁煙への動機が強化できる関わりを
持つことが課題である。禁煙ステージによりパンフレットの効果が
異なっていた。受診者の禁煙ステージ・環境を把握し、禁煙への関
心度が高まるように支援していきたい。
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B-6-03
健診当日における特定保健指導の効果
慶友会　吉田病院　予防医療センター

○北
きた

　　桃
ももこ

子 横田　欽一 武田　寛樹 青木 陽一郎 
柿崎　郁美 清野 紗央里 志目 知英美 吉田　良子

【目的】昨年の日本人間ドック学会学術大会において、特定保健指
導（以下、特保）初回面接の健診当日実施（以下、当日実施）と健
診後日実施で比較したところ、当日実施は健診から最終評価までに
優位に体重が減少していたことを報告した（第 60 回日本人間ドッ
ク学会演題番号 2-3-06）。そこで、当日実施は検査値の改善にも効果
があったのか検討したため報告する。

【対象と方法】対象は、2018 年度において、K 保険組合被保険者の
特保該当者 320 名のうち、2019 年度の健診結果の情報が得られた
200 名。当日実施し最終評価まで行った者（以下、完走者）47 名

（男性 38 名、女性 9 名、平均年齢 51.7±7.9 歳）、当日実施したが最
終評価まで行えなかった者（以下、脱落者）28 名（男性 24 名、女
性 4 名、平均年齢 49.3±6.0 歳）、当日実施しなかった者（以下、未
参加者）125 名（男性 99 名、女性 26 名、平均年齢 49.4±6.8 歳）に
分け、翌年の検査値の変化を t 検定を用いて検討した。

【結果】完走者では体重、BMI、腹囲、拡張期血圧、空腹時血糖、中
性脂肪、HDL コレステロールで優位に改善しており（P ＜ 0.05）、
ALT で改善傾向にあった（P ＜ 0.1）。脱落者については変化がな
かった。未参加者では HbA1c、尿酸が悪化していた（P ＜ 0.05）。

【考察】当日実施は、翌年度健診まで指導効果が持続しない可能性
が危惧されたが、今回の検討で指導効果が持続している可能性が示
唆された。また、継続支援の有無に関わらず、当日実施は翌年の検
査値の悪化を防ぐことができた。昨年の報告以降、特保の実施場所
の確保や声掛け方法の工夫により、当日実施の人数を増やしてきた
が、今回得られた結果を特保対象者にフィードバックし、更なる実
施率の向上を目指す。同時に、特保参加者を脱落させない支援方法
を検討し、完走者を増やしていきたい。

B-6-02
特定保健指導の初回面接2回目の実施を増やす取り組み
社会医療法人　愛仁会　愛仁会総合健康センター　健診科 1 
社会医療法人　愛仁会　愛仁会総合健康センター　診療部 2 
社会医療法人　愛仁会　あいわクリニック 3

○小
こじま

嶋　友
ともみ

美1 三角　嘉葉1 毛利　華衣1 田辺　　司1 
西川　和美1 田中　芳生1 石川　優子2 跡部　　優2 
冨永　洋一2 岡村　雅雄3

【はじめに】
2018 年度から健診当日に全ての検査結果が揃わない場合でも、特定保
健指導（以後、特保）の初回面接を分割で実施することが可能となっ
た。当施設でも分割実施を行い、2019 年度の初回面接１回目（以後、1
回目）は 98.0％実施している。しかし、初回面接 2 回目（以後、2 回目）
の実施は 50.2％であった。そこで、2 回目の実施を増やす取り組みを行
い、増加したので報告する。

【対象・方法】
2019 年度に初回面接の分割実施を行った 811 名。取り組み前の A 群 4
～8 月の 348 名、取り組み後の B 群 9～3 月の 463 名で 2 回目の実施率
を比較した。以下、（1）～（4）が B 群に行った取り組みである。

（1）1 回目で対象者に特保の概要や生活習慣病予防の理解を促すため、
リーフレットを作成し配布した。

（2）1 回目で 2 回目の連絡手段となる電話・手紙・メールの連絡先を全
て聞きとるようにした。電話は曜日や時間の指定を詳しく聞きとった。

（3）2 回目の第一選択は電話にした。リーフレットに当施設の連絡先を
記し、該当した場合のおおよその連絡日時を表示し説明した。電話がつ
ながらない場合は手紙・メールで連絡し、勧奨は 3 回以上実施するよう
にした。

（4）手紙の返信率の改善策として、生活習慣の質問票をもとに個別性の
あるアドバイスが反映できるリーフレットを作成した。メールも手紙と
同様の内容で作成した。

【結果】
2 回目の実施率は A 群が 50.2％、B 群が 66.9％であり、16.7％増加した。

【考察・結語】
2 回目の実施率をさらに増やすには、1 回目で対象者の志気を高められ
るような知識や技術の習得が必要である。また、健康保険組合や事業所
担当者の協力を得たところは、2 回目の実施率が 90％以上あった。この
ことから、対象者個人への取り組みに加えて、健康保険組合や事業所の
担当者の協力体制を強化することが必要であると考え、担当者への協力
の依頼文を作成し対策を講じ始めた。今後も 2 回目の実施率を増やして
いきたい。

B-6-01
「特定保健指導当日初回面接実施率向上に向けた取り組み」
～健診当日に該当者全員に声かけをしたことの効果と課題～
諏訪赤十字病院健診センター

○小
こだいら

平 美
み ほ こ

穂子 浜　　夏子 柳原　園子

【背景】2008 年より特定保健指導を実施しているが、当日初回面接
実施率（以下実施率）が低い状態が続いていた。2018 年度より実施
率向上を目指し、健診当日に階層化を行い全ての該当者に声かけを
する体制づくりをした。さらに実施率を向上させるため、2019 年度
より実施できなかった理由を記録に残した。そこで、１）取り組み
の成果を実施率の推移から明らかにし、２）初回面接を実施できな
かった人の理由から今後の課題を明らかにした。

【方法】１）に対して、2017 年度～2019 年度のデータより当日初回
面接実施率を求める。２）に対して、初回面接を実施できなかった
人（2019 年度分）の理由を記録からまとめる。

【結果・考察】１）に対して、希望者のみ階層化し当日初回面接を
行っていた 2017 年度の実施率は 8％（対象者 620 名、実施者 47 名）
であった。2018 年 12 月より、健診当日に該当者全員に結果を伝え
希望者に初回面接を実施したところ、2018 年度の実施率は 21％（対
象者 579 名、実施者 122 名）となった。2019 年度も同様に行い実施
率は 49％（対象者 747 名、実施者 367 名）であった。健診当日に希
望者のみではなく、該当者全員に階層化しその結果を伝えることが、
実施率向上につながったと考える。２）に対して、当日実施できな
かった理由の上位は、「チェック漏れ」92 名、「時間なし」63 名、

「希望なし（理由不明）」62 名、「スタッフ都合」51 名であった。
「チェック漏れ」の要因として当健診センターでは特定保健指導の
契約先が複数あること等が考えられる。「希望なし（理由不明）」に
ついては、理由を記録に残し改善策へつなげる必要がある。「スタッ
フ都合」については、その後保健師の補充がありマンパワー不足は
解消されたが、パソコンや部屋の確保等ハード面での課題がある。
また、「階層化に時間がかかった」も一定数あり、階層化がよりス
ピーディーにできるよう整備していく必要がある。

B-5-09
当院における喫煙者の実態
浜松赤十字病院　健康管理センター

○内
うちやま

山　さち 鈴木 公美子 鈴木　　実 加藤　綾夏 
村越　理惠 渡邉 百合子 小谷野 憲一

【目的】近年、健康増進法の施行などにより禁煙が推進され、この
10 年ほどは全国的に喫煙率の低下が報告されているが、禁煙は保健
指導の現場においては難渋するもののひとつである。今回、より効
果的な禁煙指導を目指し、当院における受診者の実態調査を行った。

【対象と方法】2010 年 4 月から 2020 年 3 月までの 10 年間、当院を
受診した 16 歳以上のドックおよび職域健診受診者延べ 165,804 人に
ついて、年代別に喫煙率の推移を分析した。また「喫煙経験なし」

「喫煙者」「禁煙成功者」の３群に分けて腹囲を指標として比較検討
した。【結果】男性の年代別喫煙率は、20 代前半から 30 代前半が最
も高く（2014 年 25～29 歳 45.8%）40 代から緩やかに低下する。こ
の傾向は 10 年間同様であった。女性は 30 代後半が最も高いが（2010
年 35～39 歳 17.2%）年令が上がっても男性ほどの低下は見られな
い。腹囲は、男性において「喫煙経験なし」「喫煙者」「禁煙成功者」
の順に高い値を示すが、女性においては有意な差はない。腹囲の増
加がみられた男性「禁煙成功者」について、禁煙後の経過を 5 年間
追跡し 129 人（5 年目は 74 人）の腹囲の増減を調べた。結果は、禁
煙後 1 年で +1.60cm（SE 0.34）禁煙後 4 年目 +2.96cm（SE 0.41）禁
煙後 5 年目 +1.85cm（SE 0.55）であった。【考察】社会全体の喫煙
率を下げるためには、まず若年者に吸わせないことがポイントと考
える。すなわち、学校における禁煙教育の充実と、職場の環境改善
が重要である。また、禁煙指導は生活習慣病と合わせて継続的に行
う必要があり、禁煙成功後の肥満防止を念頭においたきめの細かい
生活指導を併せて行うことが重要である。
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B-6-07
特定保健指導における筋肉量、下肢筋力年齢改善の取り組
み
一般財団法人　住友病院　看護部 1 
公立学校共済組合　近畿中央病院　健康管理センター 2

○石
いしだ

田　　芳
かおり

1 内田　輝美1 斎藤　　博2

【目的】メタボリックシンドローム（以下メタボ）改善のための運
動指導は個人の運動習慣、筋力に合わない運動を選択することでロ
コモティブシンドローム（以下ロコモ）による運動中断が余儀なく
される場合がある。個人にあった運動強度を設定し、ロコモを予防
しうるか検討した。

【方法】人間ドック受診者で特定保健指導に階層化され、研究同意
が得られた 106 人を 6 か月支援した。調査方法は初回、3 か月後、6
か月後に体組成分分析、握力値、下肢筋力値、下肢推定年齢を測定
した。下肢筋力、下肢年齢算出は訓練機能付下肢筋力測定器（ロコ
モスキャン、アルケア株式会社）を使用し、左右 2 回ずつ測定し測
定値が高い値を採用した。体組成分分析は InBody770 を用いて生体
電気インピ－ダンス法で測定、結果を説明した後、特定保健指導を
実施した。

【倫理的配慮】病院倫理委員会の承認を得て計画に基づき実施した。
【結果】参加者は 106 人（男性 67 人、女性 39 人）のうち積極的支
援 47 人、動機づけ支援 59 人であった。男性の平均年齢は 54.3±6.6
歳、女性の平均年齢は 55.1±6.9 歳であった。前熟考期は 8 人（7.5％）
熟考期から準備期は 75 人（70.8％）であり、ロコモと判定された者
は約半数の 47.2％であった。3 か月後の行動変容ステージは実行期・
維持期が 34 人（32.1％）に上昇し、運動器障害による運動中断はな
かった。

【結論】ロコモ判定を運動開始前に実施し、個人の下肢筋力に応じ
た運動指導を行ったことで、運動器障害を起こさず運動継続が可能
であった。また、個人の筋肉量のバランス、上下肢筋力を数値化し
説明することで、無理なく安全な運動が提案できた。指導期間が短
く腰痛予防レベルから開始した対象者もいたことから、筋肉量・下
肢筋力年齢ともに有意に改善するには至らなかった。

B-6-06
第三期特定保健指導のモデル実施『新潟モデル』の構築につ
いて－パイロットスタディ
新潟大学大学院　生活習慣病予防・健診医学講座 1 
新潟県労働衛生医学協会 2 
新潟大学大学院 3 
女子栄養大学 4 
健康保険組合連合会 5

加
かとう

藤　公
きみのり

則1,2 田代　　稔2 ○鈴木　沙織2 小林　隆司2 
春木　　匠5 小松原 祐介5 佐藤　幸示2 赤澤　宏平3 
曽根　博仁3 津下　一代4

目的：2018 年度より特定健診・特定保健指導も第 3 期を迎え、新制
度として「柔軟な運用による特定保健指導のモデル実施」が設けら
れた。このモデル実施の制度を用いた新たな特定保健指導モデル

「新潟モデル」を確立するために、保健指導のポイントにおいて、そ
の効果に下限有効閾値があるのかを検証した。方法：2018 年 4 月か
ら 12 月までに特定健診を受けた人で、特定保健指導の積極的支援
の対象者 202 人に対して研究を行った。A 群 : 0 ポイント、B 群 : 20
ポイント、C 群 : 100 ポイント、D 群 : 180 ポイントの 4 群分け、保
健指導終了の３ヶ月後の評価時に、A, B, C 群では、腹囲 2.0cm 以
上かつ体重 2.0kg 以上相当に減少していない者（非達成者）には、
合計で 180 ポイントになる様に追加支援を行った。1 年後の特定健
診データとも比較検討した。結果：達成者については、A 群 11 人
(24.0%)、B 群 18 人 (36.0%)、C 群 14 人 (28.0%)、D 群 6 人 (12.5%) で
あり、B 群と D 群間のみ有意差が認められた。1 年後にもこの特定
保健指導の効果は持続していた。結論：B 群の 20 ポイントが特定
保健指導の有効下限閾値と考え、これを元に「新潟モデル」を作成
し、本試験を行う予定である。今回、この少ないポイントでも効果
があった理由の一つに、追加支援 160 ポイントを回避したいと言う

「ナッジ理論の喪失回避」の関与が考えられた。

B-6-05
特定保健指導の利用勧奨方法の改善に向けて
社会医療法人　松本快生会　西奈良中央病院　健康管理センター

○花
はない

井　千
ち え

栄 中嶋　澄香 津田　裕子 加藤 さおり 
横井　祐子

【はじめに】当健康管理センターは病院内併設であり、人間ドック
当日に採血検査結果が判明する。2017 年に当日特定保健指導の実施
が可能な体制を整え、特定保健指導の利用を希望した受診者に実施
したが、希望しなかった受診者に対しての介入はできていなかった。
今回は特定保健指導の該当者全員に対し、ドックの問診時や待ち時
間を利用して、個別に利用勧奨を行い、希望しない受診者へは理由
の聞き取りを行った。今後の利用勧奨方法の見直しと改善課題を検
討したので報告する。【対象と方法】当日特定保健指導の契約をし
ている共済組合・健康保険組合のうち、2018 年 4 月から 2019 年 3
月までにドックを受診し、積極的・動機付け支援の該当者となった
155 名。階層化チャートを使用し、採血データを示しながら、保健
師か看護師が特定保健指導の利用勧奨を行った。希望しない理由は、
保健師と情報を共有した。【結果】当日特定保健指導の実施率は 47％
であった。希望しない理由は「利用券が届いてから考える」「特定
保健指導は家の近くの施設で受けたい」「同じ日に出来ると知らな
かったので予定を入れてきた」「面倒くさい」「興味がない」「仕事
が忙しい」というものであった。また、最初の利用勧奨時には希望
しなかったが、希望しない理由を把握した上で保健師が再度利用勧
奨を行うと、「やっぱり受けてみる」と変更する受診者もみられた。
希望しない受診者には、特定保健指導は初回面接だけでは終了しな
いこと、３か月以上の継続的な支援が必要なこと、色々と記入した
りすることが面倒くさい等の、マイナスイメージの方が強調されて
伝わっている傾向にあり、プラスイメージはあまり伝わっていな
かったことがわかった。【結論】利用勧奨時は、特定保健指導の重
要性を伝えることよりも、まずは利用してもらうきっかけ作りが重
要であり、受けたくない気持ちを聞き出し共感した上で、他の方法
も提案してくことが必要である。

B-6-04
特定保健指導実施率向上への取り組み
静岡済生会総合病院　健康管理センター

○増
ますだ

田 真
ま ゆ み

由美 中村　有美 池田　祐里 小林　美枝 
岩崎　千明

【背景・目的】医療費の適正化、生活習慣病の予防に向けては特定
保健指導対象者の健康維持管理への意識向上が求められるが、当健
康管理センターの特定保健指導実施率は全国と比較して低い。2018
年度、第三期：特定健診・保健指導の見直しが行われ当日特定保健
指導が可能となった。2019 年度より全国健康保険協会加入者の生活
習慣病予防健診を受診する被保険者に健康相談が開始され、特定保
健指導対象者には健康相談から特定保健指導へつなげ実施率の向上
を目的とした。【対象】2015 年度から 2019 年度に実施した当院の特
定保健指導（465 件）を対象とした。【方法】2019 年度から始まっ
た健康相談のマニュアル作成、健康相談を行うための勉強会実施、
2020 年 1 月からは採血でも対象になりそうな人を事前に把握して健
診中に採血結果がわかるようにした。【結果・考察】特定保健指導
件数：2015 年度 57 件（実施率 15.4％）、2016 年度 61 件（実施率
14.8％）、2017 年度 67 件（実施率 14.2％）、2018 年度 108 件（実施
率 21.7％）、2019 年度 172 件（実施率 36.4％）。2018 年度から第三
期：特定健診・特定保健指導が始まり、当日特定保健指導が可能と
なり実施率を上げることができた。2019 年度から健康相談が始ま
り、健診業務の一員だった保健師が、特定保健指導に関わりやすく
した。そして健診に関わる看護師、事務員などすべての職種が情報
を共有することで健診から健康相談、特定保健指導への案内がス
ムーズになり実施率増加につながった。2020 年 1 月から開始した採
血で対象となった者の実施率は 60％と高かった。【結論】健診当日
の健康意識が高まっているときに特定保健指導をすることが、実施
率の増加につながっている。特定保健指導実施者だけではなく、健
診業務に関わる全ての職種での情報共有が特定保健指導実施率増加
につながっている。今後も特定保健指導実施率向上にむけ、健康管
理センター全体で取り組んでいきたい。
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B-6-11
季節に着目した特定保健指導効果の検討
社会医療法人　青嵐会　本荘第一病院　保健センター 1 
社会医療法人　青嵐会　本荘第一病院　診療部 2

○小
こまつ

松 ひかる1 菊地　入子1 木内　利恵1 佐藤 あゆみ1 
小助川 靖子1 水口　直樹2 鈴木　克彦2 小松　大芽2

【背景】当院は雪国にあり、特定保健指導（以下特保）時に冬期の
運動の難しさを感じていた。季節によって最終評価に違いがあるの
ではないかと考え比較検討した。【対象】平成 30・令和元年度の特
保終了者中、4～10 月（以下春～秋期）に開始・終了した 87 名と
11～3 月（以下冬期）に開始・終了した 55 名。両年実施者は令和元
年度から除外。【方法】特保開始時と最終評価時の腹囲と体重、総
合評価、栄養食生活評価、身体活動目標と評価を春～秋期と冬期で
比較。身体活動目標は自宅での運動（自宅）、屋外での運動（屋外）、
運動施設利用（運動施設）、日常生活活動を増やす（生活活動）の
カテゴリーに分類し集計。【結果】開始時と評価時の平均値は腹囲
が春～秋期 90.8±5.6・88.8±5.5cm、冬期 92.6±8.6・91.3±8.5cm、
体重は春～秋期 72.1±8.8・70.0±8.8kg、冬期 74.8±14.3・73.5±13.8kg
で腹囲・体重共に両群で有意に低下。冬期より春～秋期の腹囲・体
重減少幅が大きかった。総合評価「改善」は春～秋期 48 名（55.2％）、
冬期 23 名（41.8％）、栄養食生活評価「改善」は春～秋期 66 名

（75.9％）、冬期 38 名（69.1％）、身体活動評価「改善」は春～秋期
45 名（51.7％）、冬期 32 名（58.2％）で全評価「改善」割合に季節
による有意差はなかった。身体活動目標は自宅が春～秋期 41 名

（48.2％）、冬期 35 名（64.8％）、屋外が春～秋期 34 名（40.0％）、冬
期 6 名（11.1％）、運動施設が春～秋期 5 名（5.9％）、冬期 4 名（7.4％）、
生活活動が春～秋期 13 名（15.3％）、冬期 14 名（25.9％）で冬期は
屋外が少なく自宅と生活活動割合が高かった。【考察】冬期は運動
実施が難しいと考えていたが、実際は自宅での運動や生活活動量増
加などの実践しやすい目標選択により、身体活動「改善」が春～秋
期より高率だった。腹囲・体重も有意に減少していたため、今後は
特保利用者に冬期でも効果が得られることを伝え、生活改善の意欲
向上を図っていきたい。

B-6-10
第3期特定保健指導における初回面談分割実施の取り組み
東京都情報サービス産業健康保険組合 1 
医療法人社団同友会 2

○稲
いながき

垣　紀
のりこ

子1 安藤　敏子1 山下 恵理香1 跡見　美保1 
山田　友恵1 中岡 みのり1 黒木　令子2 和合　和久2 
高谷　典秀2 荒井　　肇1

【目的】第３期特定保健指導が始まり、初回面談の分割実施が可能
になった。実施率の向上に向けて初回面談の実施率増加は重要であ
り、当センターでは積極的に初回面談を健診当日に行っている。H24
年度に待機依頼という方法で初回面談の実施率増加を目的とした取
り組みについて第 55 回本学会において報告した。前回研究に加え、
今回実施率の向上に向けた取り組みとして初回面談の分割実施を導
入し、効果的な実施方法を検討した。【対象】H30 年度東中野保健
センター及び西新橋保健センターにおいて、特定保健指導に該当し
た 6,986 名を対象とした（積極的支援 3,702 名・動機づけ支援 3,284
名）。【方法】健診当日、血液データが出る前に帰宅する人で、当日
の血圧、問診、過去のデータから特定保健指導に該当する可能性の
高い人を健診システムから抽出し、初回面談（分割 1）を実施した。
全ての健診結果が判明したら、初回面談（分割 2）をできるだけ早
い日程で本人と連絡が取り易い日時、ツールを設定し行った。【結
果】初回面談の分割実施を導入したことにより、H29 年度 68.4％で
あった初回面談実施率を H30 年度 71.6% まで向上することが出来
た。実施率は H29 年度 55.4% から H30 年度 61.6％へと増加した。

【まとめ】初回面談の分割実施を導入したことで、より多くの対象
者に健診当日の面談を行うことができた。いくつかの情報から該当
する可能性の高い人を優先的に案内し、後日の連絡を早期に予定す
ることで初回面談実施率の向上に一定の効果を上げたものと考えら
れる。第 3 期特定保健指導では、初回面談の分割実施以外にも継続
支援の期間変更や、動機付け支援相当のコース設定などあり、実施
率の増加にはそれぞれ影響していることが考えられる。それぞれの
影響を適切に分析し、実施率向上に向けたより効果的な支援方法を
検討していきたい。

B-6-09
特定保健指導の評価時期が及ぼす改善効果
上都賀総合病院　健康管理センター 1 
上都賀総合病院 2

○石
いしざわ

澤 美
み な こ

奈子1 吉田　優子1 日向野 加菜1 田井　美穂1 
宮石 絵利香1 井上　史央1 大井　利夫2

【目的】特定保健指導（以下、保健指導）の第 3 期の見直しにより、
保健指導の最終評価時期が変更された。それに伴い、当院でも 2018
年度から保健指導の最終評価時期を開始時から 6 か月以降であった
ものを 3 か月以降とした。保健指導の実施期間が短縮されることで
及ぼされる影響を調査し、今後の業務改善に活かすため、最終評価
時期の変更前後の結果の差異について比較検討した。【対象・方法】
対象は、当院で保健指導を 2016～2017 年度中に開始し 6 か月後に
評価した男性 85 名（平均年齢 51.8 歳）と、2018～2019 年度中に開
始し 3 か月後に評価した男性 72 名（平均年齢 53.6 歳）。両群の保健
指導開始時と終了時の BMI と腹囲の平均値の変化を比較した。統
計分析は t 検定を用い、有意水準は p ＜ 0.05 とした。【結果】BMI
の平均値は、6 か月後群では開始時 26.2kg/m2、終了時 26.0kg/m2

で、0.2kg/m2 有意に減少した。3 か月後群では開始時 26.5kg/m2、
終了時 26.1kg/m2 で、0.4kg/m2 有意に減少した。腹囲の平均値は、
6 か月後群では開始時 91.8cm、終了時 91.2cm で、0.6cm 有意に減少
した。3 か月後群では開始時 92.1cm、終了時 90.6cm で、1.5cm 有意
に減少した。【考察】いずれの群も、保健指導終了時の方が BMI・
腹囲ともに有意な減少がみられた。保健指導を実施したことにより、
受診者の意識や生活習慣が変化した可能性がある。また、BMI・腹
囲の減少幅はともに 3 か月後評価の方が僅かに大きかった。このこ
とから、実施期間に関わらず保健指導の効果は得られるだけでなく、
3 か月と短期間の方が効果より期待できると考えられる。この点つ
いて実証を得るには、より多くの症例から結果を得る必要があるた
め、調査を続けたい。一方、保健指導実施後の効果や行動変容が一
時的なものになっていないかという懸念も残る。この点について、
保健指導終了者の追跡調査を行い検証する必要がある。そして、そ
の結果を保健指導の内容や実施方法の改善に活かしたい。

B-6-08
レディース健康診断における当財団基準における初回面談
の分割実施（第1報）
一般財団法人　愛知健康増進財団 1 
愛知医科大学　産業保健科学センター 2 
愛知医科大学　医学部　衛生学講座 3

○種
た ね だ

子田 千
ちと せ

歳1 山田　采加1 立石　春香1 伊藤　　愛1 
秋山 香名子1 正村　伸江1 青木　優宜1 成定　明彦2 
鈴木　孝太3 竹山　英夫1

【目的】第 3 期特定健診・特定保健指導から健診当日の初回面接分
割実施が推進され、これまで保健指導受診が少なかった女性の指導
実施率向上が期待されている。当財団では面接対象を「肥満リスク
( 腹囲、BMI) があり生活習慣病服薬のない者」とし、当日判明する
血圧は問わない方針とした。第 1 報では、当財団の基準により初回
面接を行った女性受診者の実際の階層化結果を比較検討することを
目的とした。

【方法】上記の当財団方針に同意した健康保険組合に所属し、2018、
19 年度の巡回レディース健康診断を受診した 40～74 歳の女性 (2018
年度 3,089 人（50.1±7.4 歳 )、2019 年度 4,338 人（50.3±7.5 歳 )）を
対象とした。対象のうち健診当日の初回面接実施した者の実際の階
層化結果を比較した。

【結果】健診当日の初回面接実施者は、2018 年度 404 人、2019 年度
536 人であった。健診結果が揃った後の実際の階層化結果の内訳は、
2018 年 度 は 積 極 的 支 援 58 人 (14.4 ％）、 動 機 付 け 支 援 163 人
(40.3％)、情報提供 183 人 (45.3％) であった。2019 年度は積極的支
援 83 人 (15.5％ )、動機付け支援 210 人 (39.2％ )、情報提供 243 人
(45.3％) であった。選定基準に血圧を含めていた場合、2018 年度の
特定保健指導該当者 221 人中 81 人 (36.7％)、2019 年度 293 人中 80
人 (27.3％) が初回面接から漏れていた。

【考察】健診当日の初回面接選定に明確な基準が示されていない。当
財団では特定保健指導対象となる者に当日指導が実施されることを
優先し、血圧を含めない基準を設けた。それにより、血圧を基準に
含めていれば見逃していた約 3 割の該当者に当日指導でき、指導実
施率の向上に寄与したと考えた。一方、当日指導の約半数は「肥満
リスクのみある情報提供層」で、この層への指導の意義は今後の検
討課題である。
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B-6-15
特定保健指導を希望しない対象者に実施した支援方法につ
いての検討 
～積極的支援の実施率向上の取り組みを通しての報告～
石和温泉病院　クアハウス石和

○齊
さいとう

藤 由
ゆ き こ

紀子 大高　舞子 堀内 里枝子 藤巻 佐和子 
早川　泰子 宮崎　朝子

【目的】当施設では、独自のアドバイスシートを活用し、セルフモ
ニタリングを促す支援方法（積極的支援方法 A タイプ）を行ってい
るが、特定保健指導を希望しない対象者が増えており、実施率低迷
が問題となっている。そこで、対象者の負担感の軽減と取り組みや
すさに重点を置いた積極的支援方法 B タイプを導入した。B タイプ
は、初回面接を選択式の目標設定とし、継続支援においては、病態
や食事、運動等の資料を段階的に送付することで初回面接の不足を
補いながら、意識の向上・行動変容を促す支援方法である。この支
援方法において、実施率及び対象者の体重・生活習慣の変化を明ら
かにし、今後の支援方法のあり方について示唆を得ることを目的と
した。【対象】2018 年 4 月～2019 年 3 月の積極的支援対象者のうち、
A タイプを希望せず、B タイプを実施かつ終了した男性 44 名。【方
法】特定保健指導開始時と終了時の体重について T 検定を行った。
また、対象者に保健指導期間中に取り組んだ内容や感想について調
査用紙を郵送し回答を得た。調査記録をデータとし、内容を分類、
カテゴリー化を行った。【結果】実施率は 2017 年度 23.7% から 2018
年度 39.3% と上昇した。特定保健指導開始時と終了時の体重差は平
均 1.5±2.8Kg の減量があり、開始時と終了時で体重の平均に有意差

（P ＜ 0.05）がみられた。調査結果より、【意識・行動の変化】【測定
の習慣】【保健師からのアクション】【意欲・行動の継続】【継続を
困難にする状況】の 5 つのカテゴリーが抽出された。【考察】B タ
イプを導入後、実施率は向上した。B タイプは、過去に特定保健指
導履歴のある者や A タイプに抵抗感のある者にとって、負担なく取
り組める方法であり、受け入れやすく、継続しやすかったのではな
いかと考える。また、対象者には、生活習慣の改善に向けた意識や
意欲及び行動の変化がみられ、体重減量に結びついたことから、支
援方法の一つとして有効であることが示唆された。

B-6-14
レディース健康診断における当財団基準における初回面談
の分割実施（第2報）
一般財団法人　愛知健康増進財団 1 
愛知医科大学　産業保健科学センター 2 
愛知医科大学　医学部　衛生学講座 3

○山
やまだ

田　采
あやか

加1 種子田 千歳1 立石　春香1 伊藤　　愛1 
秋山 香名子1 正村　伸江1 青木　優宜1 成定　明彦2 
鈴木　孝太3 竹山　英夫1

【目的】第 3 期特定健診・特定保健指導から健診当日の初回面接分
割実施が推進された。当財団では、健診当日の初回面接指導対象を

「肥満リスク（腹囲、ＢＭＩ）があり生活習慣病服薬のない者」と
し、当日結果が判る血圧は基準に含めていない。それにより、血圧
を基準に含めていれば見逃していた保健指導該当者に当日指導が行
われ、特にこれまで指導実施率が低かった女性の特定保健指導実施
率が上昇した ( 第 1 報 )。当財団の基準では「肥満リスクのみある情
報提供層」にも保健指導が行われたが、この指導が将来のメタボ
リックシンドロームの発症を予防している可能性もある。そこで第
2 報では、2018 年度に当財団で健診当日に初回面接を受けた女性受
診者のうち、肥満リスクのみある情報提供層への保健指導の効果を
分析することを目的とした。

【方法】対象は、2018 年度当財団の巡回レディース健康診断の当日
に初回面接を受診した肥満リスクのみある情報提供層のうち、2019
年度の健診結果が得られた 124 人 ( 平均 49.3±5.7 歳）。対象の 2019
年度の健診結果を用いて、保健指導階層の推移を検討した。

【結果】124 人の 2019 年度の階層化結果は、積極的支援 2 人（1.6％）、
動機付け支援 22 人（17.7％）、情報提供 100 人（80.7％）であった。
また、情報提供だった 100 人のうち肥満リスクが改善され、肥満リ
スクが解消された人は 21 人（21.0％）だった。

【考察】肥満リスクのみある情報提供層のうち、当日初回面談指導
で 2 割に肥満リスクの改善を認めた。一方で、同程度は特定保健指
導該当者に移行した。今後指導の効果を詳細に検討することに加え、
肥満リスクのみある情報提供層への効果的な指導について、更なる
分析を進めていきたい。

B-6-13
健診から特定保健指導予約までの日数と継続状況の関係性
についての検討
一般財団法人健康医学協会　保健指導室 1 
学校法人青淵学園　東都大学　幕張ヒューマンケア学部　看護学科 2 
NPO 法人生体機能探査推進機構 3

○清
きよかわ

川　拓
たくま

馬1,2,3 小池　有紗1 井上　洋子1 佐藤　寧子1 
谷井 のりこ1 石橋　哲夫1 鈴木　順一1 大坪　　修1

【目的】2008 年度から 2019 年度に当協会所属の施設で実施した健診
及び特定保健指導について、対象者が健診受診した日から特定保健
指導の予約を当協会に実施するまでに要した日数と特定保健指導プ
ログラムの継続状況の関係性について検討を行った。【研究対象】
2008 年度から 2019 度に当協会所属の施設で健診及び特定保健指導
を予約し、実施した者。【研究方法】健診及び特定保健指導時の情
報をもとに、当協会所属の施設で健診及び特定保健指導の予約を
行った日付について、Microsoft 社の表計算ソフト Excel を使用し
て検討を行った。【結果】920 件が正規に終了し、221 件が途中終了
していた。健診から特定保健指導予約まで、平均で、正規終了者は
90.74 日、途中終了者は 80.91 日を要していた。30 日の件数を見る
と、正規終了者では 91 日以上 120 日以下が最も多く、途中終了者
では 30 日以下が最も多かった。180 日以上の日数では、途中終了者
の割合が、正規終了者よりも多くなっていた。【考察】当協会では、
健診から結果の発送まで 1ヶ月程度の日数がかかっており、30 日以
下で予約実施を行った対象者は、本人の希望によらず当日実施を
行ったものの含まれる。そのため、途中終了者の中では割合が高
まったと考えられる。また、180 日を越えて実施した場合も、会社
等に勧められての予約が多いため、同様の結果になったと推測され
る。本人が納得して実施に当たることが継続に重要な要素であると
示唆される。

B-6-12
支援期間短縮による特定保健指導の成果への影響の検討
一般財団法人淳風会　淳風会健康管理センター

○藤
ふじた

田　雅
まさこ

子 大原　彩実 遠藤　恵子 佐田　伸夫 
井上　和彦 清水　信義

【目的】2018 年度より第 3 期特定保健指導が開始され最終評価時期
が 3ヶ月経過後となった。2017 年度 (6ヶ月支援 ) と 2018 年度 (4ヶ月
支援 ) に実施した特定保健指導受診者の成果を比較し、支援期間短
縮に伴う影響を検討する。【対象・方法】2017 年度、2018 年度に当
センターにて人間ドック受診当日に特定保健指導を受けた積極的支
援該当者の男性（2017 年度：395 名、2018 年度：424 名）の特定保
健指導の結果（体重、BMI、腹囲）を比較した。また、健診結果

（体重、BMI、腹囲、血圧、中性脂肪、HDL コレステロール、LDL
コレステロール、空腹時血糖）を次年度の結果と比較した。統計学
的解析には t 検定およびｘ 2 検定を用いた ( 有意水準はｐ＜ 0.05)。

【結果】特定保健指導の結果を比較すると、両年度とも有意に改善
しており、健診結果においても両年度とも LDL コレステロール以
外の項目で有意に改善していた。体重が減少した者 (1% 以上 ) の割
合を比較すると、2017 年度（65.6%）と 2018 年度（59.0%）で有意
な差はなかった。体重が減少した者のうち、次年度の健診時にその
体重を維持・減少した者は、2017 年度（48.7%）に比べて 2018 年度

（39.0%）が有意に低かった。中断率は 2017 年度（29.3％）に比べて
2018 年度（20.9％）が有意に低かった。【考察】支援期間の短縮は、
減量に関する成果に影響は見られず、中断率改善に効果があったと
考える。しかしながら、次年度の健診時まで、体重を維持・減少し
た人の割合が少なかったことから、介入期間の短縮により習慣定着
の期間が短くなること、次年度の健診までの期間が長くなることに
より減量への意欲継続に影響しているのではないかと予想する。特
定保健指導支援終了後における自己管理方法や対象者を取り巻く環
境へのアプローチや工夫が必要であると考える。
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B-6-19
ドック当日の特定保健指導未実施者の未実施理由と次年度
の結果について
一般財団法人　石川県予防医学協会

○木
きむら

村　亜
あ や

耶 落合　圭子 馬場 菜穂子 山崎　千晶 
谷内　愛美 杉谷　絵理 紙尾　朋美 岡本　弥生 
野田　潤子 田畑　正司

【目的】ドック当日の特定保健指導（以下、特保）対象となりなが
ら実施をしなかった者（以下、未実施者）の未実施の理由と次年度
の結果について検討したので報告する。【対象】平成 29 年度に当協
会でドックを受診し当日の特保対象となった 479 名（男性 415 名、
女性 64 名、平均年齢 51.1±7.9 歳）を対象とした。当日特保健実施
者は 132 名、未実施者は 347 名であった。【方法】未実施者には特
保を受けない理由を複数回答可能で聞き取った。また、次年度の健
診結果が追跡できた 402 名についてはドック時の結果と次年度の結
果を比較検討した。【結果】未実施者の特保を受けない理由は「自
分で改善する」が 201 名（57.9％）で最も多く、次いで「時間がな
い」155 名（44.7％）、「以前、特保に参加」90 名（25.9％）、「めん
どうくさい」57 名（16.4％）、「また面談に来るのが難しい」57 名

（16.4％）であった。　次年度の結果を比較すると、特保実施者は
BMI が 26.9±2.7 から 26.9±2.9 と変化なかったが、未受診者は 26.5
±2.9 から 26.7±3.0 と有意に増えていた。また、次年度 3％以上体
重が減少していたのは実施者 16 名（15.2％）に対し未実施者 28 名

（9.4％）であり、体重が増加していたのは実施者 51 名（48.6％）に
対し未実施者 172 名（57.9％）であった。理由別では「自分で改善
する」は変化がなかったが、「めんどうくさい」、「時間がない」、「以
前、特保に参加」では BMI が増えていた。【考察】ドック当日特保
対象者であるのに実施しなかった者は、実施者に比べ、BMI が増え
ており、「自分で改善する」という未実施者に比べ、その他の理由
の者は BMI が増えていた。今後の対策としてドック当日の説明時
に改善が必要だと意識づける工夫や特保 2 回目以上の者へのアプ
ローチ、次回面談方法の検討などが必要と思われる。

B-6-18
特定保健指導の受診率向上に向けた取り組みの検討
医療法人社団進興会　せんだい総合健診クリニック 1 
医療法人社団進興会 2

○千
ちさか

坂　なぎ1 菊地 恵観子1 齋藤　友里1 長岡 真優佳1 
安藤 亜莉沙1 齋藤　美佳1 福田　理恵1 石垣　洋子1 
森山　紀之2

【目的】当院では健診当日に特定保健指導（以下、指導）を実施し、
受診率向上に取り組んでいる。更なる受診率向上のため、2019 年 8
月から指導実施体制を見直した。本研究では、体制見直し前後の受
診率について分析し、新実施体制の有効性について検討することを
目的とした。【対象】2019 年 4 月～2020 年 3 月に指導対象となった
男女 3,942 人（平均年齢 52±8.3 歳）。【方法】対象を指導実施体制
見直し前後（見直し前：2019 年 4 月～7 月、見直し後：2019 年 8 月
～2020 年 3 月）で 2 群に分け、月平均指導実施件数と受診率におけ
る群間比較を行った。指導実施体制の見直し内容は（1）指導受診
の意思確認方法変更（健診フロアの受付係が指導受診の意思確認を
する方法から、保健師・管理栄養士が指導受診の意思確認をする方
法に変更）、（2）面談室 4ヶ所の利用方法変更（面談室の利用開始時
間を 9：00、10：00、10：30、11：00 とそれぞれ設定し開始時間か
ら 2 時間程度利用する方法から、利用開始時間を 9：00 に統一し開
始時間から 5 時間程度利用する方法に変更）の 2 点とした。【結果】
月平均指導実施件数は、見直し前 184.0 人／月、見直し後 246.1 人
／月であり、受診率は見直し前 59.3％（指導実施 736 人 / 指導対象
1,241 人）、見直し後 72.9％（指導実施 1969 人 / 指導対象 2,701 人）
であった。【考察・結語】面談室 4ヶ所の利用時間を延ばしたこと
で、受診者の健診終了時間に対応できるようになったことから、指
導開始までの待機時間の短縮に繋がり、受診率が向上したと考えら
れる。また、指導受診の意思確認を保健師・管理栄養士が行うこと
で、その場で制度説明や質問等にも対応することができ、意識向上
に繋がった可能性が考えられる。見直し後の実施体制では面談室の
空き時間が生じる可能性があり、今後は、健診当日に受診できな
かった対象者の後日の指導に利用するなど、更なる受診率向上を目
指していきたい。

B-6-17
特定保健指導の途中終了者の内訳と行動変容ステージにつ
いて
桜十字グループ　予防医療事業部

○辻
つじもと

本　直
なおみ

美 松村 ゆかり 波見 真理子 石橋　　薫 
宮原　龍矢 岬　　昇平 田村　拓也 西川　朋希

【背景】当院は 2011 年度から特定保健指導における健診当日初回面
接を導入し、2018 年度の実施率は 80.6％へ向上した。【目的】継続
支援途中終了理由と行動変容ステージの関係を明らかにし、指導の
質の向上に役立てる。【方法】2014 年 9 月から 2019 年 12 月の健診
当日に初回面接を行った受診者のうち、積極的支援の途中終了者を
対象とした。年齢、性別、行動変容ステージ、途中終了理由を集計
し、途中終了理由を連絡不通、明確な支援拒否、資格喪失、治療開
始、その他・無記載に分類した。行動変容ステージと途中終了理由
の関係を比較した。【結果】延べ 1,355 名（男性 1,133 名、女性 222
名）を対象とした。平均年齢は 49.7 歳（男性 49.63 歳、女性 50.15
歳）であった。行動変容ステージは、無関心期 341 件、関心期 571
件、準備期 228 件、実行期 106 件、維持期 109 件であった。途中終
了の理由は、連絡不通 727 件、治療開始 227 件、拒否 106 件、資格
喪失 75 件、その他・無記載 220 件であった。男女間で中止理由の
割合に有意差は認めなかった（Pearson のχ二乗検定、p=0.163）。
中止理由ごとの行動変容ステージ分布の比較では、連絡不通者の無
関心層は 22.7% と全体の 25.2％より低く、拒否者で無関心期は
49.1％と高かった（Pearson のχ二乗検定、p ＜ 0.001）。【考察】途
中終了者のうち治療開始者は 16.8％であり、特定保健指導で受療行
動を促進していたことが示唆された。明確な支援拒否を理由とする
集団では、無関心層の割合が高かった。途中終了理由の割合には有
意な性別差を認めなかったことから、性別によらず、無関心層に拒
否されないアプローチが課題と考えられた。重症化予防の観点から、
無関心層の中には、毎年特定保健指導に該当し、受診勧奨を含めた
綿密な指導が必要であるにも関わらず脱落となる対象者もいた。健
診結果の経年変化や行動変容ステージ、指導歴に応じた保健指導・
受診勧奨の工夫が、指導の質向上に繋がる可能性が示唆された。

B-6-16
特定保健指導実施率向上のために脱落率を抑える工夫と効
果
医療法人クレモナ会　ティーエムクリニック　院内業務部　保健指導室

○田
たはら

原　沙
さおり

織

【はじめに】当院では人間ドックや自治体・企業の特定健康診査・
特定保健指導の受託と、外来診療を行っている。実施率を上げ重症
化を予防していくことを課題としており、今年度から検査室を院内
に新設したことで健診結果が迅速に出せるため、実施率や生活改善
向上の効果が期待できる。【目的】特定保健指導では、実施率を上
げるために脱落率を下げることも重要である。そこで、当院で実施
している特定保健指導 ( 自治体・企業・その他 ) において、H29 年
度の保健指導脱落率について反省を行い、次年度では脱落率を減ら
す工夫を行った。2 カ年を比較し脱落の理由や原因を考察し、工夫
の効果を検討する。【方法】H29 年度と H30 年度の特定保管指導脱
落率を算出し、脱落した理由と原因を分析する。H30 年度は H29 年
度の反省を生かし脱落率の減少の工夫を行う。1. 電話番号を複数聞
き、連絡手段を確保する 2. 当院の電話番号と QR コードを配布し電
話を掛けやすくする 3. 対象者に合わせアプローチ方法を変え、スト
レスにならないよう心掛ける 4. 時間外でも対応できるよう新しく 4
回線増設を H30 年度で取り組んでいき、効果の検討を行う。【結果】
H29 年度での脱落率は自治体 3.7％、企業 0％、その他 0％であった。
一方、H30 年度での脱落率は自治体 2.2％、企業 0.01％、その他 0％
となった。脱落の理由として、H29 年度では多い順に「資格喪失」
と「本人の申し出」・「連絡がとれない」の順となった。一方 H30 年
度では「本人の申し出」・「身体上の都合」・「連絡がとれない」の順
となった。その中でも、企業では資格喪失が主な脱落理由であるた
め介入が困難であり、自治体ではスタッフの努力や対応の工夫に
よって脱落を防ぐことが可能である。今回の取り組みにより脱落率
の大きな差は見られなかったが、電話支援時の荷電数は減り連絡が
取りやすくなった。今後も事後アンケートなどでフィードバックを
行い脱落率の減少に努めていく必要がある。
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B-6-23
第３期特定保健指導における３ヶ月後評価の効果を探る
社会福祉法人　聖隷福祉事業団　保健事業部　聖隷予防検診センター 1 
社会福祉法人　聖隷福祉事業団　保健事業部　聖隷健康診断センター 2 
社会福祉法人　聖隷福祉事業団　保健事業部 3

○横
よこた

田　千
ちさと

聖1 三宅　綾子1 川島　智美1 土屋 易寿美2 
平良 まさみ2 中西　湖雪2 鳥羽山 睦子3 武藤　繁貴2 
福田　崇典3

【目的】特定保健指導 3ヶ月支援の効果を検討する。【対象】2018 年
度に人間ドック当日特定保健指導（以下特保）を実施した男性 1085
名（過去３年間重複者除外）。【方法】最初に保健指導レベルを 2 群

（積極的、動機付け）に分けた。さらに特保を医療保険者との契約
により決められた支援期間で 3ヶ月間実施した者を 3ヶ月群、6ヶ月
間実施した者を 6ヶ月群に分類し、特保の継続率を調査。さらに翌
年の特定健康診査（以下特健）を受診した 650 名について体重、腹
囲、BMI は初回支援、最終支援、翌年の特健時での比較を行った。
収縮期血圧、拡張期血圧、FBS、HbA1c、TG、HDL、LDL、食生
活（朝食欠食、就寝前の夕食、野菜、食べる速度、間食・甘味飲
料）、運動、喫煙、飲酒、健康意識、保健指導レベルの改善（積極
的から動機付けと情報提供への変化、動機付けから情報提供への変
化）については初回支援と翌年特健時を比較した。【結果】継続率
は積極的の 3ヶ月群 70.2％、6ヶ月群 68.7％だった。さらに積極的の
3ヶ月群と６ヶ月群の体重、腹囲、BMI は、初回支援と最終評価、
初回支援と翌年特健において、有意に減少した。3ヶ月群と 6ヶ月群
の体重の平均減少量は共分散分析を行い有意差は無かった。また、
3ヶ月群は HDL、TG、６ヶ月群は拡張期血圧、HDL、LDL、TG、
FBS で有意に改善した。生活習慣では 3ヶ月群と 6ヶ月群共に食生
活の項目（朝食欠食、間食・甘味飲料）に有意に改善がみられた。
3ヶ月群の改善は運動の項目、6ヶ月群の改善は喫煙、飲酒の項目
だった。保健指導レベルの改善は 3ヶ月群 48％、6ヶ月群 50％だっ
た。動機付け支援レベルについても継続率、計測値、検査結果値、
生活習慣、保健指導レベルで改善がみられた。【結語】特保 3ヶ月支
援は、継続率、検査結果値、生活習慣、保健指導レベルで改善がみ
られ、6ヶ月後支援と同様に改善効果があることが示唆された。

B-6-22
保健指導による腹囲と血圧の改善効果及び年齢との関連に
ついての検討
医療法人社団霞山会　MY メディカルクリニック　看護部　保健課

○虻
あぶかわ

川　綾
あやか

香 永藤　沙織 伊藤　公博 笹倉　　渉

【はじめに】当院では特定保健指導の早期介入及び実施率の向上を
目指し、特定健診受診日に該当者への保健指導を行っている。本年
度より若年層の保健指導も開始した為、より早期介入の重要性を検
討すべく、昨年度の特定保健指導で、腹囲と血圧の改善が年齢と関
連があるかを検討した。

【対象及び方法】2019 年 4 月から 2020 年 3 月まで当院で特定保健指
導を評価まで実施した対象者を年齢別で抽出し、腹囲と血圧の改善
に有意差があるかを評価した。

【結果】特定保健指導対象者は 445 名で、そのうち評価まで至った
人数は 122 名であった。腹囲は 40 歳代 65.5%、50 歳代 68.4%、60 歳
代 83.3%、70 歳代 25% で改善を認め、改善値の平均は 40 歳代で
-4.76cm、50 歳代で -5.16cm、60 歳代で -4.46cm、70 歳代で -1.0cm で
あった。40 歳から 70 歳未満では年齢群で有意差はなかった。血圧
( 収縮期 / 拡張期 ) は 40 歳代 57.8%/61.4%、50 歳代 76.9%/61.5%、60
歳代 0%/75.0%、70 歳代 75.0%/25.0% で改善を認め、改善値の平均
( 収縮期 / 拡張期 ) は 40 歳代で -13.7mmHg/-8.65mmHg、50 歳代で
-14.4mmHg/-9.12mmHg、60 歳代で 0mmHg/-18mmHg、70 歳代で
-17.6mmHg/-22mmHg であった。60 歳代では収縮期血圧の改善を認
めなかったが、それ以外の年齢群では血圧改善に有意差はなかった。

【結語】腹囲は 70 歳代で改善が乏しく、血圧は 60 歳代の収縮期で
改善が乏しかった。しかし、それ以外の年齢群では腹囲と血圧の改
善に年齢との明らかな相関性はみられず、どの年齢で介入しても改
善が期待できることが示唆された。当院は若年層の受診者が多い事
が特徴であり、対象期間中の若年 (40 歳未満 ) 健診者の腹囲または
血圧が保健指導の診断基準に該当していた割合は 24.3%(11433 名
/46947 名 ) であった。特定保健指導に加え、若年層の保健指導介入
も行うことで、将来の生活習慣病保有率をさらに下げることを期待
し、若年層の保健指導効果を本結果とも比較し、早期介入の重要性
をさらに検討していきたい。

B-6-21
取り下げ

B-6-20
当院における腹囲・BMIの変化から見る特定保健指導の効
果の実際
公立学校共済組合　近畿中央病院　人間ドック棟・健康管理センター

○中
なかた

田　佐
さ え

江 江場　巌子 小神　恵子 花岡　まり 
松尾　直美 松井　奈々 木村 亜里澄 西川　由利 
大嶋　有一 斎藤　　博

【目的】当院では 2008 年から特定保健指導を実施している。しかし
実施の効果についは未評価であり、今回、特定保健指導前後の腹囲・
BMI の変化率を比較することにより特定保健指導の評価を試みた。

【対象】2018 年度、2019 年度に特定保健指導を受け、最終評価まで
完了した者 150 名。平均年齢 55.4±6.4。積極的支援 60 名、動機付
け支援 90 名。男性 94 名、女性 56 名。【方法】初回指導時と最終評
価時の腹囲、BMI、体重の変化を、ｔ検定を用いて比較。【結果】全
体では初回指導時の腹囲平均 91.6±7.0 →最終評価時 91.0±7.0、
BMI26.6±2.4 → 26.2±2.5、体重 73.0±8.6 → 72.1±9.0 であり、腹囲、
BMI、体重で有意に減少が認められた (P ＜ 0.05)。積極的支援者で
は、腹囲 92.5±6.2 → 91.2±6.4、BMI26.5±2.4 → 26.0±2.5、体重 74.6
±8.2 → 73.3±8.7 であり、全て有意差あり (P ＜ 0.05)。動機付け支
援者では、腹囲 91.1±7.4 → 90.8±7.3、BMI26.6±2.4 → 26.3±2.4、
体重 71.9±8.8 → 71.3±9.1 であり、全て有意差あり (P ＜ 0.05)。積極
的、動機付け支援を比較すると、体重、腹囲の減少値において有意
差が見られた (P ＜ 0.05)。全体で腹囲のみ減少した者は 12％、体重
のみ減少した者は 26％、腹囲、体重のみ減少した者は 42％、変化
なし、または増加した者は 20％だった。【考察】積極的支援者、動
機付け支援者ともに腹囲・BMI・体重の改善は有意にみられ、当院
での特定保健指導は有効であったと考える。また、積極的、動機付
け支援者別の効果の比較では有意差がみられ、対象者との関わりが
多いほど、本人の健康意識が高まり、改善につながったのではない
かと推察する。本研究により、指導者は指導の効果を客観的に見て
評価する事ができ、指導力を高めることにつながると考える。
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B-6-27
病院管理栄養士が行う特定保健指導に対する効果と実証
― 受診者の行動変容及び継続を重視した支援について －
医療法人　社団　紘智会　籠原病院 1 
十文字学園女子大学　人間生活学部 2

○佐
さとう

藤　恒
つねみ

巳1 設楽　真梨1 坪谷　恵子1 岩本　珠美2 
大澤　彩貴2 内田　美歩2

【目的】籠原病院（以下当院）では、特定健診・特定保健指導を 2008
年より導入し、特定保健指導は管理栄養士が実施している。特定保
健指導業務を行うにあたり、継続率が高くより効果のある保健指導
を目指すための実証研究を共同で行った結果を報告する。【方法】平
成 30 年度に実施した当院独自の特定保健指導プログラムを受診し
た受診者の中から、とくにリスクの高い積極的支援に分類された 40
～60 歳台 32 名を調査対象とした。対象者の体重及び腹囲の指導前
後の変化から、1 群：体重及び腹囲両方とも数値が改善、2 群：体
重または腹囲のいずれか一方の数値が改善、3 群：体重及び腹囲両
方とも数値が悪化の 3 つに分けて、生化学検査値の変化を検討した。
各群の指導前後の変化については t 検定により解析した。また、行
動目標に内容に着目して検討した。【結果】1 群は HDL-C の有意な
上昇がみられ、2 群では TG の低下、HDL-C の上昇もみられ、3 群
においては LDL-C の有意な上昇がみられた。各個人間における減
少目標に対しての達成率について検証してみたところ、1 群：82％、
2 群：72.4％、3 群：-47％と有意な差がみられた。行動目標の内容
では初回面談の際「主食の量・腹八分目」、「間食・清涼飲料水」「塩
分」に関することを挙げていることが多く、逆に 3ヶ月後の面談で
は減っていた。「食事の内容」「野菜・カリウム」に関することを初
回面談で挙げている人は少なく、逆に 3ヶ月後面談では増えていた。

【考察】体重・腹囲が減少することにより、血圧・血糖・血清脂質
に及ぼす影響はあるものの個人差が大きいことが示唆された。今回
の結果を踏まえ、一人ひとりに寄り添い、その方に合った支援を行
うことで受診者の行動変容へと繋がると思われた。今後においても
生活習慣改善に繋がる支援を心掛けたい。

B-6-26
健診当日に特定保健指導実施率向上に向けた取り組み 
～他部署と協働して～
社会医療法人生長会　府中クリニック

○清
しみず

水　厚
あつこ

子 市村 真美子 中辻　真弓 花房　裕子

厚生労働省の特定保健指導第三期計画により、特定保健指導実施率
向上が求められている。健診当日に初回面接を行うことは、健康意
識が高まっている時に働きかけることができ、特定保健指導実施率
向上が期待できる。しかし、対象者であることを告げると断られ、
保健指導スタッフが声かけ出来ずに帰宅することが多い。当日特定
保健指導を本格的に開始して 2 年目となる当クリニックにおいて、
誘導方法を見直し、他部署と協働して取り組んだ結果と今後の課題
について報告する。【対象】　2019 年 4 月～12 月に当クリニックで
健診を受診した特定保健指導該当者。【方法】　2019 年 4 月～12 月
の受診者から、質問票の特定保健指導利用の意志の有無、当日特定
保健指導初回面接人数・拒否人数・男女比、年齢層、拒否理由、を
調査した。【結果】4 月～12 月の受診者 2362 名（男 48％女 52％）当
日対象者数 342 名（男 77％女 23％）初回面接動機付け支援 66 名、
積極的支援 39 名、健康相談 101 名拒否人数 80 名、声かけ出来ず帰
宅 19 名、その他理由で帰宅 6 名、（男 80％女 20％）拒否理由：「時
間が無い」「自分で取り組む」「以前に受けた」【考察】特定保健指
導の内容や方法について知らない受診者も多く、指導に対してのイ
メージが掴めていないと考え、保健指導後の成功例のポスター掲示、
結果説明で医師からの受講説明、会計時の声かけなど対策を実施し
たが、対策後の拒否数は、ほとんど変化しなかった。健康に関心が
高まった健診当日に特定保健指導を実施することは、行動変容に対
する取り組みの意識も高く、メタボリックシンドロームの改善に有
効である。しかし、対象者や「時間が無い」「自分で取り組む」な
ど拒否される方は、男性が多かった。特定保健指導は拒否されるが、
短時間の健康相談は担当者から声かけることで受ける受講者は増え
ていった。拒否する男性が受講できる後日予約システムを健保組合
と検討する必要がある。

B-6-25
健診当日に特定保健指導の初回面談を行うことは意義のあ
る取り組みである
横浜市立みなと赤十字病院

○守
もりおか

岡　　謙
けん

 伊藤 美奈子 與那覇 佳子 菅野　みほ 
松本　明美 津々楽 泰江 角谷　沙織

【目的】横浜市によると、初回面談を健診後日に行っていた平成 25
～27 年度の実施率は 4.7～5.9％ととても低い状況であった。そこで
実施率の向上を目的に、平成 27 年 10 月からモデル事業として一部
の健診実施機関で健診当日に初回面談の実施を試み、平成 28 年 4
月から正式に開始した。平成 30 年度の実施率は 7.7％まで上昇した
が、全国の 28.9％と比較しても非常に低い水準である。当センター
では、平成 27 年 10 月以前は初回面談を健診後日に行っていたが、
以降は健診当日にも行っている。平成 27 年 10 月前後で実施者数や
測定値、生活習慣の変化を分析することで、健診当日に保健指導を
する意義を明らかにする。【方法】対象は平成 20 年 4 月～令和 2 年
3 月に特定保健指導を受け、最終評価まで終了した者とし、対象期
間の年度ごとの受診者数を算出する。また、特定保健指導の初回面
談を健診当日に実施した群 ( 当日群 :77 名、男性 43 名、女性 34 名、
平均年齢 58.6 歳 ) と後日に実施した群 ( 後日群 :229 名、男性 156 名、
女性 73 名、平均年齢 60.6 歳 ) の 2 群に分け、体重と BMI、腹囲、
収縮期血圧、拡張期血圧、食事・運動・喫煙習慣について保健指導
の実施前と実施後の変化を比較した。【成績】年間実施者数は平成
20～26 年度は 17～32 名（平均 24.4 名）、平成 27～31 年度は 28～52
名（平均 37.0 名）と後期が多かった。当日群と後日群で年齢、性別
は有意差はみられなかった。食事・運動・喫煙習慣に関しては有意
差を認めなかったが、後日群に比べ当日群の方が改善している者の
割合が高かった。【結論】平成 27 年度以降、平均年間実施者数が増
加していること、特定保健指導の初回面談を健診当日に実施した群
の生活習慣が後日群よりも改善していたことから、健診当日に保健
指導を行うことは意義のある取り組みであると考える。

B-6-24
特定保健指導未利用者ゼロを目指して 
～特定保健指導利用促進の取り組み～
公立学校共済組合　東北中央病院 1 
国立大学法人　山形大学医学部　看護学科　臨床看護学講座 2

○押
おしの

野　千
ちあき

秋1 木村 明希子1 齋藤　玲子1 高橋　　幸1 
松浪　容子2

【目的】特定保健指導未利用の理由や未利用者の健康観を明らかに
するとともに、効果的な情報提供の方法を検討することで特定保健
指導利用率の向上に繋げることを目的とする。【対象】令和 1 年 9
月 3 日から 10 月 31 日までの間に A 病院宿泊人間ドックを利用した
885 名。【方法】A 病院宿泊人間ドック利用者全員に質問紙を配布し
た。特定保健指導に該当したが利用しなかった者に追加で質問紙を
配布。項目毎に単純集計を行い、年齢の項目はｔ検定、その他の項
目は Pearson のχ2 検定による分析を行った。【結果・考察】特定保
健指導未利用者の主観的な健康観は利用者の実際の検査値と乖離が
あった。この結果から健康状態を客観的に捉えられるよう関わる必
要性が示唆された。未利用の理由として多かったものは「以前利用
したことがある」「時間がない」であった。そのため繰り返し特定
保健指導を利用することで自分の健康状態が改善に繋がることを説
明する必要がある。また、A 病院宿泊人間ドック利用者は教職員が
多く、自分のライフスタイルに指導内容を取り入れる余裕がない可
能性が考えられた。さらに「特定保健指導という言葉を知っている
か」の項目と「特定保健指導を利用したいか」の項目で統計学的有
意差が認められた。特定保健指導に対する印象が良くない事が未利
用の要因となっていると考えられ、気軽に特定保健指導を利用でき
るよう声掛けの工夫が必要である。　A 病院人間ドック棟で掲示し
ている資料「特定保健指導について」に興味・関心を示した利用者
は少なかった。そのため、特定保健指導の実施方法について詳しく
情報提供していくと共に、より効果的な掲示内容や場所、方法を検
討し特定保健指導利用率の向上につなげる必要がある。
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B-6-31
特定保健指導の当日実施により得られた効果について
NTT 東日本伊豆病院　予防医学科

○米
よねやま

山　史
し ほ

歩 高橋　菜央 坂元　友紀 小宮山 由紀子 
石川 裕理子

【はじめに】2018 年度より特定保健指導の実施率向上を目指し、第
3 期特定保健指導が開始された。A 病院では、特定健診終了後に特
定保健指導の利用券が発行され指導を実施（以下、後日実施）して
いたが、実施率は減少していた。そこで指導の実施率向上を目的に、
2019 年度、当日特定保健指導を実施（以下、当日実施）できる体制
づくりをした。その実践の経過と効果を報告する。

【目的】当日実施体制によって得られる効果を知る
【方法】
1）保健師 3 名による体制構築
2）階層化実施
3）当日特定保健指導の実施と評価

【結果】B 町保健師と連携し、利用券発行前に当日実施できる仕組
みを構築した。健診当日にフローチャートを用いて階層化を実施し
た。特定健診受診者は 407 名、指導対象者は 66 名だった。66 名に
対し結果返却時、今から指導が受けられることを説明した。今でき
るなら受けていくという声が聞かれ 7 名が当日実施し、実施率は
10.6％だった。健診当日は問診、採血で関わる機会があり、関係を
築きやすかった。質問票の運動、食事、飲酒の項目から、指導対象
者の健康意識は低いと判断したが、健診の結果説明直後のため行動
変容ステージは関心期にあり、目標設定がしやすかった。3 か月後
の指導終了後には、運動・食習慣・飲酒の行動変容ステージが上が
る効果があり、体重が減った人も見られた。

【考察】B 町保健師と連携し体制を整備したことで、対象者の抽出
はスムーズに行えた。後日実施では利用券発行に時間を要し、健康
への意識が薄れがちだが、当日実施の場合は健康への意識が高まっ
ているため具体的な目標設定ができ、生活習慣の改善に向けた行動
がとりやすかったと考えられる。当日実施は対象者の利便性がよく
受診率向上につなげやすい。また、当日顔を合わせているので関係
を築きやすかった。

【結論】当日実施は、1）後日実施に比べ、生活習慣の改善が期待で
きる 2）実施率の向上につながる　3）信頼関係を築きやすい

B-6-30
体重と腹囲の変化からみた当協会の特定保健指導プログラ
ムの評価
一般財団法人健康医学協会　保健指導室 1 
学校法人青淵学園　東都大学　幕張ヒューマン学部　看護学科 2 
NPO 法人生体機能探査推進機構 3

○清
きよかわ

川　拓
たくま

馬1,2,3 小池　有紗1 井上　洋子1 佐藤　寧子1 
谷井 のりこ1 石橋　哲夫1 鈴木　順一1 大坪　　修1

【目的】当協会に所属する東都クリニック及び霞が関ビル診療所に
おいて、2008 年度から 2018 年度に実施した特定保健指導の体重と
腹囲の変化から、当協会で実施している特定保健指導のプログラム
についてその妥当性を評価、検討した。【研究方法】2008 年度から
2018 度に当協会所属の施設で特定保健指導を実施したものを対象と
し、特定保健指導時の情報をもとに、Microsoft 社の表計算ソフト
Excel を使用して行った。【倫理的配慮】本研究は、当施設で倫理的
に問題がないか審査され承認を得て行われた。また、データ等の保
管は当施設内の 付の棚で行っている。データの使用については、
健診時及び特定保健指導初回実施時に配布する書面に明記し、その
旨を口頭で周知している。【結果】対象の年度の初回から最終評価
までの変化の平均は、体重が 1.53kg、腹囲が 1.82cm の減少であっ
た。最も減少した年と数値は、体重が 2015 年度の 2.28kg、腹囲が
2015 年度の 2.49cm であった。全期間を通して、平均が増加に転じ
ることは、体重腹囲ともになかった。【考察】体重及び腹囲の変化
は、全期間を通して、大きく異なることはなかった。実施している
保健師や管理栄養士は、一定ではなく複数にいたことからも、当協
会で実施している特定保健指導プログラムは、実施者によらず一定
の成果を得ることができると評価できる。しかしながら、体重で
1kg 以上、腹囲で 2cm 以上、減少した量に差があるため、同水準の
支援ができるように見直しを行うことが、今後の課題だと考えられ
る。

B-6-29
第三期特定保健指導における積極的介入効果
小牧市民病院　健診センター

○小
おぐら

椋　朱
あかね

根 宮田　章弘 小塚　明弘 大平　圭祐 
坪井　麻紀 望月　盈宏 末永　裕之

【目的】第三期特定保健指導により、腹囲・BMI と血圧の結果で初
回支援実施が可能となり、その効果について検討した。【方法】検
討 1.H30 年度に多職種で連携し、腹囲・BMI と血圧の結果で初回支
援を行い、最終体重確認ができた 91 名 ( 以下、積極的案内群 : 男性
74 名 女 性 17 名、 年 齢 49.0 歳 (40 － 74)、BMI26.7kg/m2(21.7 －
38.3)) の BMI の変化を評価した。また、最終体重確認ができなかっ
た者を脱落者とし、脱落率についても検討した。対照群として、H29
年度に従来の検査結果確定後に初回支援を実施し、最終体重確認が
できた 167 名 ( 以下、通常実施群 : 男性 129 名 女性 38 名、年齢 53.0
歳 (40 － 74)、BMI26.1kg/m2(22.1 － 39.8)) と比較検討した。検討
2.H30 年度の初回支援実施率 ( 実施数 / 指導対象者数 )、脱落率 ( 脱
落者数 / 初回支援実施数 ) を H29 年度と比較した。【結果】検討 1. 積
極的案内群の BMI は実施前 26.7kg/m2(21.7 － 38.2)、実施後 25.9kg/
m2(21.7 － 37.3) と有意に改善した (p ＜ 0.05)。通常実施群は実施前
26.1kg/m2(22.1 － 39.8)、実施後 25.7kg/m2(21.2 － 38.6) と有意な改善
を認めた (p ＜ 0.05)。指導前後の BMI の差は積極的案内群 -0.3kg/
m2(-4.8 － 1.5)、通常実施群 -0.5kg/m2(-3.4 － 8.1) となり、有意差は認
められなかった (p ＝ 0.38)。脱落率は、積極的案内群 34.1%(47 名 )、
通常実施群 20.0%(42 名 ) と積極的案内群が有意に多い結果であった
(p ＜ 0.05)。検討 2. 特定保健指導対象者に対しての初回支援実施率
は H30 年度 47.7%( 実施 347 名 / 対象 727 名 )、H29 年度 28.1%( 実
施 193 名 / 対象 686 名 ) と有意な増加となった (p ＜ 0.05)。また脱落
率は H30 年 25.6%(89 名 )、H29 年度 17.0%(33 名 ) と有意な増加で
あった (p ＜ 0.05)。【結論】腹囲・BMI と血圧の結果で初回支援実施
が可能となり、初回支援実施者数の増加につながった。通常実施群
と比較して BMI 改善に有意差が無かったことから、積極的案内群
でも効果があることが示唆された。しかし脱落率が高いことが今後
の検討課題となった。

B-6-28
健診当日保健指導の漏れ者ゼロを目指して
社会医療法人財団　池友会　新小文字病院　健診室

○岡
おかべ

部　恵
けいこ

子 岡田　香織 久留　哲夫 辻　麻衣子

【目的】
当院では健康意識の高い当日の検査結果をもとに保健指導を実施し
ているが、保健指導対象者の抽出漏れをなくすことで、より多くの
保健指導対象者に適切な保健指導を行うことを目的に取り組みを検
討したのでここに報告する。

【対象】
平成 28 年 4 月～平成 31 年 12 月時点 ( 令和元年 ) 保健指導契約企
業の保健指導対象者 2230 名

【方法】
検査当日に専用用紙を活用し階層化を行う
　＜取り組み 1 年目＞当日に事務員が階層化を行う。1ヵ月後、月
ごとにまとめて階層化漏れがないか確認し、漏れていた方に対して
保健師が連絡し、後日指導の案内をする。
　＜取り組み 2 年目＞事務員全員への階層化の勉強会を行い、保健
師、事務員による 2 名でダブルチェックを行う。さらに帰宅時保健
指導が行われたかの確認とパンフレットを配布する。

【結果と展望】
取り組み前が年間、保健指導全該当者 592 件中 36 件の対象者漏れ
があり、取り組み 1 年目で全該当者 632 名中、階層化の漏れは 24
件。内の 13 名は後日指導へと案内出来た為、実施率 80.7％となっ
た。2 年目では更にチェックを厳しくし階層化を行った結果、全該
当者 603 名中、階層化の漏れは 0 件となった。3 年目の ( 対象期間
まで ) 漏れも 0 件で、現在も 0 件を継続中である。今回の取り組み
で、毎年改善が見られず継続支援を受け続けている対象者が多い事
も判明した。このような対象者が年々増加していくと考えられる。
今後はそれに対応できる技術を養う必要がある。

【結語】
今回の取り組みでは、当日に階層化のダブルチェックと保健指導を
行った事で「漏れ者ゼロ」という目標が達成できた。また、受診者
の保健指導への意識を高めるには健康への関心が高い当日に声掛け
を行うことが有効であるように感じられた。
上記の事を踏まえ、今回の活動は継続しつつ、新たな課題へも健診
室全員で取り組んでいきたいと考える。
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B-6-35
取り下げ

B-6-34
企業選出型特定保健指導における支援方法の経験
社会医療法人財団新和会　八千代病院　八千代総合健診センター

○今
いまい

井 美
み な み

那海 横山　佳世 高橋 芽生子 坂本　美絵 
松永　昌樹 小鳥　達也

【はじめに】当院では、2013 年から某企業の依頼で 6 年間特定保健
指導を行ってきた。対象群は希望者ではなく、健診結果をもとに優
先的に選出されている。年ごとに、メール、アプリ、手紙など、ど
の支援方法が継続的に行いやすいか試行錯誤しながら実施してきた。
その経験から得られた事を報告する。

【方法】1 メール方式
個人の携帯または会社のアドレスを使用し、毎月指定日までに体重
記録表を写真に撮り、メールに添付して送ってもらう。それに対し
てコメントを返信する。メールが来ない人には指導者が催促メール
を送る。
2 アプリ方式
パナソニック社の保健指導システムを使用し、アプリ上に日々の記
録と事前に設定した内容を毎月指定日までに入力してもらう。同
ページ内にコメントを返す。未入力者には指導者がアプリ上で一括
して催促通知を出す。
3 手紙方式
指導コメント欄を設けた体重記録表を用意し、毎月指定日までに企
業担当者に提出してもらう。指導者がコメントを手書きし、企業担
当者を通して対象者へ返却する。全員分完了するまで繰り返す。

【結果】1～3 の方式で実施してきて、メールやアプリなど近代的な
支援方法の方が対象者、指導者ともに手間が少なく良いのではと考
えていたが、電子機器の技術的な問題などが生じ、スムーズにやり
取りできるかは個人差が大きかった。また、未提出者への催促は企
業側の協力が必須であった。原始的ではあるが、紙媒体の方が企業
側で未提出者の把握があらかじめできるため、提出から返却までに
日数はかかるものの、指導者は少ない負担で実績評価まで継続でき
ることが分かった。

【考察】企業の特定保健指導の場合、自発的に生活習慣の改善に取
り組むとは限らず、対象群の中には、消極的だったり定期的なやり
取りに否定的な人も含まれる。その中で継続的に実施するためには、
企業側の介入が必要不可欠であり、協力を得やすい支援方法が良い
と考えられる。

B-6-33
当センターにおける３ヶ月の特定保健指導の効果と１年後
の健診データの検討
医療法人社団　高邦会　高木病院　予防医学センター

○江
えがしら

頭 奈
な つ み

都美 富樫　理子 梅村　　創 石動　紘子 
宮川　純子 南　美和子 大山　　隆 酒見　隆信 
藤本　一眞

【目的】２０１８年度から当センターでは健診当日に特定保健指導
を実施している。現在３ヶ月経過後に最終評価をしており、次回の
健診まで受診者自身で取り組む期間が長くなった。そこで、特定保
健指導の効果と１年後の健診データを検討した。

【対象・方法】２０１８年４月～２０１９年３月までの特定保健指
導受診者２７８名のうち、最終評価と１年後受診した結果がある
１７１名を対象とした。積極的支援群１０４名と動機付け支援群
６７名を初回面談～最終評価（以下３ヶ月後）と初回面談～１年後

（以下１年後）に分け、ｔ検定を用い体重変化率ごとに体重・腹囲・
血圧・血糖・ＨＤＬ ‐ ｃ・ＴＧ・ｎｏｎＨＤＬ ‐ ｃ・ＬＤＬ ‐
ｃ・ＡＳＴ・ＡＬＴ・γ ‐ ＧＴを検討した。

【結果】積極的支援群：体重は３ヵ月後５８名（５６％）、１年後
５３名（５１％）が減少。最終評価以降増加した者は５６名（５４％）。
体重変化率は、１年後３％以上増加の割合が３ヵ月後と比べ５倍に
増加した。３％以上減少は、３ヵ月後体重・腹囲・収縮期血圧・血
糖・ＴＧ・ＨＤＬ ‐ ｃ・ｎｏｎＨＤＬ ‐ ｃ・ＡＳＴ・ＡＬＴ・γ
‐ ＧＴが有意に改善し、１年後も一定の改善を認めた。１％以上
増加は３ヵ月後ＨＤＬ ‐ ｃが有意に改善したが、１年後は改善を
認めなかった。
動機付け支援群：体重は３ヵ月後３４名（５１％）、１年後３１名

（４６％）が減少。最終評価以降増加した者は２８名（４２％)。体
重変化率は、１年後３％以上増加の割合が３ヵ月後と比べ４倍に増
加した。３％以上減少は、３ヵ月後体重・腹囲・ｎｏｎＨＤＬ ‐
ｃが有意に改善し、１年後は体重と血糖が有意に改善した。１％以
上増加は３ヵ月後血糖・ＨＤＬ ‐ ｃが有意に改善したが、１年後
は改善を認めなかった。

【考察】特定保健指導は３ヶ月でも成果はあるが、最終評価以降体
重増加した者が多く、健康意識が希薄したと思われる。受診者の意
識向上や面談時の有効なアドバイスが必要と考える。

B-6-32
健診受診者への健診当日の保健指導の取り組みと今後の課
題について
掛川市・袋井市病院企業団立　中東遠総合医療センター　
人間ドック・健診センター 1 
掛川市・袋井市病院企業団立　中東遠総合医療センター　臨床検査室 2

○舘
たていし

石　知
ともみ

美1 熊野　美帆1 柿　千恵子1 石田　佳子1 
鈴木　秀明1 村松　敬子1 小玉　香里1 諸富 智づる1 
齋藤　晶子1 武藤　　淳2

【目的】当センターは人間ドック受診者に対して、健康講話や医師
面談後の保健指導等の健康教育を行っている。2016 年度からは主に
人間ドック受診者に対して特定保健指導（以下特保）を開始し、実
施者数は年々増加している。第 3 期の改定により初回面接の分割実
施が可能となり、2019 年度から健診受診者への当日特保を開始し
た。その取り組みの状況と今後の課題について報告する。【方法】当
日指導可能なスタッフを 1 名から 2 名へ増員し、指導用に２つ部屋
を用意した。次に、検査の順番を採血、身長・体重測定、血圧測定、
腹囲測定、問診に変更し、問診時に看護師が血圧の該当者の抽出と
参加勧奨を行い、健診終了後に受付で参加確認をするというシステ
ムを作った。また、健診終了までに結果が出るように優先して健診
受診者の血液検査を実施した。【結果】特保該当者の 97.0% が健診
終了までに血液検査の結果が得られた。特保該当率 15.0%、当日実
施率 61.4%、勧奨未実施率 7.7% であった。不参加の理由は「時間が
ない」40.3%、「自分で頑張る」19.5% であり、勧奨未実施の理由は

「採血結果が間に合わない」、「スタッフ不足」であった。「時間がな
い」等の理由で不参加だった人及び勧奨未実施の人に対して後日勧
奨通知を送付し、5.5% の人から特保の申込みがあった。【結論】問
診者が抽出と参加勧奨を行うことで、特保への動機づけができて参
加がスムーズだった。健診終了までに血液検査の結果が得られたこ
とで、当日初回面接（分割なし）及び血圧以外の特保該当者への特
保が可能となった。「時間がない」という理由で不参加となる人が
多く、人間ドック受診者に比べて当日実施率は低かった。今後は指
導スタッフが動機づけをしながら参加確認をしたり、検査の待ち時
間に特保を実施したりすることで、さらに実施率を高めていきたい。
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B-8-03
脂質異常や非健康的なライフスタイルが脂肪肝や腹囲、
BMI異常に及ぼす影響に関する長期縦断的検討
一般社団法人　新潟縣健康管理協会 1 
一般財団法人　健康医学予防協会 2

○府
ふちゅう

中　七
ななえ

恵1 清水 不二雄1 松浦　恵子1 後藤　朋子2 
小山　麻美1 稲葉　有紗1 山本　　晃1 村山　　実1

【目的】昨年発表したライフスタイル（LS）が頚動脈プラークに及
ぼす影響に引き続き、本年は受診者の関心が高い脂質異常の指標と
して脂肪肝（F）、腹囲（A）、BMI（B）を取り上げ各々の正常から
異常状態への移行に及ぼす LS 並びに脂質関連検査値の影響度合い
について長期間に及ぶ縦断的検討を試みた。【方法】2009、2014、
2018 年当協会人間ドック同一受診者において主として脂質関連検査
値と LS（喫煙、飲酒、野菜摂取量、食事摂取量、飲食後就寝迄経
過時間）を検討項目としてデータ欠損のない 4363 例を対象とした。
2009 年時に各々F なし、A・B 正常の状態から 2014、2018 年に各々
の異常状態に移行することに及ぼす 2009 年時の上記項目の影響度
を性別、年代別＜ 2009 年時 45 歳未満から 55 歳を挟んで 65 歳以上
まで 4 群分別＞も含めて検討した。各指標の影響程度をロジス
ティック回帰分析により解析し結果はオッズ比（OR；95％信頼区
間値は省略）で示した。【結果・考察】F では TG 高値が、A 異常
では LDL-C 高値が各区分群を通じて代表的な影響因子であった。
A、B の異常をもたらす影響因子は類似のパターンを示した。HDL-C
低値は F への 5、9 年後移行に有意に関連した。若年者で 5、9 年後
F、A 異常に及ぼす LDL-C への影響（例；5 年後 F への OR2.43、A
異常へは 2.64）が高齢者では認められず、新しい高齢者向け正常枠
再検討の必要性が示唆された。性別差は A 異常において著明であり
女性では有意な影響因子は認められなかった。LS として飲酒より
喫煙の悪影響が数群で認められた（例；9 年後 F への OR1.23、5 年
後 A 異常へは 1.36）。食生活習慣では飲食後就寝迄経過時間が複数
群にて F や A 異常への移行に有意に関連した（例；5 年後 F への
OR1.35、A 異常へは 1.35）。【結論】脂質異常や望ましくない LS が
将来的に F や A、B 異常をもたらす可能性が示唆された。今後は年
代、性別も含めて個々の受診者により適合した的確なアドバイスを
していきたい。　

B-8-02
当センターにおける人間ドックの高齢化の現状と問題点に
ついて
千葉西総合病院　健康管理センター

○小
こにし

西　明
あけみ

美 吉田　早苗 坂井　義貴 三好 美智恵 
高橋　知美

【目的】人口の高齢化に伴い、高齢の受診者も増加し、人間ドック
学会でも高齢者に特化した問診や判定基準の見直しなど様々な検討
がなされている。当センターでも高齢者は増加し、高齢者では治療
中の疾患が多岐にわたり、結果説明に苦慮する例が多い。そこで今
回当センターの人間ドック受診者について年代別に経年的な変化を
調べ、高齢化の現状を正確に把握するとともに、治療中の疾患数と
内容についても年代別に検討した。【対象】2013 年 1 月から 2019 年
12 月までの人間ドック全受診者 32,497 名（20 歳から 95 歳、平均年
齢 57.4 歳）【方法】対象者につき、20 代から 80 代以上まで年代別
に受診者数の経年変化を求め、そのうち 75 歳上の受診者（後期高
齢者）数の経年変化も求めた。また、2019 年 1 月から 6 月の受診者
2491 名について、問診や投薬歴の確認などから、治療中の疾患を確
認し、3 つ以上の疾患を治療中の受診者数を年代別に調べた。【結果
と考察】2013 年から 2019 年にかけての年代別受診者数は、高齢の
年代ほど増加が著明で、対象を 75 歳以上に限ると、2013 年には年
間 200 例であったのが 2019 年には 440 例と 2.2 倍に増加していた。
また、2019 年 1 月から 6 月の受診者の分析では、3 つ以上の疾患を
治療中の受診者の割合は、高齢の年代ほど増加を示し、内容的には
当院の特徴を反映して高血圧や心血管疾患が多かった。即ち高齢者
ほど多くの疾患の治療を受けており、こういった受診者では、結果
説明や生活指導の際に、検査の種類や実施頻度、治療中のデータの
解釈などで、治療との兼ね合いを考慮する必要があると思われた。
今後は主治医への確実な報告や、生活指導における連携などのアプ
ローチも検討したい。【結論】人間ドックの高齢受診者は増加して
おり、高齢者ほど治療中の疾患を複数持っていることが多い。今後
はその視点にも留意して、結果説明や生活指導を行うことが望まし
いと思われる。

B-8-01
新高血圧治療ガイドラインの降圧目標値達成度の検討
三越厚生事業団　三越診療所

○丸
まるた

田　陽
ようこ

子 前澤　純子 小原　啓子 横山　雅子 
佐久間 俊行 近藤　修二 山下　　毅 船津　和夫 
中村　治雄 水野　杏一

我が国の脳心疾患病に寄与する危険因子として最も大きなものは高
血圧である。2016 年国民健康・栄養調査データに基づく調査では、
約半数が治療されておらず、降圧目標の 140/90mmHg 未満にコン
トロールされているのは 3 割に満たなかった。また、高血圧治療中
の患者に限っても、目標血圧以下になっていたのは 49％である。一
方、2019 年 4 月に高血圧学会は新規のエビデンスを根拠に新しい高
血圧診療に関するガイドラインを発表した。それによると、脳心血
管イベント抑制のための高血圧治療目標は 130/80mmHg 未満を推
奨している。そこで私たちは当診療所で初回に高血圧薬を投与され
た患者のうち、途中薬の中断がなく 12ヶ月間フォローアップできた
症例 25 例（男性 15 例、女性 10 例、平均 56 歳）及び通院歴のある
症例 52 例（男性 29 例、女性 23 例、平均 69 歳）を対象に、新ガイ
ドライン降圧目標にどの程度達しているかを検討した。降圧薬投与
前の血圧は平均 163/103mmHg で 12ヶ月後は 135/85mmHg であっ
た。12ヶ月後の血圧は収縮期圧で平均 30mmHg、拡張期圧では平均
18mmHg の低下を認めた。12ヶ月後 140mmHg 未満・130mmHg 以
上になったのは 8 例（32％）、130mmHg 未満・120mmHg 以上が 5
例（20％）、120mmHg 未満になったのは 3 例（12％）であった。本
検討によると、旧ガイドラインによる降圧目標 140mmHg 未満に達
したのは 64％であり、2016 年国民健康・栄養調査データに基づく
調査より良かった。しかし、新ガイドラインによる降圧目標以下に
達しているのは 32％と少なかった。また、通院歴のある 42 例（新
ガイドラインの降圧目標・収縮期＜ 130mmHg の対象者）は旧ガイ
ドラインでは 30 例（71％）が降圧目標 140mmHg 未満に達してい
たが、新ガイドライン発表 1 年後に降圧目標の 130mmHg 未満に達
したのは 14 例 (33％) であった。新ガイドラインは日常診療にまだ
広く行き渡っていない可能性があり、新ガイドラインの目標値達成
に向けた対策が必要である。

B-7-01
ストレスチェック５７項目の集団分析からの考察－改善群、
悪化群の検討－
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　
予防医療センター

○林
はやし

　　志
し ほ

保 福井　敏樹 丹生谷 成美

【目的】２年連続で実施したストレスチェック（５７項目）の結果
をもとに、高ストレスから改善した集団を改善群、高ストレスに移
行した集団を悪化群とし、ストレス度の変化が各種チェック項目に
及ぼす影響を検討する

【対象】ストレスチェックを２０１７年度、２０１８年度と２年続
けて実施した８事業所従業員１，４５２名

【方法】２０１７年度は高ストレスと判定され、２０１８年度は判
定されなかったものを改善群（６９名）、２０１７年度は高ストレ
スと判定されなかったが、２０１８年度に判定されたものを悪化群

（１０８名）とし、改善群と悪化群の「ストレス反応」「仕事のスト
レス因子」「周囲のサポート」および「身体愁訴１１項目」につい
て、t 検定による比較を実施

【結果】改善群６９名、悪化群１０８名の「ストレス反応」は、全
ての項目で有意差を認め、「身体愁訴１１項目」は、「食欲不振」を
除く、全ての項目で有意差を認めた。悪化群の「ストレス反応」で
は、前年度から全ての項目でストレス度が高かった。「仕事のスト
レス因子」で、両群ともに最も強く有意差を認めた項目は「量的負
担」で、「質的負担」「コントロール度」「適性度」にも有意差を認
めた。「周囲のサポート」で、両群ともに有意差を認めた項目は「家
族・友人のサポート」であった。悪化群では「同僚のサポート」に
も有意差を認めた。

【考察】８事業所各々の総合健康リスクは、２０１７年度が全事業
所１００未満、２０１８年度も６事業所が１００未満、２事業所が
１２０未満の比較的ストレスの低い事業所であったにも関わらず、
高ストレス者は強いストレス反応を示していた。うつ病の発症など
防ぐために、悪化群やグレーゾーンに対して、産業衛生スタッフが
積極的に介入し、ラインケアや仕事のストレス度の調整がうまく機
能するような働きかけがさらに重要になると考える。
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B-8-07
単一事業場における緊急事態宣言中の産業医面談の内訳
桜十字グループ　予防医療事業部

○田
たむら

村　拓
たくや

也 小田川 泰之 宮田 由加利 迫　　夏美 
椎屋　香織 緒方　博範 畑中　亮二 辻本　直美 
岬　　昇平 西川　朋希

【背景・目的】コロナウイルス感染症に関する緊急事態宣言に伴い、
社会機能維持のため A 事業場（200～250 名規模）は事業を継続し
た。産業医面談による感染リスク増加を避けるため、タブレット端
末と録画可能なアプリ（万事万端、コトブキソリューション社製）
を活用し遠隔対応した。【方法】2020 年 4 月 23 日～5 月 25 日の間、
A 事業場に対し、産業医と相談者が双方向で呼び出し通信可能な機
器を休養室に設置し、遠隔産業医面談が可能な状態とした。面談情
報の共有、措置報告は面談前後にメールと電話で対応した。録画記
録から、面談者数、回数、時間、産業医意見を前年同時期の対面式
面談と比較した。【結果】面談回数は 15 回（打ち合わせ目的の衛生
管理者 1 名を含む 8 名）、総面談時間は 323 分であった（最長 68 分、
最短 30 秒、平均 21.5 分、総面談時間の最長 138 分）。精神疾患の復
職後相談が 5 回（1 名）、休職・復職相談が 3 回（3 名）、心理・カ
ウンセリングが 3 回（2 名）、コロナウイルス感染症関連の健康相談
が 4 回（2 名）であった。衛生管理者による対応相談を除く 7 名に
ついての産業医意見は、通常勤務可 3 名、就業制限または要休業 4
名であった。前年同時期の対面による産業医面談数 12 回（11 名）、
産業医意見は通常勤務可 9 名、就業制限または要休業 2 名、総面談
時間は 245 分（平均 20.4 分）であった。期間中と前年同時期の比較
で、面談後の産業医意見では「通常勤務可」の割合が少なかった。

【考察】長時間の対話が必要となる産業医面談においても、感染リ
スクを避けた対応が可能であった。面談者数が減った要因に、通常
勤務が可能な程度の相談を控えたことが考えられた。面談数と面談
時間が増加した要因に、産業医出務日以外の相談が可能となり日程
調整の制限が緩和されたことや、社会的環境の変化による相談需要
の増加が考えられた。

B-8-06
自作の掲示物を閲覧してもらうための現状評価と今後の課
題
JA 長野厚生連　富士見高原医療福祉センター　富士見高原病院

○窪
くぼた

田　真
まゆみ

弓 伊藤　江里 坂本　規子 小林 あゆみ 
中川 佐和子 菊池　世奈 守屋　亜友 野口　　梓

【はじめに】健診フロアには自作の掲示物を設置している。しかし
受診者が読んでいるのか、情報が伝わっているかを評価する機会は
なかった。今回受診者アンケートにより、閲覧したか、情報が有益
であったかを調査。掲示物を受診者にとって役立つツールとするた
めの課題を検討した。【方法】第 1 調査、自作掲示物をフロア内に
6 種類設置。ドック受診者 374 名（Ａ群）に対しアンケート配布。
第２調査、第 1 調査で得たアンケート結果を基に掲示の改良後、ドッ
ク受診者 184 名（Ｂ群）に同様のアンケートを配布。改良した効果
をＡ群、Ｂ群でクラメールの連関係数を用いて分析。【結果】Ａ群
では掲示物に「気づいた・読んだ」は平均 58％。その中で 4 種類の
掲示物（オプション、動脈硬化、食事）の閲覧率は 65％以上だった
が、２種類（煙草、酒）の掲示物は 35％と低かった。閲覧率の高い
4 種類の特徴は、サイズが大きい、座席前に設置、食卓に立てて設
置、画像があり興味をひくものと考えた。そこで閲覧率の低い 2 種
類の掲示物に誘導看板をおき、タイトルを大きく改良した。B 群で
は「煙草」の掲示物は閲覧率が 50％まで上昇。改良前後で閲覧率の
変化に有意差（Ｖ＝ 0.53、Ｐ＜ .005）を認めた。「酒」の掲示物は
42％と有意な上昇を認めなかった。掲示物の内容については A 群、
B 群とも「読んだ」の 90％が「参考になった・少しなった」と回
答。【考察】「煙草」の掲示物は改良により閲覧率を上げた。「煙草」

「酒」の掲示物が横並び 3 枚のパネルになっており、最初に目に入
る「煙草」は閲覧率を上げたが、3 枚目の「酒」については情報が
長くなり、閲覧されなかった可能性があると考える。内容は「参考
になった、少しなった」と 9 割が回答しており、わかりやすい物が
作成できていると考える。【課題】情報ツールとして掲示物を作成
する際は、多くの人に気づき読んでいただくことが必要。設置場所
や情報量など十分検討して掲示したい。

B-8-05
下肢筋力測定の結果による行動変容ステージ変化が、下肢
筋力年齢・内臓脂肪断面積へ影響するか
公立学校共済組合東海中央病院　健康管理センター

○五
ごしま

島　怜
さとみ

美 河田　恵美 天野 由香利 小川　昭三 
水口　敏宏 関戸　千春 井奈波 直美 篠田　利子 
伊藤 亜希子

【目的】下肢筋力年齢の初回測定時と、半年後の測定時の運動意欲
についての行動変容ステージと、下肢筋力年齢と内臓脂肪断面積の
変化を明らかにする。【対象】当院職員のうち、特定健康診査質問
票の No10 の項目を「いいえ」と回答し、初回の計測と半年後の計
測に参加した者 104 名。【方法】１）平成 30 年 5 月～6 月に下肢筋
力測定と体液量測定及び、運動に関する行動変容ステージ調査を実
施。２）平成 30 年 11 月～平成 31 年 1 月に１）と同様の調査を実
施。３）初回の筋力測定前後の行動変容ステージの変化については
ウィルコクソン検定を用い、内臓脂肪断面積の変化と下肢筋力年齢
の変化については t 検定を用い分析した。【結果】初回筋力測定前
の行動変容ステージでは、無関心期 33 名、関心期 50 名、準備期 12
名、実行期 7 名、維持期 2 名であった。その内、無関心期～準備期
95 名の者で、測定後に行動変容ステージが上がった群は 38 名、変
化しなかった群は 49 名、下がった群は 8 名であった。検定の結果、
有意差がみられた。下肢筋力年齢の変化については左右とも有意差
は認められなかった。内臓脂肪断面積の変化については、93％の者
が 10cm2 未満で、有意差は認められなかった。【考察と結論】下肢
筋力年齢の可視化により 40％の者は行動変容ステージが上がってお
り運動意欲への動機づけになったと考えるが、半年後の下肢筋力年
齢と内臓脂肪断面積の変化はみられなかった。今回の調査では、初
回の下肢筋力測定時に、運動指導を実施しなかったため、自己効力
感の維持が難しかったのではないかと考える。今後の課題として、
下肢筋力測定後に、行動変容ステージに合わせた具体的な運動指導
などを実施し、自己効力感を維持するための継続的な介入を行って
いく必要がある。

B-8-04
健診センター受診者のかかりつけ医に対する意識調査の報
告
社会福祉法人　恩賜財団済生会　済生会松阪総合病院　
健診センターあさひ

○津
つ だ

田　真
ま り

里 西田　光里 田中　恵子 中井　佐奈 
引地　　学 寺田　尚弘

【目的】
健診受診者を対象にかかりつけ医に対する意識調査を行い、かかり
つけ医の普及に向けた健診センターの役割について検討する。

【方法】
対象：2019 年 6 月 3 日～2019 年 7 月 31 日の健診センター受診者
調査方法：日医総研の「日本の医療に関する意識調査」をもとに独
自でアンケートによる質問紙を作成。診察後、アンケート用紙を受
診者に配布し、回答後設置した回収ボックスにて回収する
倫理的配慮：済生会松阪総合病院の倫理委員会での承認を得た

【結果】
アンケート配布数 2148 部。うちアンケート回収数 1414 部（回収率
65％、うち有効回答率 47％）男性 520 名（平均 50.8 歳）、女性 503
名（平均 49.0 歳）であった。かかりつけ医が「いる」と回答したも
のを年齢別に見ると 70 代 92％であり、年代が下がるにつれ、割合
が低くなり 20 代では 16％であった。「いないがいるといいと思う」
との回答は 20 代 40％であった。
かかりつけ医をもっていない理由の上位は「あまり病気に罹らない
ので必要ない」46％「そのつど受診する医療機関を選んでいるから」
45％「どのように選んでいいのかわからない」33％「選ぶ為の情報
が不足している」16％であった。
かかりつけ医をもっている、もっていないに関わらず、かかりつけ
医の見つけ方の回答は、「家族や知り合いからの紹介」が多く、次
いで「医師や医療機関からの紹介」であった。

【考察】
若い世代ほど有病率が低くかかりつけ医の必要性を感じにくいと推
察される。かかりつけ医の見つけ方として、「家族や知り合いから
の紹介」との回答が多かった。有病率の高くなる中高年世代に、か
かりつけ医を持つように働きかける事が若い世代に影響を与えるた
め重要となる。
また、健診センターが経過観察を必要とする受診者にかかりつけ医
の情報を提供することが、未病の時点で、かかりつけ医をもつ事へ
の普及に繋がると考える。
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C-1-04
当センターの事務レベル向上を目的とした他施設受診の取
り組みについて～先人から学び、受診者目線で考える～
医療法人社団東山会　調布東山病院　ドック健診センター

○永
ながの

野　　護
まもる

 

【目的】
毎年の受診者数増加に伴い処理件数も年々増加しており、当初の運
用では人的にもシステム的にも煩雑になる傾向にあった。
組織の成長とともにスタッフの業務分担やサービス改善をしていく
にあたり、他の健診施設の状況を知ることで、当センターの現状を
知りレベルアップを図り、スタッフが自ら受診者目線で受診するこ
とで、業務の【気づき】に繋げられればと考え取り組んだ。

【方法】
都内近郊の健診施設機能評価取得施設を中心に情報を収集し、その
年に当センターが取り組むべき課題に沿った施設を決め、毎年 4~5
名のスタッフ（事務・看護師・検査技師）が人間ドックを受診。
受診するスタッフは予約から受診、支払い、結果受け取りまでの流
れをすべて個人として受診し、後日指定フォーマットの報告書を提
出。
受診により取得した資料（受診案内から結果報告書、封筒、チラシ
に至るまですべての資料）は、すべてスキャナーで取り込みデータ
保管し、センター実施の勉強会で総括を報告。

【結果・考察】
● 2016 年より取り組んだ結果として、毎年複数の施設を受診する
ことで業界の状況がわかり、日頃の当センターの取り組みの自己評
価につながった。
●業界の【生】の情報を取得することができ、親交のある施設との
情報共有でき、交流をさらに深めることができた。
●受診案内や結果帳票などの受診者向け資料の改善や、新たに取り
組んだ問診 OCR 化の運用開始の足掛かりになった。
●スタッフが自ら顧客目線で受診することで、日頃の業務の際、よ
り受診者の気持ちに立つ【気づき】につながった。
●当院が取り組んでいる接遇教育によるスタッフの受診者対応は、
他の施設と比べても遜色なく、自信を持てるものだと改めて実感し
た。
●今後も継続していき、新しく何かに取り組む際の【指標】として
定着させていきたい。

C-1-03
ドック健診センターにおけるブランド戦略「全員主役経営」
への取り組み
医療法人社団　東山会　調布東山病院

○篠
しのべ

部　　誠
まこと

 貝瀬 瑠璃子 木村　航平 柳瀬　萌木 
山田　　隆

【ドック健診センターにおける付加価値戦略「全員主役経営」】
～「選ばれるドック健診センター」になるために～
多様性のあるスタッフ達が「全員主役経営」を実践することでドッ
ク健診センターでの新価値創造が行なわれる文化づくりに取り組み
ました。

【全員主役経営とは】、
スタッフ全員が縦、横、斜めに交流しそれぞれの人生と、センター
のビジョンを響きあわせ、10 年後の「ありたい姿」として宣言す
る。それを自分事として自分たちの事業計画をつくり、毎日の気づ
きをデータベースにしながら目標に向かって取り組んでいくことと
定義した。

【現状とギャップ】
センターに関わるスタッフは 60 人以上おり、医師、ナース、コメ
ディカル、事務スタッフは、それぞれ全く違う常識感覚を持ち、特
に事務スタッフは様々な職種からの転職組がほとんどであり、特に
顕著であった。それぞれの都合があり、想いがあり、喜びや悲しみ
のツボも違う。このため全員が共有し響きあえる取り組みを考える
必要があった。

【主な取り組み実践紹介】
・職員総会での経営・部門方針発表とグループワークでの共有
・事業計画四画面思考法の活用～東山塾～北陸先端科学技術大学教
授の近藤修司先生が考案された四画面思考法研修を取り入れ、経営
層が実践してからスタッフ全員が自分たちの四画面に取り組んだ
・管理職合宿研修
・接遇マナー講習の内政化など

【成果】
事業計画が自分事となり毎日の気づきをみんなが残し活かすように
なったことでサービスアップや改善の提案が新人スタッフからも
次々と出るようになり、収益や受診者増をみんなが喜ぶようになり、
問題に対しては自分たちで解決し改善を回す社風が出来た。実績と
して 2018 年東京都女性活躍推進大賞を受賞、2019 年では、第 60 回
日本人間ドック学会学術大会にて「優秀賞」や日総研「接遇大賞」
をいただきました。また、センターの収益は 2019 年度で当初の収
益計画の 1.6 倍まで増収した。

C-1-02
10年間で受診者数が3倍に増加した人間ドック－胃内視鏡
検査の影響や顧客満足度調査とその他要因で探る－
社会医療法人神鋼記念会　新神戸ドック健診クリニック 1 
社会医療法人神鋼記念会　神鋼記念病院 2

○伊
いとう

東　香
か よ

代1 奥　　明美1 池際　春世1 松浦　奈月1 
岡崎　麻美1 納多　英里1 末岡　恵理1 西川　晋史1 
山本　正之1,2

【目的】受診者の人間ドック施設を選択する意識に焦点を定め、当
施設の受診者増加について考察する。

【施設概要】10 年間の推移：延べ床面積 840m2 → 1,179m2、スタッ
フ数 35 名→ 56 名、年間稼働日 253 日→ 267 日、1 日予約枠 30 名
→ 50 名。アテンダントを配置。医師以外は全て女性スタッフで対
応。

【対象・方法】2018 年 11 月～2019 年 4 月受診者に自記式のアンケー
トを実施。有効回答数 5,399 名（男性 3,077 名、女性 2,322 名）と介
助看護師記録を紐付け、関連を評価した。

【結果・考察】2008 年移転前の施設では受診者数は 3,856 名であっ
た。2009 年 10 月に人間ドック専門施設として移転開設した。胃内
視鏡検査（以下 GIE）を標準検査とし鎮静剤は無料。2018 年に受診
者数は 3 倍の 11,946 名へと増加した。当施設の GIE は、当初より
希望者には鎮静剤を使用し、鎮静剤の有無や経口 ･ 経鼻の選択は、
受診者の希望を踏まえ看護師が GIE 前に聞き取り決定している。そ
のため受診者は、より自分に合った検査方法を選択でき、51.0％が
楽に受けられたと評価した。楽に受けられた受診者ほど人間ドック
全体の満足度が高かった（P ＜ 0.001）。また、次回も同条件で GIE
を受けたい受診者は 87.9％に達した。GIE を楽に受けられることが、
人間ドック施設を選択する大きなポイントになると推察する。その
他要因として、1) 夫婦や同伴予約者に特典を設け、リピーター割引
のハガキを送付。2)WEB 予約の活用で予約枠を充実。3) 土曜日営
業の拡大。4) インカムの導入により業務の効率化と待ち時間の緩和。
5) 健診外来による人間ドック後の精査・再検査の実施。6) 働き方改
革として、職種の枠を越えた業務を行うことで、スタッフ間の連帯
感が生まれた。その結果、受診者へより良いサービスを提供できた。
GIE の満足度が高いことに加えて、その他要因が人間ドック全体の
満足度を高め、リピーター率は 59％から 73％に上がり、受診者の
増加に繋がった可能性が高いと考える。

C-1-01
ＮＰＳ手法を用いたアンケート調査から見えた本質課題
トヨタ自動車株式会社　トヨタ記念病院　健診センター

○高
たかみや

宮　浩
こういち

一 坂崎　由美 上原　　晋

【はじめに】当施設では、年 2 回受診者アンケートを実施し、点数
の低い項目やフリーコメントから得た課題について対策を講じてい
る。得られたデータは実際に施設の継続利用に繋がっているのか、
改善効果の確認だけの自己満足度調査になってないか疑問に感じて
いた。今回 2022 年に新病院、2023 年に新健診センター移転計画が
あり、根強いファンの確保や更なる顧客拡大、本質的な課題を見出
すため、ＮＰＳ（ネットプロモータースコア）という新たな手法を
用いて調査したので報告する。

【方法】2019 年 9 月と 2020 年 2 月の各 5 日間に受診した 291 名と
129 名を対象に無記名自記式調査票を用いて調査。冒頭に友人、知
人に薦める可能性がどれくらいあるかを 0 点～10 点の 11 段階で調
査した。次の設問ではその点数をつけた評価理由を自由意見で求め、
ポジティブとネガティブに分類し定性分析した。また影響を与えそ
うな要素を受診者目線で洗い出し、10 項目を同じ 11 段階で調査。
各要素の結果と推奨度の相関係数を用い定量分析して 4 領域に分類
し、視える化を図った。

【結果】1 回目のＮＰＳスコアは 26.7 であり、2 回目は 34.1 であっ
た。ポジティブとネガティブとの割合は１回目で 92％と 8％、２回
目は 96％と 4％であった。定量分析では 9 月は待ち時間が最も影響
を与える因子と判明。2 月の調査では待ち時間よりも、案内書類の
見にくさが最優先課題となった。

【考察】ＮＰＳ手法を用いて数値化することで、今までの 5 段階調
査や自由意見の羅列よりも具体的データを示せ、指標とすることが
できる。この数値化されたスコアを自施設だけで判断するのではな
く、同業者間（競合他施設間）の比較が得られれば、施設の強み弱
みを再認識できる。また改善の緊要性が高い課題が明確になり、リ
ソーセスを集中投入することができるなどメリットが大きい。次回
は繁忙期をメインに調査し、初回受診者とリピーターに分けた分析
評価も試みたい。
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C-1-08
健診受診者の新型コロナウイルス感染クラスター発生に伴
う当院の対応について
公益財団法人　河野臨牀医学研究所　北品川クリニック

○水
みずがき

垣　活
かつや

也

【目的】
都内で初めて発生した新型コロナウイルスのクラスターについて、
当院がどのように対応し、対策を実施したかについて時間の経過と
ともに示す。

【事象】
2020 年 2 月 14 日に品川区内の屋形船と個人タクシー事業者におい
て新型コロナウイルスの発生のニュース報道に接する。屋形船およ
び個人タクシーともに品川区内にある当院の健診顧客であったこと
から、院内に衝撃が走ることとなる。

【実施】
1）初期対応
屋形船および個人タクシーの各受診者の健診実施日をリストアップ
し、ニュース報道にある感染推定日との前後関係を確認した。また、
東京都の相談窓口への問い合わせのほか、感染対策を急遽構築し、
各顧客へ通知することとなった。
２）緊急事態宣言下において
緊急事態宣言が発令され、健診業務を停止した。健診業務停止中に
おいて院内のレイアウト変更、感染防止のための様々な施策を実施
した。
３）緊急事態宣言後
受診者を大幅に抑制して健診業務を再開し、感染対策を毎週見直す
こととした。

【まとめ】
屋形船および個人タクシーともに感染推定日の数日前に大規模な健
診を実施しており、寸でのところで感染者と直接対峙することが回
避されていた。また、一部に受診者で新型コロナウイルスに感染し
ていた者も受診していたことが後日判明したが、当院スタッフにお
いて体調不良を訴える者は発生しなかった。当院では、6 月以降に
職員全員に対して新型コロナウイルス IgG 抗体検査を実施する予定
であり、その結果を合わせて公表することとしたい。

C-1-07
パートナーシップナーシングシステム（ＰＮＳ）の要素を取
り入れた人間ドック科における体制づくり
ＪＡ長野厚生連　佐久総合病院　人間ドック科

○田
たなか

中　香
か な

菜 渋川　　茜 高瀬　美子 小野　満也 
西本　　寛 堤　　聖子 池井　　肇

【目的】人間ドック受診から結果報告書送付までの期間を短縮する
ことにより、受診者の健康不安を軽減し、医療機関への早期受診を
促すことが可能となる。一方で保健師・看護師業務は年々煩雑とな
り当院でも報告書作成業務が滞ることが少なくなかった。そこで
日々の業務を見直し整理するとともに、ＰＮＳの要素を取り入れた
体制づくりに取り組んだ。【方法】ＰＮＳの学習会を行った上で、
リーダー業務基準を作成した。前後で受診から報告書作成までに要
する期間を比較するとともにスタッフの業務状況（業務量、残務時
間、時間管理意識等）を質問紙で調査した。【結果】導入前 2018 年
7 月のドック・健診総数は、1616 件であった。導入後 2019 年 2 月
は 1550 件であった。発送期間は導入前 28 日±日であったが、導入
後は 20 日±日に短縮された。導入後一人にかかる業務の負担感は、
増えた 13％、ほぼ同じ 60％、減った 27％であった。業務にかかる
時間は、増えた 13％、ほぼ同じ 40％、減った 47％であった。導入
後の変化としては、職場のチームワークはよくなったと感じる人は
80％にみられ、時間を意識するようになった人は 93％に上ってい
た。「リーダーがいることで連絡報告でき効率の良さを感じる」、「17
時に全体の業務を終了させる意識を前より強く持つようになった」、

「抱えてる仕事が終わらないという不安と焦りを感じることがほぼ
なくなった」の声があった。【考察】リーダーの配置によってリー
ダーからスタッフへの指示、スタッフからリーダーへの相談・報告、
残務の把握と業務の補完が可能になったことが報告書の作成期間の
短縮につながったと考えられる。またリーダーが定時で指示を出す
ことにより、スタッフにも時間に対する認識が強まったと考えられ
る。今回の取り組みで職場内のコミュニケ－ションが増えたため、
構築した体制を継続しながら業務の質の向上を目指していきたい。

C-1-06
当院の上部消化管エックス線検査における時間別実施率改
善のための検討
医療法人社団　霞山会　MY メディカルクリニック　放射線科

○小
おぬき

貫　洋
ようすけ

祐 君島　淳貴 荻野　佑菜 伊藤　公博 
笹倉　　渉

【目的】
1 日の上部消化管エックス線検査数には限りがあり、キャンセルが
多発することで、受診者様の検査機会の喪失を招くおそれがある。
今回我々は、限られた予約枠を効率良く運用する上で、どの時間帯
に重きを置くことでキャンセル率の改善に寄与するかを検討した。

【方法】
2019 年 4 月から 2020 年 3 月までの総検査予約 16842 件 ( 平均 40.3
歳 ) を対象に男性 11437 名 ( 平均 40.6 歳 )、女性 5405 名 ( 平均 39.5
歳 ) 別に検査予約枠時間とキャンセル率を集計した。また時季にお
けるキャンセル率も算出した。

【結果】
全体のキャンセル率は 4839 名 (28.7％：男性 26.5％、女性 33.6％) で、
女性で優位に高かった (P ＜ 0.05)。午前 (26.6％) と午後 (34.4％) の
キャンセル率を比較すると午後のキャンセル率が優位に高かった (P
＜ 0.05）。男性では特にこの傾向が強く見られたが ( 午前 23.3％、午
後 31.4％：P ＜ 0.05）、女性では有意差を認めなかった ( 午前 33％、
午後 34.3％)。午前と午後のそれぞれの枠内での予約時間によるキャ
ンセル率は男女ともに特に予約時間による差を認めなかった。時季
おけるキャンセル率は 9 月が 32.9％と最も高く、6 月が 25.4％と最
も低かった。男女で最も差が出たのは 4 月 ( 男性 22.5％、女性
37.7％）であった。

【考察】
男性受診者の検査をなるべく午前に実施することで、キャンセル率
が減り、予約枠を有効活用することで、全体として受診機会の喪失
を抑えられると考えられた。女性受診者では午前午後と共にキャン
セル率が高いことから、検査の重要性の啓蒙活動や、抵抗がある方
には内視鏡検査への切り替えなどを積極的に行うことで受診率の向
上が期待されると考えられた。今後もキャンセル率の推移を時間や
時季ごとに調査し、予約枠の検討を繰り返し行う事で、1 人でも多
くの受診者様に検査を受けてもらい、食道癌や胃癌などの上部消化
管病変の早期発見・早期治療に貢献できるよう努めていくが大切で
ある。

C-1-05
満足度調査から見る受診者数増加に向けた取り組みについ
て
掛川市・袋井市病院企業団立　中東遠総合医療センター　
人間ドック・健診センター

○鈴
すずき

木　寿
としまさ

昌

【目的】当センターは病院併設型の健診センターとして平成 25 年 5
月に開設された。受診者数は年々増加しており受診者の 77％がリ
ピーター（過去に 1 度以上健診歴のある方）である。今後もより多
くの受診者にご利用頂く為に、接遇・健診サービスの質・設備、ク
リンリネス（清潔感）という 3 つの大項目を軸に当院の受診者がど
の観点から受診を希望するか。さらには継続して利用するか分析を
行い、その結果を報告する。【方法】受診者満足度調査の中で、接
遇・健診サービスの質・設備、クリンリネスの３つを大項目とした
アンケート（15 項目）と施設全体の評価を項目ごとに単回帰分析に
て評価を行う。施設全体の評価にどの項目が最も相関関係があるか
を分析することで利用者の満足度のポイントがどこにあるかを明確
にする。【結果】アンケートの結果、受診者が選ぶ理由として、「居
住地から近い」「職場の指定機関」であることが挙げられたが、施
設全体の評価と各項目の単回帰分析の結果、「接遇」と「クリンリ
ネス（清潔感）」の相関が高いことが分かった。当センターの接遇
や清潔感の項目別評価が一定程度あることから、高いリピート率を
得られていることが解った。【考察】受診者の意見は様々な意見が
あり、どこから手を付けてよいか解らなかったが、満足度調査を通
してどのように利用者増加に結びつけられるか優先順位をつけて対
策を講じることでより良い結果が得られると考えられる。
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C-2-04
受診者満足度向上への取り組み
社会医療法人天神会　新古賀クリニック　健康管理センター

○井
いのうえ

上　明
あきこ

子 宮本　祐一 川口　達大 山川　公子 
大坪　義彦 藤本 由香里 佐藤　静羅 金子　由香 
筬島　万琴 田村　理奈

【目的】　当健康管理センターでは受診者の増加に対して幾つかの取
り組みを実施しているところである。今回、これらの取り組みにつ
いて受診者へのアンケートにて評価を行ったので、検討を加えて報
告する。【取組み】1 ｽﾀｯﾌの増員 (2015 年度：72 名　2019 年度 87 名 )2
診察室増設と検査案内順番の工夫。(2015 年度：7 室　2019 年度 9
室 )3 運動指導やｱﾛﾏｽﾀｯﾌによるリラクゼーション。4 胃カメラ時の
炭酸ガス導入による検査案内順の柔軟な対応。5 幅広いジャンルの
雑誌やテレビの増設、無料 WIFI の提供、アメニティの充実など接
遇の向上 6 終礼時、受診者からのご意見への対策と検討 7 食事提供
の改善【対象と方法】2015 年度と 2019 年度の受診者アンケートを
比較検討した。受診者総数は 2015 年度：23,636 名、2019 年度：29,513
名。アンケートは毎日受診後に任意記入とし以下の項目に非常に満
足、満足、普通、やや不満、不満の 5 段階評価を記入。項目は男女
別フロア、スタッフの対応、待ち時間、診察、食事、生活指導、運
動指導、次回の利用意向の 8 項目とし、各項目の満足群 ( 非常に満
足、満足 ) と不満群 ( やや不満、不満 ) の 2 群についてカイ二乗検定
にて統計学的に検討した。【結果】　受診者増加率は 125％であった。
アンケートは 2015 年度回答数 8,869 名、回収率 37.5％、2019 年度
回答数 6,894 名、回収率 23.3％。アンケート結果は 8 項目の中で待
ち時間に対してと食事の項目で有意に満足度が向上 ( ｐ＜ 0.0001) 他
の 6 項目は有意差なく特に不満の増加は認められなかった。【考察】
受診者の増加は運営が良好であることの結果であり、評価できるこ
とである。しかし、職員には負荷がかかるために対策を講じないと
受診者満足度、職員満足度の低下につながることが容易に予想され
る。今回、種々の対策を講じることによって、受診者満足度の低下
は見られず、良好な結果が得られた。対策が適切であったと評価で
きたことは、さらに今後の対策の検討に有用であった。

C-2-03
当センターにおける聴力障がい者への対応の取り組み
財団法人　佐々木研究所　附属湘南健診センター

○加
かばた

畑　　香
かおり

 中野　理果 鈴木 ひとみ 大森 由美子 
小堀　悦孝

【目的】「厚生労働省・援護局　障害保健福祉部｣ の算出では、人口
の約 2０％で聴力に障がいを持つとされている。その内約 20％弱が
1 度も健康診断を受診した事がないとの報告もある。当センターで
はバリアフリーで健康診断が実施でき、身体に障がいを持つ受診者
が当センターを希望するケースが多い。そこで更なる聴力障がい者
の健診受診率向上を目指す上での当センターの取り組みと課題を報
告する。【対象】人間ドックおよび一般健康診断の全受診者のうち、
自己申告または受付窓口や電話予約時の際に聴力に障がいがあるこ
とが明らかな受診者年間約 50 名の受診者に対応した当センターの
スタッフを対象とした。【方法】当センタースタッフに部署毎にア
ンケートを実施した。アンケート内容は「問題点」「改良点」「特に
問題定義されていないが、現在工夫していること」「その他 ( 意見な
ど )」とし、回答を「工夫点」、「問題点」に分類した。【結果】工夫
点としては、聴覚障がいの方専用の問診用紙を用意している、筆談
の施行、案内係では受診票にウサギマークの印を押した上で、その
方が呼ばれたら、ご案内や誘導をしているなどが挙げられた。問題
点は、手話の必要性の有無、検査に対しての本人の意思が確認しに
くい、聞こえ方の程度が把握できない、現在健診者に配布している
呼び出し用の番号札に何か工夫が必要、などが挙げられた。【まと
め】今回は、スタッフへのアンケートを用いたセンター内での取り
組みを報告した。各部署の工夫している点や問題点を共有し、聴覚
障がいの方が健聴者と相違のない検診を受けることができるかを検
証した。今後は聴覚障がい者へ直接アンケートを行い、センター内
での取り組みの相関性と改善箇所の検討をしていく事が課題である。

C-2-02
人間ドック保健指導の充実を目指して　~食べて学ぼう！
「けんこう応援御膳」~
医療法人博俊会　春江病院　健診予防医学センター

○河
かわむら

村　裕
ゆうこ

子

【目的】2019 年 4 月から、人間ドックの検査結果に合わせて生活習
慣の見直しをアドバイスする保健指導を開始した。そのなかで、受
診者の食事に対する意識の低さを感じたため、受診当日の食事も指
導の一部になるようにメニューを見直し、健康意識の向上につなげ
る取り組みをした。【方法】2019 年 5 月～7 月の間に人間ドックを
受診した 171 名を対象に、InBody による体成分値・問診結果・血
圧・採血結果を調査した。また、食事後のアンケート調査をして新
しいメニューを考案することにした。【結果】体成分値をみると、体
脂肪率が基準値より高い割合は、男性 83％・女性 55％であり、隠
れ肥満（体重は標準でも筋肉量が少なく体脂肪量が多い状態）が男
性 23％・女性 15％であった。問診結果では、食べる速度が早い割
合が 42％、運動習慣がない割合が 58％であった。さらに、血圧・
脂質・糖代謝の検査結果は、異常値と治療中を合わせた割合がいず
れも 60％以上と高かった。食事のアンケート結果は、「味」「量」「見
た目」のいずれも満足度が高い反面、胃内視鏡検査後であるため喉
越しが良いものを求める傾向であった。以上の結果をふまえ、「1. 脂
質 2. 糖質 3. 食物繊維 4. 早食い 5. 胃内視鏡検査後」の 5 つのポイン
トからメニューの見直しをした。そこで、油の使用量・ご飯や果物
の糖質量を調整することで 3 大栄養素のバランスを整えた。また、
早食いしていないかを確認できるようにストップウォッチを添え、
喉越しを考慮して煮物や麺料理をメニューに加えた。【結論】当院
の人間ドック受診者は、体脂肪率が高く検査結果が異常値である傾
向にあるため、保健指導を行う意義は大きいと考えられる。また、
実際に味わい見て学ぶことができる食事を提供することで、受診者
の健康意識がさらに高まることが期待できる。

C-2-01
受診者満足度調査を実施して
三重県厚生農業協同組合連合会　鈴鹿中央総合病院　
健診センターオリーブ

○清
しみず

水　正
まさこ

子 木平　真央 山崎　　緑 畑中　美幸 
西村　　晃 濱田　正行 作野　功典

【目的】よりよい環境で安心し受診して頂ける健診センターを目指
す為、受診者の満足度調査を実施した。【対象と方法】2019 年 9 月
～10 月における一日ドック・健康診断受診者にアンケートを配布
し、利用回数、利用した印象と理由、接遇、検査内容、待ち時間、
次回の利用の有無及び希望するオプション、自由記載でその他意見・
感想を求めた。【結果】有効回答者 1232 名回答率 87.8%、男女比 6:4、
40～60 歳代 75.9％であった。２回以上の継続受診者は 88.0% であ
り、利用した印象は、97.7％が満足であった。利用の理由は会社（健
保）指定 40.3%、近いから 37.2% であった。接遇、検査内容とも
95.0% 以上良いとの回答であった。待ち時間が気になった検査は、
診察 13.9%、胃内視鏡検査は 13.6% であったが特にないと 43.2% が
回答した。次回の利用希望は、87.1% であり、次回希望するオプショ
ンは、脳ドック 20.7% と他の検査より高かった。意見として内視鏡
検査介助に対するお褒めの言葉が 12 件と多かった。また、待合室
に常備する雑誌を増やしてほしい、検査後の食事サービスの向上等
の要望があった。【考察】当センター利用に対し大半の方は、満足
され次回利用の希望もあることが把握できた。待ち時間については、
43.2% の方が特に気にならないとのことであったが診察、胃内視鏡
検査が 13.0% 代ある為、待ち時間調査及び検査案内時の調整の必要
性を感じた。ご意見箱の投書でも受診者の意見を聞いているが少数
のためアンケート実施により、多数の様々な意見、要望を把握でき
た。食事サービスは 2020 年１月より 6 種類が 7 種類となり、雑誌
も 2020 年４月より１種類増やした。また、要望が多かった経鼻内
視鏡検査は、導入予定である。今後とも受診者の要望の把握に努め
各検査部門と情報交換や対応策を検討し、よりよい環境で受診でき
る健診センターを目指したい。
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C-2-08
取り下げ

C-2-07
外国人受診者に対する多言語検査支援システムの効果検証
埼玉県済生会川口総合病院　診療技術部　放射線技術科 1 
埼玉県済生会川口総合病院　健診センター 2

○飯
いいじま

嶋 亜
あ や こ

弥子1 竹房　　優1 梶　　功治1 中村　隆行1 
富田　博信1 小竹　文雄2

【背景】当院のある埼玉県川口市は近年外国人居住者が増加してお
り、県内では最多、市区町村別では全国第 3 位となった。その影響
もあり外国人受診者も増加傾向である。胃部 X 線検査を行うにあた
り言葉の理解が不十分であると安全かつ有用な検査を行うことが困
難となる。そこで当院では音声と文字、イラストで被験者への案内
が可能となる多言語検査支援システムを導入した。

【目的】日本語の理解が不十分な外国人受診者に対する胃部 X 線検
査で多言語検査支援システム（Nice Call　メディカエイドシステム
社製）を導入群と非導入群での検査時間を比較し、統計学的有意差
検定を行ったので報告する。

【方法】Nice Call システムを導入した 2019 年 10 月から当院で通常
行われている基準撮影法２に基づく胃部 X 線検査を受けた日本語の
理解が不十分の外国人受診者に対し、Nice Call 使用群 10 名（中国
語 7 名、韓国語３名、英語 1 名）と未使用群 10 名間での検査時間
を比較し、表計算ソフトエクセルの分析ツールにて、分散検定（F
検定）および有意差検定（t 検定）を行った。

【結果】Nice Call システム使用群の平均検査時間（分散）は 7.19(1.5)
分、未使用群の 8.54(2.86) 分となった。平均検査時間では約 1 分短
縮できたが、2 群間での統計学的有意差は見られなかった。

【考察】多言語検査支援システム使用時と未使用時の検査時間につ
いて比較を行った。日本語の理解が不十分の外国人受診者に対して
検査時間での有意差は見られなかったが、システム導入直後のデー
タを用いたため、操作に不慣れであったことを考慮すると今後はさ
らなる時間短縮が期待できる。また従来、日本語理解が不十分な外
国人受診者には、内視鏡検査への変更または検査中止をせざるを得
なかったが、本システム導入により、外国人の胃部 X 線検査数の増
加も期待できると考える。

【結論】今後は外国人受診者だけでなく聴覚障害者や難聴の方への
使用も検討していきたい。

C-2-06
胃部レントゲン検査後のバリウム排泄や体調に対する受診
者の不安の理解
一般財団法人　芙蓉協会　聖隷第一クリニック　
聖隷沼津健康診断センター　健康支援課

○千
ち づ わ

頭和 いづみ 岩田　智美 工藤　　愛 小野　史枝 
加藤 千佳子 佐藤　典子 高木　順子 尼子　良久 
芹澤　洋輔 矢部　雅己

【目的】
当施設ではバリウム排泄や検査後の体調について問い合わせを受け
ることがある。問診の場面で受診者の不安に気づき介入すれば不安
を軽減できたのではないかと思うことがあり、どのような不安があ
るのか理解し不安軽減のために問診でどのような関わりが必要か見
出したいと考えた。

【方法】
当施設職域健診の胃部レントゲン検査受診者 647 名を対象に　2019
年　9 月 2 日～10 月 31 日の期間でバリウム排泄や体調に対する不
安について自己記入式無記名質問紙調査を実施し分析した。

【結果】
胃部レントゲン検査後のバリウム排泄や体調について、不安ありは
全体の 18％であった。不安ありのうち、男性は 44％、女性は 56％
であった。不安ありの割合は胃部レントゲン初回の人で 36％、受診
回数 2 回以上で 2 年以内は 17％、2 回以上で 3 年以上ぶりは 16％で
あった。便秘群では 31％、非便秘群は 17％であった。硬便の人は
32％、普通便は 16％、軟便は 17％であった。
胃部レントゲン初回の人の不安内容は、バリウムが出る経過が分か
らない 13 件、バリウムが腸内に残ったらどうなるか分からない 12
件、下剤を飲んだ事がない 9 件であった。便秘群は、バリウム後便
秘をするかもしれない 20 件、バリウムが出る経過が分からない 18
件、バリウムが腸内に残ったらどうなるか分からない 16 件であっ
た。硬便は、バリウムが出る経過が分からない 19 件、バリウム後
便秘をするかもしれない 18 件、バリウムが腸内に残ったらどうな
るか分からない 17 件であった。

【考察】
この結果から、受診者の不安は検査についての理解不十分から生じ
るものであった。受診者が平等に説明を受けられ、理解しやすいよ
うに説明方法を工夫する必要がある。受診者に情報を的確に伝え、
不安を軽減する為、パンフレットなど視覚に訴えるツールを使用す
る必要があると考える。　　

C-2-05
採血時の受診者ごとの手袋交換と作業能率の変化
医療法人渓仁会　渓仁会円山クリニック

○笠
かさま

間　早
さなえ

苗 鈴木　美夏 吉田　万里

【背景・目的】　当院では、針刺し事故や職員の感染を防ぐため採血
時に手袋を着用していたが、その交換のタイミングは看護師個人に
任せていた。しかし感染性病原体から受診者を守るためには、受診
者ごとに手袋を交換することが必須である。そこで 2019 年より、採
血時には受診者ごとの手袋の交換（以下手袋交換）を導入した。導
入前に問題であった作業能率の低下が、その後どのように変わって
いるかを調査した。【方法】　当院の正規職員看護師 9 名が、30 分間
連続して行った採血人数を「手袋交換を導入する前」「手袋交換の
導入プレテスト」「手袋交換開始から約６か月後」の時期に測定し
た。看護師ひとりあたりの採血人数を平均化し作業能率の変化を比
較した。【結果】　ひとりの看護師が 30 分間に採血できる平均人数
は、「手袋交換を導入する前」16 人、「手袋交換の導入プレテスト」
11 人、「手袋交換開始から約６か月後」は 15 人であった。手袋交換
による作業能率は、導入前と比較すると 30% の低下が予測された。
しかし６か月の期間を要した後は 5％の低下に変化していた。【考
察】　当院では 2 名の採血担当看護師を配置し、必要時に応援を出
すようにしていた。導入前はプレテストの結果から作業能率が 30%
低下すると予測し、3 名の看護師配置や採血カウンターの拡張も考
えていた。しかし実際は、採血業務時間の延長はあっても常時３名
の看護師は不要であり、看護師の手袋交換の負担感も薄れていった。
加えて健診システムの更新や院内ラボの導入など検査環境は刻々と
変化しており、導入後の状況は感覚でしか分からなかった。看護師
は、手袋のサイズを大きくする・確認しながら手袋を交換するなど
工夫もしていた。今回の調査により、最終的な手袋交換の作業能率
の低下は 5％と考える。感染防止対策は作業能率の低下を考えてた
めらいがちだが、健診の質を上げるため、受診者の感染予防策を取
り入れていきたい。
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C-2-12
健診所要時間測定調査の取り組み
福岡県済生会福岡総合病院　健診センター 1 
福岡県済生会福岡総合病院　内科 2

○藤
ふじき

木　貴
たかこ

子1 吉満　幸恵1 関口　直孝2

【背景と目的】当院健診センターは、三次救急および地域がん拠点
病院の役割を担う病院に併設された健診センターである。完全予約
制で年間約 6000 名の健診を担っている。多くの検査室を外来と共
有しているため、急患や外来受診者数に健診受診者の所要時間が左
右される。そのため待ち時間問題は仕方ないと所要時間調査は行っ
ておらず、客観的な指標にかけていた。そこで、現状を把握し、可
能な改善点を見出すことを目的に受診者の所要時間の測定を開始し
た。

【対象と方法】期間は 2015 年 4 月から 2020 年 3 月。全健診受診者
の受付時と帰宅前の最終確認時の時刻を打刻し健診所要時間とし
た。職員健診および検査項目が多く昼以降までかかる「1 日ドック」
の受診者は対象外とした。

【結果】打刻による健診所要時間算出が可能な受診者は 88.4％であっ
た。2015 年度の平均は 99 分（5543 名）であり、これを以後の目安
とした。2016 年度は 105 分（5423 名）と前年度より人数が少ない
のにも関わらず延長した。要因として健診診察医の体制が変更した
ため、問診・診察までの待ち時間が長いことが考えられた。2017 年
度は診察医を固定化することができ、体制を整えたことで 101 分

（5103 名）と所要時間を短くすることができた。2018 年度 98 分
（4838 名）、2019 年度 93 分（4591 名）とその後は特に所要時間が延
長することなく経過している。5 年間で所要時間に関し受けたクレー
ムは合計 4 件であったが、平均所要時間以下の例もあった。

【考察】所要時間を測定することにより案内時間の目安ができた。ま
た、目標ができることにより健診に関わる部署の意識付けができ、
多種職の協力を得ることができた。所要時間を測定することでク
レームは所要時間にのみに依存しているわけではないこと可視化す
ることができ、今後の接遇に役立てることができると考える。

C-2-11
健診における胃部Ｘ線施行後、排便困難者のﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟの分
析
JCHO 四日市羽津医療センター

○近
こんどう

藤　清
きよみ

美 齋藤　美保 北川　達士 多田　豊治 
古川　　睦

【目的】胃部Ｘ線施行後、排便困難者に対してﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟの内容を分
析し業務改善につなげる。【方法】1）研究対象：健康管理センター
の健康診断で胃部Ｘ線を受けた人の中で健診後に相談があった排便
困難者 2015 年～2016 年 12 月 105 名（対策前）と 2018 年～2019 年
12 月 107 名（対策後）2）データの収集方法・内容・手順 1 聴取書
のファイリングを開始した。2 リーダーは毎日ファイルを見て症状
の消失があるまで確認の電話をした。3 引継ぎをリーダー業務マニュ
アルに追記した。4 朝礼やカンファレンスを通して引継ぎの重要性
をスタッフ間で共有した。5 ﾊﾞﾘｳﾑ便電話相談聴取書の集計と分析及
び比較を行った。【結果】・ﾊﾞﾘｳﾑ便排泄困難者へ症状が改善したか
否かを電話で確認することで 52％→ 94％（2017 年度集計）の解決
が見られた。《解決の内容を分析》・水分摂取と下剤の追加のみで
60％の対象者が解決している。・健康管理センターに来院し医師、ﾚ
ﾝﾄｹﾞﾝ技師、看護師が対応し解決した例が 10 件ある。・健康管理セ
ンターでは対応できず病院受診に誘導した例が 10 件である。・健康
管理センターに来院できる時間が遅くなり対応が難しく、症状は重
くないが外来受診を勧めている事例 3 例。【考察】・ﾊﾞﾘｳﾑ貯留が多
いと疑われる対象者がセンターに来院する場合は、なるべく 15 時
までに来ていただき対応すれば病院受診者はさらに減少すると考え
る。・外来受診が必要な対象者については内容をあらかじめ当直ﾅｰｽ
に申し送ればｽﾑｰｽﾞな対応ができると考える。・ﾊﾞﾘｳﾑ後にﾄﾗﾌﾞﾙが
あった場合は情報をｺﾒﾃﾞｨｶﾙと共有することで、来年度から胃カメ
ラに変更するなど対策をたてられ、穿孔や腸閉塞などの重大な偶発
症防止につながると考えられる。

C-2-10
マンモグラフィ単独検査での要精査結果からみえる課題と
取り組み
横浜北幸クリニック　放射線科 1 
横浜北幸クリニック　医局 2 
新赤坂クリニック　放射線科 3 
新赤坂クリニック　超音波検査科 4 
新赤坂クリニック　医局 5

○鎗
やりの

野　珠
じゅり

理1 高橋 直太郎3 和田　京子3 青木　晴実1 
松村　和典2 村田　恵美4 合木 祐美子4 菅原　清香5 
親松　忠行2 松木　隆央5

【背景・目的】
健診の役割はスクリーニング検査にて個人の健康を維持する事で、リス
ク因子があった際専門外来への受診を勧める事が重要と考える。当院の
乳がん健診においても同様で、受診者の選択によりマンモグラフィ検査
(MG) と乳房超音波検査 (US) が単独または併用で実施されるが、単独検
査が多く選択される。MG 単独に着目し要精査となった症例結果を振り
返り、受診者サービスに繋がる取り組みを模索した為報告する。

【対象・方法】
2018/4 月～2019/12 月に当院 MG 単独実施 1,722 名のうち要精査のうえ
結果報告があった 57 例について、専門外来での実施検査と診断結果を
当院所見別 [ 石灰化：石、腫瘤疑い：腫、FAD：F ] に集計し検討した。

【結果】
US や MG のみ：異常なしまたは明らかな良性 [ 石：9、腫：9、F：6 ] 
/ 経過観察 [ 石：12、腫：2、F：2 ]、MRI やトモシンセシス ( 他画像
検査 )：異常なしまたは明らかな良性 [ 石：2、腫：1 ] / 経過観察 [ 石：
3、F：1 ] 、他画像検査 + 針生検 ： 良性 [ 石：2、腫：5 ] / 悪性 3 例 [ 
石：3 ] だった。

【考察と今後の課題】
要精査の多くは良性と診断され、特に当院腫瘤疑い例で針生検をせず診
断された。また、US や MG のみでの精査の割合が高かった。MG では
所見の内部が確認困難な事から US にて確認する併用検査の有効性と考
える。MG と US の併用は、要精査の適正化や専門外来受診の緊急性判
断に参考になると考えた。より悪性を疑う際は早急に受診を勧めるが、
受診者を取り巻く社会的要因等で早急に受診可能とは限らない。また良
性を疑うが「要精査」による心的負担も懸念される。専門外来での最終
診断は必要だが、緊急性を見極めた結果説明のうえ紹介が出来れば受診
者の負担軽減に繋がると期待される。今回の検討より当院で MG 単独
を希望し検査時カテゴリー3 と判断された受診者に対して同日中に US
の追加検査を案内する取り組みを試験的に始めた。調査及び経過観察を
継続する意向である。

C-2-09
人間ドックにおける薬剤師の関わり
黒沢病院附属ヘルスパーククリニック　薬剤部 1 
黒沢病院附属ヘルスパーククリニック　高崎健康管理センター 2 
黒沢病院　薬剤部 3 
黒沢病院　統括技術室 4 
医療法人社団美心会　黒沢病院 5

○落
おちあい

合 さゆり1 井戸谷　恵2 島田　和子2 金井　恵美1,3 
三輪　篤史4 矢島　義昭2 黒澤 由美子5 黒澤　　功5

【背景・目的】人間ドックには、内視鏡検査や PSA 検査など受診者
の服薬状況を予め知っておく必要のある検査項目があり、また検査
前当日の服薬有無が疾患によっては検査中の事故につながる可能性
もある。当院高崎健康管理センターでは検査開始前に保健師が問診
確認しているが、２００９年より薬剤師も問診票確認に加わり、安
全で信頼でき効率的な人間ドックの実施に努めて来た。今回、問診
票から人間ドック受診者の服薬状況とその経年変化について調べ、
また薬剤師が問診票確認に参加することの意義を検討した。【方法】
２００９年、２０１４年、２０１９年の１０月～１２月における当
院ドック受診者について、問診票データから検査に影響する可能性
のある薬の分類（降圧薬、糖尿病薬、脂質低下薬、抗血栓療法薬、
および PSA 判定に影響する薬）について、服薬状況およびその経
年変化を調べた。【結果】２００９年比で２０１４年、２０１９年
は受診者数がそれぞれ１３１％、１６１％と増加した。また各年に
おける受診者中の服薬率はそれぞれ２９％、３５％、４０％と増加
し、この傾向は調べた５つの分類の薬についても同様であった。服
用薬としては降圧薬が最も多く受診者の１０％以上であり、脂質低
下薬が６～９％、糖尿病薬と抗凝固薬が３％前後であった。平均年
齢は受診者全体よりも服薬者の方が高く、かつ両者とも経年的に高
まった。問診で主要な服用薬名が不明な割合は毎年３％程度であっ
たが、一方で記入された現病歴と服用薬に整合性が見られないケー
スが散見された。【考察】人間ドック受診者の服薬率が年々高くな
り、服用中の薬の作用や服薬状況が検査の実施や検査結果に影響を
与える可能性は増加している。また問診票への現病歴と服用薬の記
入に整合性が見られないケースが多いことから、安全で信頼できる
人間ドックの実施のために、薬剤師が問診票を確認する意義は大き
いと考えられる。



187人間ドック　Vol.35 No.３ 2020 年

　
講
演
抄
録

一
般
演
題

（451）

C-2-16
顧客満足度調査結果を活かした当施設での取り組み
一般社団法人　半田市医師会健康管理センター

○石
いしかわ

川　智
ち え

恵 磯村　智子 新美　直樹 河野　太郎 
倉部　輝久

【目的】当施設で健診受診後に実施しているアンケートの結果を集
計し、顧客満足度向上に向けた当施設での取り組みを報告する。【方
法】平成３０年・令和元年度に当施設で協会けんぽ生活習慣病予防
健診または人間ドックを受診した方（平成３０年度：２５６０８名　
令和元年度：２５７２２名）を対象にアンケートを実施した。記入
があったのは平成３０年度１１９３３名、令和元年度１１６６２名
であった。計２３５９５件から今回の健診についての満足度と各セ
クションでの評価、意見や感想を集計し、内容の精査改善を行った。

【成績】平成３０年度・令和元年度ともに、待ち時間が長い。女性
日を設けてほしい。医師やスタッフの対応について。壁や天井の汚
れが気になる。トイレの洋式の数を増やしてほしい。喫茶のメニュー
を増やしてほしい。HP で予約できるようにしてほしい。等の意見
を頂いた。平成３０年度のみ、寒い。との意見が目立った。昨年、
壁紙の張り替え、トイレの洋式増設工事を実施した。一昨年、健診
着を男女統一の厚手の物に変更した。また、今年度より総合健診シ
ステムに変更し、予約管理や人数枠制限が可能になった為待ち時間
の改善が見込まれる。HP での予約等の閲覧は検討中である。【結
論】壁や天井の汚れが気になる。トイレの洋式の数を増やしてほし
い。寒い。については既に改善を行った為、満足度は向上している
と考えられる。女性日を設けてほしい。との意見に関しては受診人
数が集まらない等の課題があり、建設予定の新棟で隔離された女性
フロアーとして対応する予定である。喫茶のメニューに関しても、
現在の喫茶室は狭く収用人数が限られるため新棟で対応していきた
い。医師やスタッフの対応についてはアンケート内容を見せるなど
して改善傾向にあるが短期の医師やスタッフもいる為今後の課題で
ある。今後もアンケート・意見等などを参考に、顧客満足度向上に
取り組んでいきたい。

C-2-15
インカムとiPadを使用したシステムの構築
医療法人成春会　花輪クリニック

○神
かんだ

田　淑
よしえ

江 伴野　昌厚 鈴木　聡明 宮田 あかね 
金子　義晴 田村　彰彦 木下　雅雄 大竹　良知 
鈴木 千賀子 宗林　祐史

【はじめに】当クリニックはバーコードを使用した個人認証管理を導入
する事で全ての検査結果のオンライン入力を実現しており又受診様の各
検査案内は未検査チェック及び進捗管理をシステムにて確認しながら各
スタッフが行なってましたが今回インカム・iPad を使用したシステム
を構築したので報告します。

【問題と対策】
・当クリニックの受診者の回し方はシステムの進捗状況を確認しなが
ら、受診ファイルを使用し誘導しているのでファイルの所在確認が難し
く進捗管理も検査担当者の裁量に任されるので安定しない。（対策）iPad
を使用したシステムの構築　
・スタッフ間のコミュニケーションが取れないため必要情報が把握でき
ず情報が伝えられない。（対策）各部インカムを使用し情報の共有をす
る

【導入に対する懸念】インカムに関して
・常に耳元から情報が流れているので検査に集中できず邪魔にならない
か
・そもそも必要か電話で良いのでは
・必要な情報以外聞きたくない
IPad に関して
・年長者に使用できるのか
・システムダウン時の対応は大丈夫か

【使用してみて】・インカム使用時最初は気になったけれども慣れた
・必要情報が共有できかなり便利になった。
・緊急時に医師他スタッフ招集が的確にできる。
・iPad の操作もすべての年代の受診者様がほとんど問題なく使用でき
た
・各検査の混み具合も加味した進捗管理ができるので回し方が安定した
・検査後すぐに検査結果（過去比較含む）の確認が出来るので受診者様
のサービスが向上した

【結語】インカムはスタッフ間のコミュニケーションを図るために現在
手放せなくなっておりかなり事務的な効率が上がった現在は全ての現場
スタッフが私用している。IPad をしようした誘導システムを使用する
事で待ち時間が安定しクレームが減少した今後もインカム・iPad を使
用したシステム精度をあげ受診者サービスの向上に努めていきたい。　

C-2-14
受診者意識調査からみる今後の課題
社会福祉法人恩賜財団　済生会支部　福井県済生会病院　健診センター

○吉
よしだ

田　文
ふみえ

恵 平沼　貴宏 山田　麻子 中村 幸太郎 
生垣　　正 久田 あずさ 藤澤　克憲 岡藤　和博

【目的】当健診センターでは、毎年受診者満足度をはかる為、一定
期間アンケート調査を実施している。2019 年度は「健診後の受診者
の意識」の項目を新たに設け、受診後のサービスの向上を図った。

【対象】9 月 14 日間の半日・1 日・2 日ドック受診者 591 名。回答者
458 名、回答率 77％であった。

【内容】（1）検査結果の活用（2）精密検査受診の有無、また受診の
有無の理由を選択式、自由記述方式で回答。

【結果および考察】（1）結果の活用では約 6 割が健診結果を自身で
保管し経年的に比較していた。かかりつけ医に持参し診療の参考に
した、会社に提出との回答も多く、結果の有効活用がなされている
ことが判明した。（2）回答者における精密検査受診の有無は、受診
7 未受診 3 の割合比率であった。ドック種別では、診察・指導があ
る 1 日・2 日ドックでは未受診率が 3 割であるのに対し、診察・指
導がない半日ドックでは 4 割であり、診察・指導の有無によって 1
割もの差があることが判明した。精密検査未受診の理由では、受診
の方法がわからなかったとの回答があり、診察・指導がない半日
ドック受診者の精密検査受診フォロー体制の強化が課題として浮か
び上がった。当センターのフォローアップ体制は受診後 3ヶ月、6ヶ
月の 2 回、対象者に受診勧奨案内を郵送していた。2020 年 4 月より
健診システムの入替えにより、健診結果と同時に精密検査の受診科
がフォローアップ用紙に印字されることとなり、ファーストコンタ
クトでの受診勧奨強化を行った。

【結語】受診者の声をフィードバックし、受診者の立場にたった業
務改善を行うことで、受診者の健康に寄与できると考える。今後も
フォローアップ体制の充実を図っていきたい。

C-2-13
人間ドック受診者へのアンケート結果報告　～顧客満足度
調査を実施して～
静岡済生会総合病院　健康管理センター

○石
いしかわ

川　志
し ほ

保 小林　美枝

【はじめに】2017 年のシステム更新で進捗管理と自動入力が可能と
なるが健診項目増加による確認や受診者数増加により健診時の待ち
時間が増えた。その為顧客満足度調査を行い見直した業務を報告す
る【目的】満足度調査から当センターの評価を知る【目標】評価か
ら業務を見直す【方法】2019 年 12 月～2020 年 1 月ドックを受けた
202 名に独自作成の用紙（無記名自記式）で性別年齢利用回数郵送
資料のわかりやすさを調査。各検査毎職員対応とプライバシーの評
価、待ち時間について満足、ほぼ満足、普通、やや不満、不満の 5
段階選択法で実施。説明がわかりにくい、待ち時間が長いものを設
問。自由記載欄を設けた。【結果】回収率 83％。男性 70％女性 30％。
年齢 20～80 歳代。受診回数 2 回以上 76％。郵送資料がわかりにく
い 7％。職員対応は 90％が満足。診察、視力、問診、超音波、乳が
ん検査、健康相談、プライバシーは 1～8％が不満。受付、視力、問
診、超音波、胃部検査、肺機能、診察の説明がわかりにくいが 1～
2％回答。待ち時間は血圧、胃カメラ、超音波、乳がん診察、子宮
がん検診、診察、胃透視、眼底眼圧、心電図、動脈硬化、骨密度、
結果説明、MRI は 1~4％が長い。自由記載に検査棟移動、接遇、検
査技術、滞在時間の質問があり、健診予定表の事前送付や関連職種
による回答を冊子に掲載し待合室に設置した。【考察】職員対応は
概ね満足とある。76％の再来院者は接遇や対応の良さ、改善された
環境、専門性技術、正確さを総合的に評価し再利用に結びつけてい
ると考え、蜜畑らの先行研究が示す受診者の継続意思要因である接
遇、設備、受診回数に一致する。頂いた意見は必ず正しいものでは
ない。鶴田は「病院に於いては安全な医療の提供が至上命令である」
とあり安全管理を考慮した対応も必要である。【結論】自由記述の
分析で規定項目の満足度調査ではみえない有意義な結果が出された。
多職種での情報共有が改善によりよいものとなる。
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C-2-20
待ち時間短縮をはかるための当院の取り組み後の評価
医療法人　JR 広島病院

○栗
くりす

栖　貴
たかこ

子 野村　秀一 田中 美和子 土橋　彩加

【目的】前回、当センターが取り組んだ一定受付時間から腹部超音
波検査を中心とした段階的受付時間への変更、腹部超音波検査の稼
働率をもとにスタッフの役割を変更し検査の滞りや空き時間を軽減
することで待ち時間短縮が短縮された事を報告した。本研究の目的
は待ち時間の短縮が満足度の向上につながったかどうかを毎年行っ
ている満足度調査結果を用いて検討することである。

【 方 法 】201810/2～ 10/13　2019/10/12～ 10/23　2020/12/16～
2021/1/21 の期間で受診者へアンケートを配布し調査を行った。ア
ンケートは選択記述式で行い待ち時間に対する満足度を 5 点満点で

〈満足・やや満足・どちらともいえない・やや不満・不満〉点数化
し、総合満足度として 100 点満点で点数化した。待ち時間短縮の取
り組み前後の満足度の比較は mann-whitney　U 検定を用いて行っ
た。

【結果】総合満足度は待ち時間短縮前は、平均点 90.7 点メディアン
90 点待ち時間短縮後も平均点 91.6 点メディアン 95 点であった。Ｐ
＝ 0.145 と有意差が認められなかった。また待ち時間に対する満足
度については待ち時間短縮前平均点 3.72 点、メディアン 4 点、待ち
時間短縮後平均点 4.06 点、メディアン 4 点であったがＰ＝ 0.000104
と有意差が認められた。

【まとめ】待ち時間に対する取り組みにより待ち時間は最大 54 分か
ら５分と大幅に軽減することができ、待ち時間に対する満足度の向
上がみられた。しかし総合的な満足度には有意差は認められなかっ
た。その他のアンケート調査の項目にて駐車場の利便性や館内案内
表示、検査着やスリッパなどのアメニティー対する評価がいずれも
横ばいや低下傾向にあった。今後満足度の向上に向け取り組むべき
課題である。

C-2-19
人間ドック当日結果説明の受診率向上への取り組みと課題
医療法人財団　立川中央病院　附属健康クリニック 1 
医療法人財団　立川中央病院 2

○田
たなか

中　由
ゆ き

紀1 川上　淑子1 大原 くるみ1 根津　紗織1 
舟津　美月1 中村　幸子1 泉　　浩之1 坂井　春男1 
木村　政人2

【目的】人間ドック・一泊ドックの受診後の当日結果説明受診率向
上及び、今後の課題を検討する。【対象】２０１７年２月から２０１９
年２月までの当クリニック受診された人間ドックと一泊ドック受診
者４２，６８８名を対象とし当日結果説明の受診率を比較した。【方
法】２０１８年３までの当クリニックにおける当日結果説明は１０
時開始で医師の１診体制であったが、２０１８年４月からは９時半
開始とし、医師２診体制とした。また、２０１９年の結果参照シス
テム「ＳＴＥＬＬＡＲ」の導入により当日結果説明内容に検査値の
継時変化および胸部Ｘ線や心電図などを追加し説明内容の充実を
図った。同時に結果説明の案内方法の工夫や、待合スペースの環境
を整えより待ち時間を感じさせないような取り組みも行った。体制
の改善時期を境とした前後三年間の対象者の受診率の推移を調査し
た。【結果】結果説明受診率は２０１７年の平均６０％台から体制
変更後の翌年以降には８０％以上になった。その後受診率は上昇を
続け２０１９年～２０２０年２月までは８６，５％の受診率となっ
た。【考察】医師からの直接の結果説明面談をもとに意見交換する
ことで受診者は具体的な生活改善や精査受診への意欲が高まると思
われる。すなわち、来院した検査当日に結果説明を行うことは健康
診断本来の目的を果たすためには極めて有効と思われる。今回、飛
躍的に受診率が向上した要因は、検査終了後結果説明までの待ち時
間短縮と医師増員であるが、さらに結果説明の案内方法や環境整備
での工夫も大切な因子と考えられた。今後、受診者にとって、結果
説明をより有意義にするため、説明内容の吟味・資料の併用・画像
説明の拡大など、健診後の受診者行動変容に寄与できる工夫を検討
していきたい。

C-2-18
人間ドック受診者に対する健康支援教室の取り組み
黒沢病院附属ヘルスパーククリニック　高崎健康管理センター 1 
黒沢病院　統括技術室 2 
黒沢病院附属ヘルスパーククリニック　内科・高崎健康管理センター長 3 
医療法人社団美心会　黒沢病院　理事長 4

○三
み わ

輪 千
ち よ え

代枝1 井戸谷　恵1 根岸　光雄1 白井　徳夫1 
三輪　篤史2 矢島　義昭3 黒澤　　功4

【背景・目的】当院高崎健康管理センターでは人間ドック受診者を
対象に、健康増進に向けた意識を高め、検査内容や健康・医療の知
識を深めて人間ドックを継続的に受診していただくための講座とし
て、健康支援教室を１９９８年より毎年１回開催している。内容は、
１．当院理事長による健康寿命延伸に関する講演、２．当院医師に
よる特定の疾患やその診療をテーマとした講演、３．当院薬剤師や
保健師による薬や保健指導に関する講演、４．運動療法士による体
幹や姿勢を正す運動の紹介、などを３～４時間かけて実施し、２．
のテーマは前年の本教室参加者のアンケート結果を参考に決めてい
る。年々参加希望者が増加し２０１９年は１０００名（内、８６０
名が実際に参加）となったことから、本教室の意義について考察し
た。【方法】２０１９年の本教室について、案内を出した方（２０１８
年の当院ドック受診者）の内、参加希望者（A 群）と非希望者（B
群）の本教室開催後 1 年間における当院ドック受診率と年齢層を調
べ、また参加者によるアンケート結果を集計した。【結果】A 群は
B 群と比較して当院ドック受診率が有意に高かった。また A 群の年
齢層は６０代以上が過半数を占め、６０代以降が減少する B 群およ
びドック・健診受診者群の年齢層とは大きく異なっていた。参加者
の約半数がアンケート回答し、その内の「よく理解できた」「ほぼ
理解できた」が９６％、また「健康管理に役立つ知識や印象に残っ
た内容があった」が８８％であった。【考察】定年により企業等か
ら補助金が出なくなり、ドック受診率が低下する一方で疾病罹患率
が増加する年代の方々に対して、この健康支援教室は健康意識や医
療・ドック関連知識を高め、ドック受診率減少を抑制する効果が期
待できると考えられる。

C-2-17
当院受診者に対する健康講座の運営
医療法人大宮シティクリニック

○根
ねもと

本　　梓
あずさ

 南八重 久美 高橋　麻美 青柳　好美 
栗本 三枝子 橋西 真由美 中川　　良 森山　　優 
中川　一美 中川　高志

【目的】当院では健康情報発信のため、2011 年から健康講座（当時
は栄養教室）を開始した。2019 年度までに 15,291 名が参加。本報
告では、各年で健康講座の内容・参加者数・理解度の推移を調べる
ことでその重要性を明らかにし、より良い方法を検討した。【方法】
健康講座の参加者を対象に、題材ごとの参加人数・ドック受診者全
体との割合・男女比・理解度の推移を解析し、各年での取り組みが
どのように影響したかを調べた。【結果】題材は、2011 年度「肥満
予防の食生活」、2012 年度「自身の食生活を振り返る」、2013 年度

「バランスの良い食事の仕方・お弁当活用術」、2014~2015 年度（2
年間実施）「メタボリックシンドロームの予防」、2016~2017 年度（2
年間実施）「ロコモティブシンドロームの予防」、2018 年度「誤嚥性
肺炎予防のためのトレーニング」、2019 年度「健口生活（口の機能
を維持・向上するためのトレーニング）」とした。参加人数は、各
年で 2,528 名（ドック受診者の 8.9％）、2,272 名（6.5％）、1,208 名

（5.5％）、1,724 名（3.0％）、1,762 名（2.7％）、3,600 名（10.2％）、2,197
名（7.8％）であった。男女比はドック受診者では平均 3：2 だが、
健康講座参加者では 1：1.1~1.4 であり女性の参加が多かった。参加
人数については、開始時間を検討することで大幅に増加させること
が出来た。またアンケート調査による健康講座の理解度は、92.5％
が「良く分かった」と回答し概ね良好だった。題材ごとに画像を用
いた指導や、実際に一緒に体操をするなど体験を内容に加えること
でより理解度が改善された。【結語】健康講座は、情報発信の場と
して十分に機能していることがわかった。今後も参加者がより理解
を深めるために具体的なスライドや資料を作り、受け身ではなく体
験を交えた講座を行っていくことが大切である。　
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C-2-24
人間ドックオプション検査　受診状況の実状
－質･サービス向上側面、経営的側面への基礎資料－
亀田メディカルセンター幕張 1 
元山形県立保健医療大学 2

○岡
おかだ

田　　実
みのる

1 島本　武嗣1 西川　理恵1 古川 千津子1 
森　　里江1 和田　亮一1 光島　　徹1 前田　　隆2

【目的】人間ドック健診施設機能評価は、質を担保する制度として
全国 383 施設が認定されている。一方、経営面にも注力するする必
要がある。ドック料金は任意で定めているが、収入増加には受診者
数と単価増加が不可欠である。単価の増加のためには意義のあるオ
プション検査項目を提案していく必要がある。本年度はコロナ禍で
スタートし、経営的に大きな影響がある中、方向性を見定めるため、
オプション検査受診実状を把握することを目的とする。なお、当施
設は 1990 年 10 月開院 30 年目にあたる。【対象および方法】2019 年
度人間ドック受診者 22,018 名（男：12,620 名、53.7 歳、女：9,398
名、52.7 歳、全体経年受診率 88.0％）を対象とし、主要なオプショ
ン検査の男女別受診率を算出した。【結果】1. 上部消化管 ( 胃部 ) 内
視鏡検査：とりわけ胃部内視鏡検査は、設立当初から “ 安楽 ”“ 安
全 ” を追求し続け、また質の高い検査は内視鏡というイメージが受
診者に周知され、男性 69.1％、女性 62.0％。2. 大腸内視鏡 ：開院時
標準挿入法の開発発展に寄与し、男性 15.5％、女性 5.3％。3. 脳画像
検査 (MR) ：2 世代目 1.5T を導入、未破裂脳動脈瘤外来でフォロー
アップ。男性 11.2％、女性 8.3％。4. 胃がんリスク検査（ﾋﾟﾛﾘ菌・
ﾍﾟﾌﾟｼﾉｹﾞﾝ）：無料で実施した時期を経て、男性 5.8％、女性 4.4％。
5. 肺がん検診（CT）：肺がん検診センターを設立し、喫煙者に限っ
ても、男性 13.3％、女性 6.3％と低迷。6. 乳がん検診（CT）：開院時
より画像検査 2 法（マンモグラフィ、超音波）を推進し、女性 72.0％。
7. 子宮がん検診（CT）：経腟エコー、頸部細胞診法で実施、女性
65.2％。7. その他：会場で発表
【考察】今後は、遺伝子や血液、尿でのリスクチェック等様々な開
発が予想される。またコロナ関連のオプション検査も、参入してい
くことは確実である。経営的寄与もさることながら、受診者にとっ
て意義のあるオプション検査を積極的に導入準備していくことを推
進したい。

C-2-23
施設拡張に伴う段階受付の導入
医療法人財団明理会　千葉ロイヤルクリニック

○菅
すがわら

原　成
なるみ

美 中塚　俊明 斉藤　　彩 塩野谷　麗 
高橋　拓也

【目的】2019 年度の施設拡張による受診者増加に伴い、これまでの
同一時間帯内に全受診者を受け入れ、受付を行っていたことにより
生じた待ち時間の問題を改善し、より効率的な受付業務を行うこと
を目的に段階受付の体制を構築し導入した。

【方法】拡張工事を行い受診者数が増加すると、受付時の導線の混
雑緩和、待ち時間短縮の検討が必要であり、受診者へのホスピタリ
ティ向上もこれまで以上に考えなければならない。その為、受診者
の受付時間を 8 時～10 時の中で段階的に分けることとし、30 分毎
に、(1-1)8：00-8：30／12 人（胃内視鏡受診者）、(1-2)8：00-8：30／
28 人（胃内視鏡受診者以外）、(2)8：30-9：00／30 人、(3)9：00-9：
30／30 人、(4)9：30-10：00／10 人の分散した受け入れの予約システ
ムを構築した。

【結果】従来の受付方法では、受付時間帯内での早い時間帯に受診
者の到着が集中してしまい、受付フロアの混雑具合が時間帯により
偏っていた。段階受付導入後は、今までよりも大幅に受診者の待ち
時間短縮に成功し、受付フロアにゆとりが生まれ、人が密集するこ
とを防ぐことができた。更に健診所要時間の短縮と、快適な待合場
所の維持ができ、受診者サービスの向上に繋がった。

【考察】4 段階の段階受付を導入したが、指定以外の受付時間帯に来
院される受診者に対しては、来院した時間にそのまま受け入れ・受
付をし、検査へ案内をしている状況である。今後、指定時間帯での
受付を徹底しなければ、来院人数にばらつきが生じ、人数のバラン
スが崩れてしまうことが考えられる。それを防ぐためにも、受付時
間の広報の仕方や、指定以外の時間帯受付の対応を検討する必要が
ある。

C-2-22
発泡剤の服用方法を変えることによる受診者負担軽減につ
いての検討
新赤坂クリニック　放射線科 1 
新赤坂クリニック　医局 2 
横浜北幸クリニック　放射線科 3 
横浜北幸クリニック　医局 4

○飯
いいづか

塚　明
あきひさ

久1 高橋 直太郎1 大野　敦司1 青木　晴実3 
松村　和典1 中村　恭子2 親松　忠行4 松木　隆央2

【背景・目的】胃部Ｘ線検査では通常発泡剤を先に口に含んだ後、水
またはバリウム希釈液にて発泡剤を飲む手順となっているが、発泡
剤の粉をスムーズに飲み込めないときは、むせてしまったり、吐き
出してしまうことも起こりえる。これにより、受診者が検査へのス
トレスやプレッシャーを感じてしまい、スムーズに検査を受けるこ
とが出来なくなってしまう。しかし、人によっては薬の飲み方に違
いがある事に着目し、発泡剤の服用方法を変えることによって受診
者負担を軽減し、検査を受ける事が出来るかを検討した。【対象】
2020 年 2 月 1 日から 3 月 31 日の 2ヶ月間に当院の人間ドック受診
者の胃部Ｘ線検査を受けた 1320 名のうち 290 名を対象とした。【方
法】粉薬の服用方法において、先に水を含み、その後に粉薬を入れ
て飲む方法を A。次に、先に粉薬を含み、その後に水を入れて飲む
方法を B。これを検査開始前にイラストを用いて確認し、A の方法
を選択した 290 名に検査終了後、今回の発泡剤の服用方法について、
３段階評価（飲みやすかった○　かわらない△　飲みにくかった×）
を使って評価した。【結果】飲みやすかった○は 156 件で 53.8％　か
わらない△は 104 件で 35.9％　飲みにくかった×は 30 件で 10.3％
であった。【考察】服用方法を普段どおりの粉薬の飲み方にするこ
とにより、多くの受診者が楽に検査を受けることが出来た。これは、
飲み慣れた方法ですばやく発泡剤を飲むことができ、落ち着いて検
査を続けることが可能となった。×評価のものは、粉薬の量に比べ
発泡剤の量が多い為に、飲みにくかったことが原因の一因と考える。

C-2-21
マンモグラフィ受診者への実態調査と撮影時における取組
み～サービス向上を目指して～
公益財団法人　加古川総合保健センター

○宮
みやざき

崎　奈
な み

美 佐々木 静香 片山　香菜 中島 里緒菜 
山口　博司 小西　久子 福田　　裕 宇高　　功 
石原　敬康

【目的】マンモグラフィ撮影時において、圧迫に伴う痛みは周知の
事実ではあるが、初めて受診される方への説明を、検査履歴有りの
方よりもさらに丁寧におこなうことによって不安を取り除くことが
できるかどうかを検証した。またマンモグラフィ受診者へ、検査実
施前と検査実施後のアンケートを実施し、今後のサービス向上につ
なげるための効果的なアプローチ法を検討することとした。【対象
と方法】令和１年 10 月～令和２年１月に 1 日人間ドック・2 時間人
間ドックのマンモグラフィ検査を受診した 308 名に対し、アンケー
ト調査をおこなった。マンモグラフィ検査について、検査履歴の有
無・間隔・受診のきっかけなどの項目、視触診に関する項目、デン
スブレストに関する項目、乳がんに対する知識についての項目等 11
問をマンモグラフィ検査前に実施した。初めてマンモグラフィを受
ける受診者に対し、検査に伴う痛みの度合い・圧迫が必要な理由・
圧迫される回数や時間・痛みを感じた場合の対応等、具体的な説明
をおこなった。マンモグラフィ検査後に今後の受診動機に関する項
目等８問を実施し、回収したアンケート結果について分析をおこ
なった。【結果】マンモグラフィ検診は「毎年受診している」が 70％
を超えていた。そのうちはじめての受診者は約 3％であり、説明を
丁寧におこなった結果、「痛いけど我慢できる」「検査中に不安に思
うことや不快に思うことはなかった」という評価をうけた。時間を
かけてコミュニケーションをとることで有効な検査協力と不安除去
の効果を得られることが確認された。デンスブレストに対する関心
は高かったが、「知りたくない」という受診者も０ではなく、情報
を与えることだけが必要とされないことも示唆された。発表ではデ
ンスブレストに関する説明を追加したことによる受診者の反応につ
いてもまとめる。ニーズを踏まえ、今後の受診者サービス向上につ
ながる改善に、この調査を活用していきたい。
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C-2-28
当協会の特定保健指導プログラム参加者の居住地の傾向に
ついて
一般財団法人健康医学協会　東都クリニック 1 
学校法人青淵学園　東都大学　幕張ヒューマンケア学部　看護学科 2 
NPO 法人生体機能探査推進機構 3

石
いしばし

橋　哲
てつお

夫1 ○清川　拓馬1,2,3

【目的】当協会に所属する東都クリニック及び霞が関ビル診療所に
おいて、2008 年度から 2018 年度に実施した特定保健指導の参加者
の居住地の傾向について、調査を行った。【研究方法】2008 年度か
ら 2018 度に当協会所属の施設で特定保健指導を実施したものを対
象とし、特定保健指導時の情報をもとに、当協会の特定保健指導参
加者を北関東、埼玉県、千葉県、神奈川県、東京都（23 区別）、関
東以外で分類し、それぞれの地域で積極的支援と動機づけ支援の件
数を比較した。【倫理的配慮】本研究は、当施設で倫理的に問題が
ないか審査され承認を得て行われた。また、データ等の保管は当施
設内の 付の棚で行っている。データの使用については、健診時及
び特定保健指導初回実施時に配布する書面に明記し、その旨を口頭
で周知している。【結果】全体としては、動機づけの件数が多かっ
たが、地域別では、当協会から離れた地域のほうが、比較的件数が
多かった。近郊の地域では、あまり支援での件数に差はなかった。

【考察】地域的な差から、参加者の居住地に大きな差はみられなかっ
たが、当協会から離れたほうが、動機づけ支援が多くなる傾向がみ
られた。積極的支援では、支援回数が多く、来所をしてもらうこと
もあるため、プログラムの参加を控えてしまった可能性が示唆され
た。今後、遠方でも利用できるようプログラムを改善することが求
められると考えられる。

C-2-27
乳がん検診　二次検査における「お声かけ」の有用性
医療法人社団　石鎚会　田辺中央病院　健康管理課 1 
医療法人社団　石鎚会　田辺中央病院　消化器内科 2

○野
のむら

村　千
ちひろ

裕1 福田 新一郎2 大村　千早1 多　香奈枝1

[ 目的 ] 乳がん検診の結果説明後、速やかに二次検査の案内を行い、
当日受診又は後日予約を推奨することで未受診者を防ぐ。また当日
にお声かけ・スムーズなご案内を行うことで受診者の不安な気持ち
とその期間を軽減する。[ 対象 ] 期間：2018 年 4 月～2019 年 2 月　対
象者：市民検診受診者 2427 名、健康診断オプション検査受診者 4053
名　計 6480 名 [ 方法 ] クラークが当日受診の推奨をお声かけにより
行い、検査の手続きから案内まで行う。またインカムを使用して各
階クラークからの情報を集約し、スムーズな受診をサポートする。
[ 結果 ] 要精密検査対象者は 248 名で、その 83％にあたる 205 名が
当院で二次検査を受診された。当日受診が 158 名、後日来院が 47
名であった。また受診者で癌と診断されたのは 13 名、うち 11 名が
当日二次検査を受診された。癌の診断を要した期間は 14 日以内が
最も多く、検診から治療開始までの期間は 26 日となった。[ 考察 ] 
通常検査結果が約 28 日後に手元に届き、二次検査を受診されるま
で 30 日、その後針生検・マンモグラフィの再撮影や超音波等の検
査を含めると、検診から治療開始まで 56 日間要していると考えら
れる。しかし当センターが実施している二次検査推奨方法により、
一次検査受診から治療までが最短 26 日で開始することができ、通
常より 30 日短縮することが可能であった。[ 結語 ] 今回の調査でク
ラークによる「お声かけ」の二次検査の推奨は有用であることが
解った。今後は更に多くの受診者が早い段階で二次検査を受診して
頂けるように、新たな二次検査推奨方法を検討していきたい。

C-2-26
当法人におけるプレミアムドックの取り組み
社会医療法人黎明会　健診センター・キタデ

○大
おおぐわ

鍬　京
きょうこ

子 野村　典子 籔内　直樹

当センターでは 2016 年からより上質な人間ドックの提供を目指し、
プレミアムドックの実施を開始した。初年度はトライアル期間も含
め 9 件に留まったが、以降専門部署を立ち上げ、検査内容やオプ
ション検査の充実、営業・広報活動に注力し、2017 年に 34 件、2018
年に 55 件と件数を伸ばしている。専属スタッフが予約から受診、さ
らには精密検査や治療のフォローまで細やかな対応を行い、顧客へ
のトータルヘルスサポートを目指している。その結果アンケートで
の満足度も 91.7% と、高評価をいただいている。今回は当法人にお
けるプレミアムドックの取組みについて報告する。【取組み】　○検
査内容の充実…基本の人間ドックに頭部 MRI、胸腹部 CT、動脈硬
化などを追加。2017 年からは大腸内視鏡も実施。さらに、2020 年
からは有所見者の精査結果を受けてシスタチン C や心エコーを追
加。健保組合の補助受給を可能に。○プライバシー保護…健診セン
ターではなく、病院に専用の VIP ルームを設置し、ゆったりと気兼
ねなく受診できる。○待ち時間削減…専用の VIP ルームを病院の検
査フロア中心部に設置したことにより、各検査への動線が短くなり、
専任スタッフが Dr. および検査スタッフとのタイムリーな調整をす
ることで、待ち時間の削減ができた。○希望予約の実現…病院の協
力のもと、専任営業スタッフが希望日時、希望検査を可能な限り実
現。○アフターフォローの充実…精密検査や治療への積極的な受診
勧奨、及び医療機関の紹介や予約の手配などの検査後のアフター
フォローを専属スタッフが実施。来年度受診へのアプローチや検査
内容の提案も行う。○販路の拡充…各種団体に入会し、営業強化。
また法人向けの会員制を導入し、検査費用の積立や特別サービスを
充実させる。【課題】会員制を軌道にのせ、アンケートで多かった
アメニティ・食事のさらなる充実を図り満足度向上をめざす。また
受診勧奨体制を強化し、法人への収益につなげたい。

C-2-25
待ち時間短縮への取り組み
市立横手病院　健康管理センター

○古
こせき

関 亜
あ や こ

矢子 船岡　正人 松浦　喜美 村田　菜緒 
和賀　夏美

【目的】当センターは病院併設型で、外来の状況により胃内視鏡検
査の待ち時間が変動するという問題があった。これへの取り組みと
して、2018 年より受付時間を二部構成とし、一部受付は胃内視鏡検
査優先 3 名と日帰りドックの健診者、二部受付はそれ以外の健診者
とした。その結果、待ち時間短縮につながったので報告する。

【方法】胃内視鏡検査案内までの待ち時間（直前の検査終了から胃
内視鏡検査案内までの時間差）を調査した。その結果を 2016 年（取
り組み前）および 2018 年・2020 年（取り組み後）で比較した。

【結果】胃内視鏡検査案内までの待ち時間の平均は、2016 年 33.02
分、2018 年 17.66 分、2020 年 21.64 分であり、取り組み後の 2018 年
は短縮したが 2020 年再び延長傾向であった。受付二部構成にした
ことで、一部受付は 2018 年 16.15 分、2020 年 18.31 分、二部受付は
2018 年 24.42 分、2020 年 42.11 分であり、一部受付より二部受付の
方が待ち時間が長かった。さらに主コース別での平均は、日帰り
ドックでは 2016 年 28.17 分、2018 年 26.40 分、2020 年 20.84 分、社
保では 2016 年 39.28 分、2018 年 9.51 分、2020 年 22.22 分、定期健
康診断では 2016 年 26.27 分、2018 年 19.27 分、2020 年 18.50 分であ
り、いずれも取り組み後は短縮した。

【考察】胃内視鏡検査優先枠を設けたことで待ち時間短縮へとつな
がった。また従来までの受付方法は、同時刻に受付していたことで
検査までの待ち時間が生じていたが、二部構成にすることで不要な
時間の分散へとつながった。しかし 2020 年の延長結果に関しては、
二部受付の健診者が早めに来院し受付したことが要因と考えられる。
今後、健診者の案内に対しても待ち時間短縮となる取り組みを理解
していただく表記工夫が必要と考えられる。
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C-3-04
生活習慣項目における受診6か月後の再検査に対する意識
調査
社会福祉法人　恩賜財団　大阪府済生会　富田林病院　健康推進課

○鈴
すずき

木　佐
さ わ

和 堂園　圭子

【はじめに】当施設では、人間ドック受診者を対象に生活習慣病項
目における受診 6 か月後の再検査の受診勧奨を行っているが、受診
率がＨ 29 年度において、血圧 10.8％、脂質異常 4.2％、血糖 21.4％
と低い現状がある。そこで、受診 6 か月後の再検査に対する意識を
明らかにする。【方法】対象は、血圧・脂質・血糖いずれかにおい
て要経過観察と判定された者 85 名で、すべて治療中の者は除外。期
間は令和元年 9 月∽ 10 月で、属性・再検査の意識に関する 10 項目
の質問紙を独自に作成し、受診 6 か月後に郵送、返信用封筒にて回
収。分析方法は、属性と再検査受診に対する意識の記述統計を行っ
た。本研究は、院内看護部倫理審査会の承認を得た。【結果】24 名
より回収（回収率 28％）。再検査の必要性を感じている者が約 60.0％。
再検査受診の判断理由は、60 歳以上では、食事や運動に気を付けて
いるとの回答が 55.5％、30 ∽ 50 代では、自覚症状がないとの回答
が 50.0％であった。再検査を受けやすい状況は、おしらせが欲しい
との回答が 60 歳以上では 40.0％、30 ∽ 50 歳代では 50.0％であり、
当施設で受けられるとの回答が 60 歳以上では 35.0％、30 ∽ 50 歳代
では 50.0％であった。受診直後と 6 か月後を比較した再検査受診へ
の意欲はいずれも高い傾向があったが、 受診 6 か月後には「とても
ある」が減り、「ややある」「ない」の回答が増えた。【考察】再検
査の必要性を感じている受診者が多く、60 歳以上では再検査を受け
る理由の回答が多かったが、30 ∽ 50 歳代では受けない理由の回答
が多いことから健康意識が低い傾向にある。また、受診 6 か月後の
意欲は低下傾向にあり、時間経過とともに意識が薄れることがうか
がえる。今後は再検査の受診勧奨に加え、受診者の要望に応じた医
療機関体制を整え、意欲の低い受診者に働きかけることが課題であ
る。

C-3-03
便潜血陽性者に対する受診勧奨－症例を通じて考える－
医療法人花仁会　秩父病院　内科 1 
医療法人花仁会　秩父病院　外科 2

○黒
くろさわ

澤 奈
な み え

美江1 平原　和紀1 福田　千晶1 大野　哲郎2 
福田 千衣里1 山田　正己2 坂井　謙一1 花輪　峰夫2

【目的】便潜血要精査と判定された受診者の精査受診までの期間，精
査方法，結果を調査．受診まで長期を要した例を中心に検討し “ 誰 ” 
に “ どのように ” 受診勧奨すべきかを探る．
【対象・方法】2017 年度に当院健康管理センターで便潜血検診を受
けた 3,855 例のうち要精査と判定された 208 例 ( 陽性率 5.4％) を対
象として医療機関から返送された調査票などを基に検討した．
【結果】半数以上の症例が 2ヵ月未満で受診していた．その後受診者
数は急激に減少するが 6ヵ月後の手紙による受診勧奨により増加に
転じた．10ヵ月を超えても 12 例が受診していた．そのうち 8 例は
翌年度以降の便潜血再度陽性指摘を契機とした 3 例は症状出現によ
る受診であった．精査の結果，大腸癌が 7 例（要精査者の 3.4％）に
認められた．このなかには 6ヵ月後の手紙による受診勧奨を受けた
症例が 3 例含まれていた．その 3 例を提示する．【症例 1】30 歳代
後半女性 直腸癌 stage I 　7ヵ月後に受診．手紙による受診勧奨が
有効であった．【症例 2】60 歳代前半男性 直腸癌 stage I 　26ヵ月
後かかりつけ医に精査を勧められ受診．かかりつけ医の受診勧奨が
有効であった．【症例 3】50 歳代後半男性 直腸癌 stage IIIb 　3 年
連続の便潜血陽性を受けて受診．この症例に対してどのように受診
勧奨すべきであったのであろうか．
【考察】手紙やかかりつけ医による受診勧奨は有用ではあるが限界
もある．医師のみでなく多職種から個別にアプローチする．“ 精査
まで含め ” 大腸癌検診であるということ及び無症状でも大腸癌が発
見され，早期であれば “ 治癒しうる疾患 ” であることを啓発してい
く活動が必要と考えられた．
【まとめ】無症状の症例にこそ便潜血検診の意義がある．初回の便
潜血要精査指摘後の速やかな精査に繋げるためには，検診担当医の
みでなく，かかりつけ医，産業医，保健師・看護師，行政など多職
種からの複合的アプローチによる受診勧奨が重要と考えられる．

C-3-02
充実型浸潤性乳管癌との鑑別にドック当日施行した穿刺吸
引細胞診検査が有効であった乳腺濃縮嚢胞の一例
JA 熊本厚生連　健康管理センター

○粟
あわづ

津 雄
ゆういちろう

一郎

【はじめに】乳房超音波検査にて充実型浸潤性乳管癌と濃縮嚢胞は
共に、比較的境界明瞭で縦横比の高い、完全に無エコーではないが
内部エコーレベルの低い円形腫瘤として描出されるという類似した
特徴を持つ。よって、超音波検査のみでは両者の鑑別が困難な症例
に遭遇することはまれではない。今回人間ドック時の乳房超音波検
査にて乳腺内に充実型浸潤性乳管癌を完全には否定しづらい腫瘤影
を認め、同日施行した穿刺吸引針細胞診にて濃縮嚢胞と確定診断で
きた症例を経験したので報告する。【症例】49 歳女性、マンモグラ
フィはカテゴリー1。超音波検査で左 C 区域に境界明瞭平滑で円形
～一部分葉状の 6mm 大の腫瘤影が描出された。ドプラでは血流認
めず断面によっては前縁高輝度弧状エコー( キャップ ) が存在する
ようにも見えたため乳腺濃縮嚢胞を疑ったが、悪性疾患の鑑別が望
ましいと考えられたため、本人と相談の上ドック当日に穿刺吸引針
細胞診を施行した。どろっとしたチーズ状の淡黄白色粘稠な液体が
吸引され、鏡検では乳腺細胞は認められず、濃縮嚢胞で矛盾しない
結果であった。年 1 回のドックによる経過観察とした。【結語】ドッ
ク当日に乳腺穿刺吸引針細胞診を実施することで、受診者に精査機
関を再受診させる負担を軽減できたのみならず、嚢胞を精査にしな
かったことにより、精査機関の負担軽減にも貢献できた。

C-3-01
パニック画像の設定と運用について
黒沢病院附属ヘルスパーククリニック　検査部 1 
黒沢病院附属ヘルスパーククリニック　内科 2 
黒沢病院附属ヘルスパーククリニック　放射線部 3 
黒沢病院附属ヘルスパーククリニック　健康管理センター 4 
黒沢病院附属ヘルスパーククリニック　理事長 5

○吉
よしだ

田 沙
さ や か

也香1 矢島　義昭2 松本　　健2 佐藤　武敏1 
見田　　尊3 井戸谷　恵4 黒澤　　功5

【目的】
人間ドック学会の健診施設機能評価 ver.4 では、“ 健診当日に医師によ
る検査結果の説明体制があること、画像結果についても説明を行うこ
とが望ましい ” とされているが、当院の健診体制では画像検査結果の
詳細を説明することは困難である。次善の策として当院では “ パニッ
ク画像 ” を設定して運用している。

【対象および方法】
パニック画像の定義は、「胃透視検査、腹部超音波検査、胸部レント
ゲン検査などにおいて担当技師が下記を疑った場合、1）悪性が疑わ
れる（2 次精検が必要な場合）2) 良性でも迅速な対応が必要とされる、
には速やかに医師と連絡をとり、併設のクリニックで異常所見につい
て説明後に、当日あるいは後日に精査の予約をとるものとした。

【症例提示】
パニック画像対応前の３例とパニック画像対応が有用であった１例を
提示する。症例 1）49 歳、男性、前年度の胃透視検査で D2 判定とさ
れていたが２次精検を受けず、翌年に腹部超音波検査で肝転移から診
断された進行胃癌症例。症例 2）53 歳、女性、腹部超音波検査にて胆
嚢腫瘍を指摘され D2 判定となったが、２次精検を受けなかった。2 年
後に受診の際に腫瘍サイズの増大を認めパニック画像対応をしたとこ
ろ胆嚢癌であった。症例 3）56 歳、男性、米国より一時帰国中に受診
し、腹部超音波検査にて左腎腫瘤の指摘があったがパニック画像対応
をしなかった。結果報告書は英訳されて米国へ送付され、現地で腎癌
の手術を受けた。症例 4）61 歳、男性、中国より一時帰国中に受診し、
腹部超音波検査にて径 22mm の高エコー腫瘤が認められたが、初出の
ためパニック画像対応とした。翌日の外来で造影 CT を施行し、大腸
癌の肝転移が疑われ、後日下部内視鏡検査で大腸癌と診断された。

【結論】
パニック画像対応は、確実な２次精検の実施につながり、確定診断ま
での時間を短縮し、受診者の不安の軽減をもたらす、健診システムで
ある。
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C-3-08
便潜血精密検査実施率向上にむけての提案
公益財団法人　SBS 静岡健康増進センター
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もちづき

月　　希
のぞみ

 

【目的】当施設では朝の受付時に提出された便を検査し、ドック実
施者に当日結果を説明している。また、当日便が提出されない場合
は後日提出していただき検査している。陽性者の精密検査 ( 以下、
精検 ) 実施率は 68.1％であり、厚生労働省の定める許容値 70％以上
と比較して低いため、現状の把握と課題を検討した。【方法】2018
年 4 月 1 日から 2019 年 3 月 31 日に当施設で便潜血検査を実施した
22387 名 ( 男性 13234 名、女性 9153 名 )、平均年齢 52.5 歳 ( 男性 52.8
歳、女性 52.1 歳 ) を対象とし、性別・年代別の便提出率の算出を
行った。また、要精検者 1154 名 ( 男性 749 名、女性 405 名 ) につい
て精検実施群 786 名 ( 男性 499 名、女性 287 名 ) と未実施群 368 名
( 男性 250 名、女性 118 名 ) に分け、当日結果説明の有無、年齢 (59
歳以下と 60 歳以上 )、性別との関連をカイ 2 乗検定により分析した。

【結果】便 2 本の提出率は受診日当日 88.6％ ( 男性 92.7％、女性
82.6％)、後日を含めると 96.0％( 男性 96.7％、女性 95.1％) であっ
た。女性は実施者 9153 名のうち 617 名 (6.7％) が受診日に生理中で
あったため、当日の提出率が低いと考えられた。精検実施群と未実
施群において当日結果説明の有無と年齢 (59 歳以下と 60 歳以上 ) で
有意差を認めた (P ＜ 0.01)。性別では有意差を認めなかったが、当
日結果説明の無かった 524 名 ( 男性 296 名、女性 228 名 ) について
は性別で有意差を認めた (P ＜ 0.05)。また、年齢で有意差を認めた
ことから事業所別で便提出率と精検実施率を算出した結果、大きな
差を認めた。【まとめ】当日結果説明を受けることは精検実施にお
いて重要な動機付けとなっており、特に男性には有効であると考え
られた。また、事業所別で便提出率と精検実施率を比較すると大き
な差を認めたことから、今後は提出率、実施率の低かった事業所に
直接アプローチしていくことが精検実施率向上において重要である
と考えられた。

C-3-07
精密検査受診率から見た当院人間ドック21年間における
がん検診の現況
いわき市医療センター
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造 

【目的】良好ながん発見率を得るためには精密検査受診率を高める
必要があることを検討した。【方法】1999 年 1 月から 2019 年 12 月
まで当科を受診したのべ１２，６００名において百人当たりのがん
発見率を全国集計（２０１３年）と比較検討した。【成績】がんの
種類と検査方法を合致させると、当院対全国は、肺がん（単純Ｘ線）
0.103%vs0.02%、胃がん（胃カメラ）0.298%vs0.213%、大腸がん（便
潜血反応）0.183%vs0.068%、乳がん（超音波）0.441%vs0.216%、子
宮がん（経膣超音波）0.395%vs0.036%、前立腺がん（PSA)0.629% 
vs0.146%、甲状腺がん（超音波）0.214％vs0.272%、腹部がん（超音
波）0.087%vs0.031% と甲状腺がんを除き、当院の発見率が良好で
あった。この差は、精密監査受診率がほぼ 100% である当院に対し、
全国集計では 60％前後の低さにとどまっていることが影響している
ものと考えられた。当院では、受診者全員に、当日十分な時間をさ
いて検査結果を説明する時間を持っている。その際、要精査の判定
が得られた受診者に対して、精密検査の必要性および検査の内容を
説明し、可及的に検査当日に精密検査の計画を立てている。【結論】
良好ながん発見率を得るためには、精密検査受診率を１００％に近
づけることが肝要である。そのためには労力と時間が必要であり、
精密検査受診率を改善させようとすれば、一日のドック受診者数の
適正化が必要かと考えられた。

C-3-06
大腸がん検診後の治療等のアウトカムに関する検討
全国健康保険協会　福岡支部 1 
九州大学大学院医学研究院医療経営・管理学講座 2
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恵子1 馬場園　明2

【目的】便潜血検査データと保険請求データの分析を通して、便潜
血検査結果と臨床的なアウトカムについての検討を行った。【方法】
検査データは平成 26 年度、保険請求データは平成 25 年度から平成
27 年度のデータを使用した。観察期間は検査日から 1 年間とし、過
去 1 年以内に大腸内視鏡検査を受けた者は解析から除外した。検査
後のアウトカムは、大腸内視鏡検査を経た内視鏡による切除、外科
手術とした。統計学的な解析は、ロジスティック回帰分析を用い、
便潜血陰性者を基準に、単変量解析を行い、さらに健診時の年齢と
性別を考慮した多変量解析を行った。なお、P 値が 0.05 未満である
場合に統計学的に有意であると判定した。【結果】対象者 248,744 名
の平均年齢は 49.2 であり、男性は 66.6% であった。便潜血検査が 2
日とも陰性であった者は 229,907 名（92.4%）、2 日とも陽性であっ
た者は 4,908 名（1.97%）、1 日のみ陽性であった者は 13,929 名（5.60%）
であった。検診から 1 年以内の大腸内視鏡検査施行者は、陰性者
7,313 名（3.18%）、2 日陽性者 1,892 名（38.5%）、1 日陽性者 5,436 名

（39.0%）であった。内視鏡切除、手術治療をアウトカムとしたロジ
スティック回帰分析において、便潜血陽性者は 1 年以内に内視鏡切
除の治療を受けるリスクが有意に増加していた（2 日陽性 _OR（CI）：
25.6（23.2 － 28.2）、1 日陽性 _OR（CI）：19.29（17.8 － 20.9））。【結
語】陰性者と比べ、1 日陽性者も 2 日陽性者も内視鏡切除、手術加
療において高いオッズ比を認めており、便潜血検査の判定は、大腸
がんのハイリスク群の検出に寄与していた。しかし、60％を超える
陽性者が大腸内視鏡検査を受けていないことが明らかになったこと
から、今後は陽性者に対して保険者として受診勧奨の仕組みを構築
することが重要と言える。

C-3-05
二次検査受診率向上とその把握のための取り組み　～看護
師による健診当日の対面での指導を行って～
医療法人　財団　康生会　山科武田ラクトクリニック 1 
武田病院グループ 2
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子1 松枝　知美1 宮下 あゆみ1 白樫 美千代1 
升田　知機1 中村　保幸1 武田　隆司2 武田　道子2 
武田　隆男2 武田　隆久2

【目的】
当施設では人間ドック健診で要治療要精密検査 (D 判定 )･ 要再検査
判定 (C 判定 ) の出た受診者に対し、二次受診項目を記載した「要医
療項目のお知らせ」を健診結果と同封し、受診後返送してもらうと
いう書面での受診勧奨の方法を取っていた。しかしその方法では返
信率が低く、特に生活習慣病に関わる血圧 ･ 脂質 ･ 血糖の 3 項目の
D 判定の精検受診率は 18.9％にとどまった。そのため 2018 年 9 月
より健診後に受診者に対し、二次検査受診率向上のための取り組み
を開始した。その結果を 2017 年と比較し、一定の効果が見られた
ためその成果を報告 ･ 評価し、今後の課題について検討することを
目的とした。

【方法】
返信率向上のため 2017 年 9 月から健診終了後、当日に対面で看護
師がパンフレットを用いて、異常判定が出た場合の対処方法を説明
し、あわせて当日検査結果がわかるものに関しては、項目を具体的
に挙げ受診を推奨した。その際に希望がある受診者には医療機関の
予約も行った。また生活習慣病に関わる血圧 ･ 脂質 ･ 血糖の 3 項目
に関しては、特にリーフレットを用いた生活指導を行い、具体的に
受診へ繋げるようにアドバイスを行った。　

【結果】　
生活習慣病に関わる血圧 ･ 脂質 ･ 血糖の 3 項目の精検受診率は、
2017 年 18.8％から 2018 年 36.1％と大幅な向上を認めた。3 項目以
外の検査項目の精検受診率に関しても 57.7％から 64.4％と増加を認
めた。

【考察】
血圧 ･ 脂質 ･ 血糖の 3 項目に対しては、1. 健診当日受付で個別に受
診勧奨や受診予約を行ったこと、2. リーフレットを用いた視覚に訴
える指導が効果的であったと考えられる。3 項目以外の項目でも二
次受診率の向上が見られたのは、看護師が対面で健診結果に応じた
受診行動を促したことが有効であったと推測される。今後も更なる
受診率の向上を目指し、有効な受診勧奨の方法を考えていきたい。
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C-4-03
眼底検査の要精査・要治療対象者受診率７０％を目指した
取り組み
医療法人社団蘇生会　蘇生会総合病院　健康増進センター
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子 松本　泳子 平野　理恵 松浦 のぞみ 
中村　昭光 佐々木 浩一 的場　聡子 山鳥　紀子 
田中　香織

【目的】当センターでは２０１８年２月より人間ドック受診日当日
の保健指導を開始、同時に文書や電話による持続的なフォローアッ
プ体制を構築した。その中でも特に注力している眼底検査について
の取り組みを検討、その効果について報告する。【対象および方法】
２０１６年４月～２０１９年８月の人間ドック受診者６４９６名の
内、眼底検査で要精査・要治療判定（以下Ｄ判定）となった１０７０
名を対象とし、フォローアップ開始前をＡ群、フォローアップ開始
後をＢ群、次の策として採用した視神経乳頭陥凹所見のある対象者
へのフォローアップ強化後をＣ群とし、受診率およびＤ判定率を算
出、比較・検討した。【結果】眼底検査Ｄ判定受診率において、Ａ
群では１８．３％、Ｂ群では６４．４％、Ｃ群では７４．３％であっ
た。眼底検査Ｄ判定率において、Ｂ群では１８．４４％、Ｃ群では
１８．６７％であった。【考察】フォローアップ体制が強化されたこ
とで全体のＤ判定受診率は概ね６０％を超えた。これは、結果説明
後当日の保健指導や文書送付・電話による切れ目のないフォロー
アップが具体的な行動変容につながったと考える。しかし、眼底検
査Ｄ判定率をみると他検査に比べ突出して多かった。これは眼底検
査に関してシステム上、当日の結果説明が困難であること、また判
定材料が当日の眼底写真のみで受診者の情報が眼科医に伝達できて
いないことが影響していると考える。つまりフォローアップを強化
しても眼底検査Ｄ判定率を減少させることができていないことが明
らかとなった。【まとめ】この結果を踏まえ、フォローアップ体制
については引き続き強化継続の必要があると考える。今後の課題と
しては、受診者数増加にともなうフォローアップ体制強化継続の維
持と、眼科医師とのスムーズでこまやかな情報伝達が必要になって
くると考える。

C-4-02
健康診断後の精検受診率向上を目指した受診勧奨方法の変
更とその効果
社会福祉法人　聖隷福祉事業団　保健事業部　事業管理部　経営管理室　
経営管理課 1 
社会福祉法人　聖隷福祉事業団　保健事業部　事業管理部　統計情報課 2 
社会福祉法人　聖隷福祉事業団　保健事業部　地域・企業健診センター 3 
社会福祉法人　聖隷福祉事業団　保健事業部　事業管理部　
保健看護管理室 4
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鳥羽山 睦子4

【背景 ･ 目的】当センターでは、健康診断後の要受診、要精再検対
象者（以下、精検受診）のうち未把握・未受診者に対し受診予定月
の 3ヶ月後にハガキによる受診勧奨を行ってきたが、受診率は 50％
台と伸び悩んでいた。そこで未把握・未受診者の受診勧奨方法を変
更し、効果を検討した。【対象】当センターで健康診断を受け、精
検受診対象者のうち未把握・未受診者 2,601 名。2018 年 8～10 月
1,160 名（男性 759 名・平均年齢 52.3 歳、女性 401 名・52.4 歳）、2019
年 8～10 月 1,441 名（男性 912 名・52.5 歳、女性 529 名・52.3 歳）。

【方法】受診勧奨方法の変更は 1 回目のハガキ送付を 1ヶ月早め、さ
らに翌月未把握・未受診者に 2 回目のハガキを送付した。1）1ヶ月
早めた効果を 1 回目のハガキ送付直後の 1ヶ月間で比較。2）2 度送
付の効果を 2ヶ月後と 2 回送付直後で比較。1）と 2）について対象
全体と 5 大がん健康診断項目（肺・胃・大腸・子宮・乳）以下、が
ん、生活習慣病項目（血圧、脂質、糖）以下、生習病に分けて性別
で比較した。解析方法はΧ2 検定を用いた。【結果】1ヶ月早めた効
果は、全体で有意に増加が見られた。男性は平均 6.1％、女性は 6.7％
増加していた。肺・胃・大腸、乳は男女とも増加しており、特に男
性は肺が最大 23.9％、女性は乳が 58.7％増加していた。血圧、脂質、
糖は男性で増加していた。2 度送付の効果は、全体で男性は平均
7.1％増加し、特に肺と大腸に増加が見られた。男性は肺が最大
25.0％、女性は大腸で最大 20.9％増加していた。生習病の全体では
特に差がなく、糖のみ男性で増加傾向が見られた。【考察】受診勧
奨ハガキを 1ヶ月早めたことと再勧奨を行ったことで、精検受診率
は向上し変更効果が示唆された。2 回送付後より 1ヶ月早い介入と
生習病よりがんの方の受診率が高かった。健康診断実施直後の健康
意識が高いうちに早めにアプローチしたことと、2 回の受診勧奨は
精検受診率向上に効果があることが示唆された。

C-4-01
ＱＲコードを用いた要受診・要精再検受診の把握と未把握
率減少への取り組み
社会福祉法人聖隷福祉事業団　保健事業部　聖隷健康診断センター 1 
社会福祉法人聖隷福祉事業団　保健事業部　事業管理部 2 
社会福祉法人聖隷福祉事業団　保健事業部　地域企業健診センター 3
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【背景 ･ 目的】従来、当保健事業部では要受診・要精再検（以下、精
再検）対象者の受診確認を、紹介状の返信と利用者からの電話連絡
により行ってきたが、未受診 ･ 未把握も多いという課題があった。
そこで今回、精再検受診状況の把握および未把握率減少への取り組
みを行ったので報告する。【対象】2019 年 6 月～2020 年 1 月の当保
健事業部利用者のうち、精再検対象となり受診時期を知らせるハガ
キ（1 回目）、受診勧奨ハガキ（2 回目）および再勧奨ハガキ（3 回
目）を送付した 42,207 名。【方法】利用者が当事業部へ受診状況を
連絡するための入力フォーム（精再検となった項目・検査結果等）
を新規作成、入力フォームへのアクセス方法として QR コードを利
用し 24 時間の受付体制を構築した。QR コードは受診勧奨ハガキへ
印刷し通知した。QR コードを利用した受診状況（アクセスの時間
帯、一人あたりの精再検項目数、受診結果等）を調査した。【結果】
QR コードを介した受診状況の連絡は男性 440 名、女性 417 名の合
計 857 名。年代別では 50 歳代が 32.3％と最も多く、40 歳代 29.2％、
30 歳代 15.9％、60 歳代 13.3％、20 歳代 7.0％の順であった。アクセ
スの時間帯は営業時間外 594 件（69.3％）、営業時間内（8 時 30 分
～17 時）は 263 件（30.7％）、男性は 9～12 時や 17～21 時、女性で
は 19 時～20 時の時間帯が多かった。一人あたりの精再検項目数は
1 項目 711 名、2 項目 139 名、3 項目 7 名であった。受診状況の結果
は、異常なし 255 件、通院継続 250 件、心配なし 205 件、受診予定
164 件、次回健診で可 68 件、後日結果 61 件、その他 7 件であった。

【考察】営業時間外に約 7 割のアクセスがあったことから、利用者
にとっては 24 時間いつでも受診状況を連絡できることで利便性に
繋がり、精再検の未把握減少に繋がっていくと考えられる。【結語】
QR コードを用いた受診勧奨ハガキは、受診を促すと共に未把握を
減少できる可能性に期待できる。

C-3-09
当施設における生活習慣病関連項目C判定該当者に対する
「フォローアップ健診」への取り組み
JA 愛知厚生連　豊田厚生病院　健康管理センター
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【目的】当施設の C 判定 ( 要経過観察 ) では 1 年後に再検査を受ける
こととしており、3 か月後、6 か月後経過観察の判定がなかったた
め、多くは次回健診での経過観察となっていた。そこで 1 年未満の
状況を把握するため、2017 年 4 月より生活習慣病に関する検査項目

（収縮期血圧、血糖、HbA1c、LDL-C、中性脂肪）に基準値を設け、
「C6 判定（6 か月後経過観察）」として「フォローアップ健診」コー
スを設けた。集計結果の得られた 2 年間について報告する。【方法】

「C6 判定」該当者の結果報告書に「フォローアップ健診受診券」を
同封し、6 か月後に「フォローアップ健診」の受診を勧めるととも
に、受診希望のない場合は理由を記載の上、返信してもらうことと
した。「フォローアップ健診」の検査項目は身体測定、腹囲、血圧、
採血（空腹時血糖、HbA1c、中性脂肪、総コレステロール、HDL-C、
LDL-C）である。【結果】2017 年度の人間ドック受診者は 3,413 名
で C6 判定は 535 名、そのうちフォローアップ健診受診が 59 名、返
信が 85 名で健診を希望しない理由は、外来受診をする（かかりつ
け医を含む）が 64 名、次の健診でよいが 12 名、その他（ジムに通
う、必要ない）などで、追跡把握率は 26.9％であった。2018 年度の
人間ドック受診者は 3,481 名で、C6 判定は 545 名、そのうちフォ
ローアップ健診受診は 30 名、返信が 55 名で健診を希望しない理由
は外来受診をするが 45 名、次の健診でよいが 6 名で、追跡把握率
は 15.6％であった。【考察】「フォローアップ健診」受診数は初年度
に比べ 2 年目は減少した。C6 判定の場合、食事や運動の習慣を変
えることで改善する可能性があるが、多くの受診者が経過観察は定
期の健診でよいという認識を持っている。今後は人間ドック当日の
結果説明および保健指導を更に充実させ、生活習慣の改善や経過観
察の重要性を啓発していく必要がある。
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C-4-07
高血糖未受診者を健診当日に専門外来の予約へつなげる試
み（仁戸名ＤＭプロジェクト）
独立行政法人　地域医療機能推進機構　千葉病院　健康管理センター 1 
独立行政法人　国立病院機構　千葉東病院 2 
千葉県衛生研究所 3 
千葉県衛生研究所（現　千葉県安房保健所）4
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【目的】糖尿病性腎症による透析導入などの予防は国や自治体の喫
緊の課題となっている。健診機関と糖尿病治療の専門性をもつ医療
機関との直接連携により健診で高血糖要受診とされた方を受診に導
くこと、専門外来の受診による初期教育などで糖尿病重症化予防を
図ることを目的とした仁戸名ＤＭプロジェクトを 2018 年に立ち上
げた。今回は受診率が向上するよう取り組みを行った結果を報告す
る。【方法】前年の健診で高血糖要受診と判定されている方を抽出
し、健診当日に即時結果を確認する。再び高値の方で受診が確認で
きない方に対し、同日に保健師から糖尿病の病態および合併症など
について説明し、他院とも連携をすることで糖尿病専門外来への受
診予約をその場で行えるようにした。また、掲示やモニターにより
血糖についての情報提供を行った。【成績】2017 年にのべ 32441 名
が健診を受診、高血糖で受診判定となった方は 938 名であった。翌
年、追跡可能だった方 730 名のうち 380 名（52.1％）の方は再度受
診勧奨となった。この未受診者の中で病院内の健診を受けた 250 名
を保健師介入の対象者とした。保健師が介入できた 85 名に関して
はその後の受診率が 40.0％に上った。なお、介入ができなかった 130
名については受診率が 13.8％にとどまった。【結論】従来は結果票
に紹介状を同封することで受診環境を作り、特定保健指導対象者に
は保健指導を行ってきた。また、電話やはがきによる後日介入も
行ったが未受診者が多くいた。今回は健診当日に未受診者に対し直
接アプローチし、病態を含めた詳しい糖尿病についての説明を行い、
加えて即時糖尿病専門外来に予約が行える仕組みを構築したことで
受診率の向上につながったと考えられる。

C-4-06
大腸がん検診の精密検査受診率向上のために―当院の受診
状況の把握と分析―
独立行政法人地域医療機能推進機構　大和郡山病院　健康管理センター
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【目的】当健康管理センター( 以下当センター) では、健康診断 ( 以
下健診 ) の問診時に前年度の精密検査 ( 以下精検 ) 受診状況を確認
しているが未受診者が多い。要精検者に精検依頼書を送付している
が、他の検査項目の要精検者に対し大腸がん検診は未返送者が多い。
精検受診率向上のため、当センターにおける大腸がん検診要精検者
の精検受診状況を調査・分析した。【方法】平成 30 年度に当セン
ターで健診を受け、便潜血反応陽性かつ精検依頼書の返送がない者
の内、227 名に自作のアンケートを郵送し調査を行った。【結果及び
考察】アンケートの回答率は 34.4％（78 名）であった。その中で、
便潜血陽性で精検を受診済み・受診予定ありの方 ( 以下受診群 ) が
75.6％、未受診の方 ( 以下未受診群 ) が 24.4％だった。受診のきっか
けは、「結果を見て心配になった」が最も多く、次いで「病気の有
無をはっきりさせたい」、「精検受診することが当然と思った」の順
で回答が多かった。未受診群で受診しない理由は「痔やいきんだこ
とが原因だと思う」が最も多く、次いで「金銭的に難しい」、「大腸
内視鏡検査が辛いと思う」の順で多かった。以上の結果から未受診
者はメリットよりも精検の苦痛や金銭面の障害といったデメリット
の方が大きいと認識している傾向にあることがわかった。精検受診
率を向上させるためには、受診によるデメリットよりもメリットの
方が大きいと感じてもらう必要がある。今回の研究での結果を活か
し、デメリットを取り除く方法として、健診当日に大腸がんについ
て、精検の方法について掲示物による啓発を行う。また、問診や診
察の際に前年度の健診結果や現在の症状の聞き取りを行い、当日受
診勧奨を医師・看護師で連携し強化するなど取り組んでいく。受診
先の選択肢や苦痛の緩和方法、早期発見・治療をすることで不利益
は抑えられることを提示することで障害の軽減を図ることができる
と考える。

C-4-05
内視鏡受診者の内ピロリ抗体陽性者への追跡調査及び除菌
の受診勧奨について
姫路市医師会 1 
姫路市医師会ドック診療所委員会 2 
姫路市医師会長 3
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【背景・目的】当会人間ドック健診では年間約 9000 人のドック受診
者の内約 3000 人が内視鏡検査を実施している。内視鏡検査結果説
明の際、ピロリ菌感染が疑われる者には医師から除菌治療の必要性
を説明されている。しかし、医師の説明内容が人間ドック結果票の
内容に未記載のため除菌治療勧奨としては不十分であり、そのため
未除菌状態で経過し、次年度ドック内視鏡検査受診時に胃所見が悪
化している症例がみられた。改善策として医師コメントを記載し内
視鏡検査結果報告書を別紙返却で対応したが、ピロリ菌感染により
胃がん発生リスクは高まるが保菌者にとって自覚症状が乏しいため、
自発的除菌治療の動機づけとしては不十分と考えられた。そのため
受診勧奨が必要と考えられ、当会の受診勧奨立ち上げのモデルケー
スとして電話勧奨を実施する。【対象・方法】2019 年 8 月 1 日から
12 月 26 日までの人間ドック内視鏡検査を受診した 1582 名の内血液
ピロリ抗体検査を追加した 368 名の内ピロリ抗体陽性の 35 名を対
象に電話受診勧奨を 2020 年 2 月 23 日から 4 月 10 日の期間に実施
した。【結果】電話受診勧奨の結果、返答があったのは 30 名、すで
に除菌治療実施は 21 名、過去に除菌済のためピロリ抗体値を経過
観察指示は 3 名、未除菌者は 6 名で、その理由として「業務多忙の
ため未受診」が最多であった。未除菌者には除菌の必要性を説明し、
その後、ピロリ菌除菌治療したと連絡が 1 名あった。未把握は 5 名
の結果となった。【考察】電話受診勧奨は医師による一次除菌勧奨
後の経過を把握することには有用であった。しかし、未除菌者を除
菌治療へとさらに勧奨するためのアプローチ方法を見直す必要があ
り、また未把握者には電話受診勧奨以外の他手段を構築する必要性
があると考えられる。

C-4-04
要経過観察者への受診勧奨を継続実施して見えた課題
社会医療法人　松本快生会　西奈良中央病院　健康管理センター

○川
かわもと

本　理
り え

恵 上田　　玲 花井　千栄 中嶋　澄香 
津田　裕子 横井　祐子

【はじめに】当センターでは、2016 年より脂質・血糖・血圧におい
て 3～6ヶ月後に再検査を受けるよう指示されたＣ１判定者に対し、
受診勧奨を行っているが受診率の低さが問題点であった。今回は、
今までの受診勧奨では自己受診しなかった者に対し「保健師による
電話での受診勧奨」を追加した。その結果を報告する。【目的】電
話での受診勧奨を追加した結果、前回行った結果より 1) 受診率が上
昇したか 2) 翌年の改善率上昇に繋がったかを確認する。【対象】2017
年 4 月 1 日から 2018 年 3 月 31 日の 1 年間に、人間ドックを受診し
3 項目いずれかでＣ１判定となった 247 名の内、翌年に受診した者
168 名【方法】3 項目いずれかでＣ１判定となった者に対して、1. 当
日結果説明で医師による生活習慣改善の必要性について説明する、
2. 結果報告書送付時に食事・運動療法など具体的な改善策が記載さ
れたパンフレットを同封する、3. 受診から 3ヶ月後に「再検査依頼
書」を送付し受診勧奨を行う、3. まで実施したが受診がなかった者
に 4. 保健師による電話での受診勧奨を行う【結果】1)168 名中、1.～
3. のみを実施し自己受診した者は 16 名で受診率は 9.5％。残り 152
名に対して 4. を試み、電話が繋がり最後まで話し終えた者 35 名中、
その後受診した数は 4 名で、最終的な受診率は 11.9％であった。2)
自己受診した 16 名中、改善 9 名。4. を試みたが繋がらなかった 117
名中、改善 67 名。4. を試みて繋がった者 35 名中、改善 18 名であ
り、全体の改善率は 5.9％であった。【まとめ】2016 年の調査結果
は、受診率 15％、改善率 62％であった。今回 4. を追加し受診率は
2.4％上昇したが、受診率、改善率ともに前回よりも上昇しなかっ
た。今回、保健師による電話を追加したことで、受診者へ直接、受
診勧奨と共に生活習慣改善の重要性を伝えることができ、翌年の判
定が改善していることを期待したが、そもそも電話が繋がったのが
23％と少なく、受診率、改善率の上昇には結びつかなかった。



195人間ドック　Vol.35 No.３ 2020 年

　
講
演
抄
録

一
般
演
題

（459）

C-4-11
便潜血陽性者の二次精査受診率向上に向けた取り組みの検
討
社会医療法人　抱生会　丸の内病院健診センター 1 
社会医療法人　抱生会　丸の内病院 2

○清
しみず

水　夕
ゆ き

貴1 鬼熊　永子1 穂高　正枝1 森　　哲夫1 
五味　英一1 佐藤　　篤2 五十嵐　淳2

【目的】当センターでは、これまで二次精査受診率を向上させるた
めに様々な取り組みを行ってきた。特に悪性疾患の中でも罹患率、
死亡率の高い大腸がんにも力を入れ、便潜血陽性の場合はドック当
日のうちに積極的に大腸内視鏡検査の予約をとる、前回二次精査未
受診の場合は保健指導だけでなくいくつかのセクションのスタッフ
から受診勧奨を行う、パンフレットを同封するなどの対策を実施し
た。その効果を検証する。【方法】2012~2018 年度当センターを受
診し、便潜血検査を実施した延べ 40193 名を対象とし、年度別、コー
ス別の二次精査指示率・受診率・がん発見率・陽性反応適中度を比
較、検討した。【結果】人間ドックでは 2012~2014 年度 30％台で
あったのが、2018 年には 71.5％にまで向上し、一般健診では
2012~2014 年度 30％前後であったのが 2018 年は 40％となっている。
全受診者の二次精査受診率は 2012 年度 35.3％、2013 年度 28.0％、
2014 年度 34.7％、2015 年度 45.1％、2016 年度 52.9％、2017 年度
47.3％、2018 年度 60.2％であった。【考察】二次精査受診率は少し
ずつではあるが上昇しており、その要因として、ひとつの対策を続
けるのではなく追加していったこと、長く取り組みを続けることで
受診勧奨をするスタッフの意識が高くなったことが考えられる。又、
人間ドックの方が高くなったのは受診者の意識が高い可能性もある
が、人間ドックのみ行っている保健指導で、当日に大腸内視鏡検査
の予約を勧めることの効果が大きく、時間をかけて説明できる体制
を整えたことも重要だったと考えられる。新たな取り組みとして受
診勧奨が困難だった症例や発見されたがん症例などを検討する看護
カンファレンスを開始した。今後も取り組みを続け二次精査受診率
の向上を目指したい。

C-4-10
便潜血検査陽性者に対する人間ドック当日での直接的な精
検受診勧奨の効果
黒沢病院附属ヘルスパーククリニック　高崎健康管理センター 1 
黒沢病院附属ヘルスパーククリニック　検査部 2 
黒沢病院　統括技術室 3 
黒沢病院附属ヘルスパーククリニック　内科・高崎健康管理センター長 4 
医療法人社団美心会　黒沢病院　理事長 5

○井
い ど や

戸谷　恵
めぐみ

1 根岸　亮子1 高橋　千優1 島田　和子1 
吉田 沙也香2 三輪　篤史3 矢島　義昭4 黒澤　　功5

【背景・目的】大腸がん検診の便潜血検査は、大腸がん死亡率の減
少効果が確認されている有用な検査法だが、陽性者の大腸精検受診
率が低いことが課題である。この原因としては、自覚症状が無いこ
と等による危機意識の不足や、内視鏡治療に伴う苦痛への恐れ、検
査食や下剤処置等の前処置に対する抵抗感等の可能性があり、精検
受診の必要性、精検や前処置の内容等について医師や保健師が正確
な情報を陽性者に直接伝えることが必要と考えられる。当院健診セ
ンターでは、２０１９年１月より便潜血検査結果をドック当日に報
告する体制とし、検査陽性者に対してドック結果郵送時に書面で大
腸精検受診を勧奨する従来の形から、ドック当日に医師や保健師か
ら勧奨できるようになった。そこで、このドック当日の直接的な受
診勧奨の効果について検討した。【方法】２０１８年１月～４月ドッ
ク受診者（郵送勧奨）と２０１９年１月～４月ドック受診者（ドッ
ク当日での直接勧奨）における便潜血検査陽性者の、１年以内また
は次回ドック受診までの大腸精検受診状況を比較した。【結果】従
来のドック後日での郵送勧奨からドック当日の直接勧奨への変更に
よって、大腸精検受診率は院内精検受診が３４％から４３％に、院
内外精検受診率が４２％から５０％に増加した。また当日直接勧奨
開始後も医師および保健師からの当日直接勧奨は陽性者の６割前後
にとどまっていたが、この直接勧奨ができた陽性者のみに絞った精
検受診率は院内精検で５２％、院内外精検で５７％であった。 【考
察】便潜血検査陽性者へのドック当日での直接的な精検受診勧奨を
開始したことで、大腸精検受診率の向上が認められた。今後はこの
当日直接勧奨を陽性者全員に確実に実施していくことが課題と考え
られる。

C-4-09
精検受診率を向上させるための取り組み　～電話連絡の効
果を検証～
特定医療法人誠仁会大久保病院　健康管理センター

○藤
ふじわら

原　明
あきこ

子 稲本　忠之 野田　靖文 永山　真由 
鬼田　愛佳 密谷　美和 山本　勇造

【はじめに】当センターでは、精密検査が必要な受診者に対し、通
知書の送付・当日の結果説明や院内予約をとるなどして受診率を向
上させてきた。しかし、精検受診率は高いとは言えず、新たな取り
組みにより精検受診率を向上させる必要があった。今回は、早期に
対策を講じる必要のあるがん関連項目に絞って、受診率を向上させ
るために電話連絡の効果があるかどうかを検証したので報告する。

【対象と方法】2018 年 1 月～12 月と 2019 年 1 月～12 月の人間ドッ
ク受診者の中で、がん関連検査を受け、精密検査を指示された受診
者。2018 年は、従来の方法（通知書送付や当日の予約等）での受診
勧奨。2019 年は、従来の方法に加え、電話連絡による受診勧奨を
行った。上記 2 群間で検査項目別の精検受診率について有意差検定

（χ2 乗検定）を用いて比較検討した。
【結果】検査項目別の精検受診率（精検受診者 / 精検指示者）を 2018
年→ 2019 年の順に記述。胃部検査 81.9％(68/83）→ 93.4％（85/91）・
有意差あり（P ＜ 0.05）、胸部検査 50.0％（7/14）→ 75.0％（9/12）、
マンモグラフィ61.1％（11/18）→ 80.0％（12/15）、子宮頚部細胞診
90.0％（18/20）→ 91.5％（43/47）

【考察】今回、従来の方法に加え電話連絡による受診勧奨をしたこ
とで、受診率は向上したが、有意差が認められたのは胃部検査のみ
であった。胃部検査では、電話による受診勧奨の効果があったとい
える。働いている受診者の連絡が取りやすい時間帯を選び、検査の
必要性やどのような検査を行うかなどを詳しく説明できたことが、
受診を促した一因と考えられる。他の検査項目では、母数が少ない
ことや、初めから受診率が高いことから有意な差が得られなかった
が、受診率はどの項目でも増えているため、電話による受診勧奨は
続けていきたい。受診率をさらに向上させるためには、電話以外の
受診勧奨方法の検討やドック終了時の説明方法の工夫などが必要だ
と考える。

C-4-08
精密検査受診率向上のための取り組みと成果
富山赤十字病院　健診センター 1 
富山赤十字病院　心臓血管・呼吸器外科 2

○橋
はしもと

本　侑
ゆうか

果1 仙田　聡子1 宮津　克幸2 眞田　静香1 
佐藤 真由美1 清水　磨依1 高野 麻里子1

【はじめに】要治療・要精密検査の対象者のフォローアップは健診
において重要である。当センターでは、精密検査受診勧奨方法につ
いて２０１７年８月にマニュアルの改訂をおこなった。本調査は、
この改訂が効果的なものであるかどうかを検証するものである。【対
象】人間ドック学会統計対象の受診者のうち、マニュアル改訂前
２０１６年度精密検査指示者１７０９名、改訂後２０１８年度
１６４７名。【結果】全体の精密検査受診率は２０１６年度６４％
から２０１８年度６７％と３％向上した。また当院受診率も２０１６
年度４８％から２０１８年度５１％と３％向上した。指示項目別で
は腹部超音波検査において、２０１６年度１３％から２０１８年度
７５％と大きく受診率が向上した。【考察】２０１７年の改訂では

（１）緊急性の高い対象者に対して、当日受診を勧めることを明記、
また受診されなかった対象者をリスト化した追跡ファイルを作成し、
１ヶ月後、状況確認を徹底。（２）３～６ヶ月後要精査所見がある
対象者について、リストを作成し、受診有無の確認日を明記。（３）
４ヶ月後、精査未受診者を（１）の追跡ファイルに追記し、再度催
促の電話連絡をおこなう、以上３点を明確に示した。このことによ
り、従来担当制になりがちだった勧奨業務をスタッフ全員でおこな
うことが可能となった。部署全体で把握することにより、業務の効
率化も進み、（３）により、健診受診日３ヶ月後以降も、精査未受
診者に電話で勧奨したことで、より多くの対象者への勧奨をおこな
うことができた。また、腹部超音波検査の大幅な受診率の向上の要
因として（２）の勧奨者リストの確認日を示すことで、勧奨漏れを
防ぐことができたからだと考えられる。しかし、推奨される精密検
査受診率には不十分な数値であるため、さらなる見直しを進めた上
で、対象者に対し適切な勧奨をおこない、健診センター全体のサー
ビス向上にもつなげたい。
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C-4-15
受診者のための受診勧奨
医療法人財団博仁会　キナシ大林病院　健診部

○串
くしだ

田　由
ゆ き

紀

【目的】当施設の人間ドックでは要精密検査と判定され、受診者が
紹介先として当院ではなく他院希望された場合、人間ドックではな
く当施設内別部署である地域連携室が対応していたが、受診者の利
便性と二次検査受診率向上を考え、人間ドック内にて紹介業務を行
うことにした。【方法】健診結果とともに送付する受診者への診療
情報提供書添付文書の連絡先を当施設内地域連携室から人間ドック
に変更するとともに、他院紹介希望の受診者に対しては、健診受診
中に紹介予約を行い、当日中に診療情報提供書と予約票を渡すよう
にした。また、あらかじめ紹介先病院等には当施設からは地域連携
室と人間ドックの二か所で紹介が行われることについてご不便かけ
る旨のお願いをした。【結果】人間ドックで直接紹介業務を行うこ
とにより、受診者の利便性が向上して二次検査受診率の向上につな
がった。【考察】受診者にとって、健診当日に二次検査の受診機関
を決定することは難しいことと思われる。人間ドックでの紹介業務
は、健診当日・後日に関わらず、健診データを確認しながら行うこ
とが可能なため、受診者の希望を最大限に可能にすることができる
ようになったと思われる。健診当日に二次検査の受診機関・受診日
程を決定できない場合などは、後日、人間ドックから連絡を受診者
にとるようにした。また、結果説明時に迷われている受診者にも後
日、人間ドックから連絡をとり再度希望を確認するようにしたため、
受診者の納得のいく二次受診機関を選択できるようになり、二次検
査受診率向上にもなったと思われる。よって、現在は受診者の希望
があれば紹介しているが、より多くの二次検査対象者が受診するた
めには、未受診の対象者に定期的に連絡をとる、当施設受診を勧め
るなど、今後の二次検査受診率向上につなげたい。

C-4-14
健診時のHbA1c測定値と他項目との関連について
三重県厚生農業協同組合連合会　松阪中央総合病院　健康管理施設　
エポック

○田
たどころ

所　夕
ゆ め

芽 中村　繁美 中西 早百合 木平　悦子 
福本　千里 寺島　沙織

【目的】当施設では 2015 年 6 月より、人間ドック契約検査項目に
HbA1c が含まれていない受診者を対象にオプション項目として推
奨する事とした。その結果、対象者の４割が一度も HbA1c 検査を
受けていないことがわかった。今後 HbA1c 検査を推奨していくに
あたり、当施設の状況を把握し、活用方法を検討するために今回
HbA1c と他の項目との関連を検討した。【方法と対象】2018 年度の
人間ドック受診者で糖尿病の内服治療を受けていない 7675 人を対
象とした。HbA1c 精査不要群 (7315 人）と要精査群 (360 人 ) に分類
し、生活習慣病のリスク因子 ( 生活習慣項目：食事・間食・飲酒・
睡眠・運動、空腹時血糖、BMI、血圧、脂質 ) について特定健診質
問票と人間ドックの結果から比較検討した。【結果】生活習慣項目
に関して両群に明らかな差は認められなかった。空腹時血糖が要精
査と判定された割合は精査不要群の 1％に対し、要精査群は 71％で
あった。BMI から肥満と判定された割合は精査不要群の 24％に対
し、要精査群は 51％であった。血圧が基準値以上である割合は精査
不要群の 25％に対して、要精査群は 51％であった。中性脂肪が基
準値以上である割合は精査不要群の 16％に対し、要精査群は 33％
であった。【考察と結語】今回両群を比較検討した結果、生活習慣
項目との関連性は認められなかったが、空腹時血糖、BMI、血圧、
中性脂肪については要精査群の方が高値であり、関連が示唆された。
現状では HbA1c 検査の重要性を説明しているが他の項目との関連
性の説明が不十分であったため、今後は他の項目との関連も説明で
きる資料を作成し、HbA1c 推奨時に活用していきたい。また HbA1c
検査を実施している受診者の変化を追跡し、さらに検討を続けてい
きたい。

C-4-13
職域健診における糖尿病患者への受診勧奨
医療法人順風会　順風会健診センター

○渡
わたなべ

邉　早
さなえ

苗 長谷部 靖子 飯尾　陽子 八木　　完

【目的】糖尿病や高血圧などの生活習慣病は自覚症状が少なく、健
診で発見されても病院受診に繋がらないことも少なくない。特に職
域健診では様々な理由から未治療のままで経過している受診者も多
い。そこで今回、当センター健診受診者における糖尿病患者の状況
を把握し、受診勧奨の効果について検討する。

【方法】2017 年度および 2018 年度に継続して健診を受診し HbA1c
を測定した 70,255 名 ( 男性 39,310 名、女性 30,945 名、平均年齢 47.3
±13.5 歳 ) を対象とし、HbA1c の分布と推移について検討した。健
診結果表による受診勧奨に加え、HbA1c10% 以上の受診者には紹介
状を同封して受診勧奨を行い、翌年度の治療状況およびコントロー
ル状況を評価した。また、アンケートを行い、未治療理由の回答を
得た。

【結果】2017 年度 HbA1c6.5% 以上の糖尿病が疑われる受診者は
3,367 名 ( 受診者の 4.8%)、これらの受診者の翌年度 HbA1c は、改善
1,003 名 (29.8%)、不変 1,495 名 (44.4%)、悪化 869 名 (25.8%) であっ
た。紹介状による受診勧奨を行った受診者は 297 名、内訳は糖尿病
治療中が 120 名、未治療が 147 名であった。未治療 147 名の翌年度
の治療状況については、70 名が治療開始されており内 59 名 (84.3%)
のコントロールが改善していた。一方、77 名は病院受診されておら
ず内 66 名 (85.7％) は HbA1c10% 以上のままであった。未治療理由
の多くは「忙しい・時間がない」であった。

【結語】コントロール不良の糖尿病受診者に対し、受診勧奨を行っ
た。紹介状同封により未治療受診者の約半数が治療開始に結び付い
た。一方、約半数は未治療のままでありその多くがコントロール不
良の状態が続いていた。健診機関による個人へのアプローチには限
界がある。2019 年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，特に職域健診では事業所との連携も重要
であると思われる。

C-4-12
がん検診精密検査受診率向上のための取組み～受診勧奨用
に作成したチラシの効果について～
公益財団法人　兵庫県健康財団　保健検診センター 1 
神戸大学大学院　医学研究科　疫学分野 2

○中
なかた

田 麻
ま り な

理菜1 白石　紀江1 紙名　祝子1 熊谷　仁人1 
篠原　正和2

【目的】当施設では、人間ドック等のがん検診における精密検査（以
下、精検）未受診者に対し、受診から約 3 か月後に文書での受診勧
奨を行っている。しかし、国が示すプロセス指標における精検受診
率の許容値に達してない項目もあったため、更なる精検受診率の向
上を目的として、文献を参考にチラシを作成し、2018 年度より受診
勧奨文書に同封した。その効果を検証する。【方法】チラシには、
肺、胃、大腸、子宮（頸）、乳、前立腺（PSA）の 6 つのがんの、罹
患数や死亡数、精検内容や早期発見の意義等を記した。2016～2018
年度の受診勧奨後に届いた精検回答書のうち、精検受診日が受診勧
奨前のものを除外した精検回答率を求め、2018 年度の方が 2016-17
年度より高かった項目について、2016-17 年度（チラシなし）と 2018
年度（チラシあり）の 2 群に分け、受診勧奨後の精検回答率の差を
カイ二乗検定とフィッシャーの直接確率法で比較した。（有意水準
5%）【結果】受診勧奨後の精検回答率は、2016-17 年度（チラシな
し）→ 2018 年（チラシあり）で、それぞれ肺 17.9% → 24.4%（+6.5%）、
胃 15.1% → 14.0%（-1.1%）、 大 腸 16.8% → 15.5%（-1.3%）、 子 宮
20.0% → 31.3%（+11.3%）、 乳 39.2% → 31.4%（-7.8%）、 前 立 腺
18.5% → 20.0（+1.5%）であった。検定結果は、肺（P=.260）子宮

（P=.581）前立腺（P=.808）であった。【考察】チラシによる精検受
診率向上効果は確認できなかったが、対象の受診履歴や男女比、受
診動機等の背景を把握していないため、この研究には限界がある。
また、2018 年度の受診勧奨前の時点での精検受診率が、2016-17 年
度のそれより全体的に高かったことも結果に影響を及ぼしている可
能性がある。早期受診勧奨が精検受診率向上の一要因となることが
先行研究で述べられているため、チラシの配布をより早期に行うこ
とや、各がん検診の対象を考慮した個別の勧奨方法について検討す
ることが今後の課題である。
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C-6-03
取り下げ

C-6-02
緊急事態宣言中に行った遠隔産業保健活動の内訳
桜十字グループ　予防医療事業部

○小
お だ が わ

田川 泰
ひろゆき

之 宮田 由加利 迫　　夏美 椎屋　香織 
松村 ゆかり 辻本　直美 岬　　昇平 田村　拓也 
西川　朋希

【背景・目的】当グループでは、産業医、保健師、理学療法士、作
業療法士を含むチームで産業保健活動を行っている。コロナウイル
ス感染症に関する緊急事態宣言に伴い、移動自粛が必要となり、2020
年 4 月 16 日～5 月 15 日の間、タブレット端末と録画可能面談アプ
リ（万事万端、コトブキソリューション社製）を活用し産業保健活
動を継続した。遠隔で行った産業保健活動の内容について調査した。

【方法】期間中、熊本県内の産業保健活動契約先 89 事業場に対し、
コロナウイルス感染症に関する相談窓口を集約し、メールを原則と
する遠隔相談体制を整えた。うち 17 事業場では県外在住産業医が
担当しており、産業医出務を自粛した。うち 15 事業場に対し、医
療専門職を中心に事業場訪問し、産業医と通信接続し遠隔で対応し
た。録画記録から、各活動時間と活動内容を調査した。

【結果】接続確認を除く記録回数は 31 回、巡視や場所の移動による
通信状況変化により途切れた記録を結合すると 25 回であった。記
録時間は計 1,138 分（平均 45.5 分）であった。活動内訳は、重複カ
ウントした場合、委員会・対策会議参加 15 件、職場巡視・職場環
境対策の確認 13 件、産業保健チーム内打ち合わせ 7 件、産業医面
談 5 件（うち過重労働面談 0 件、休職復職 2 件、高ストレス希望面
談 2 件、腰痛相談 1 件）であった。チーム内の打ち合わせにて、重
篤化リスク者の選定などを検討したが、事業場から需要はなかった。
全記録時間のうち事業継続検討のための助言や、職場環境対策の確
認が 73.7％を占めていた。

【考察】前年の同 15 事業場の面談数は 5 件（うち過重労働面談 5 件）
であり、長時間の過重労働面談の回数が減った要因として、緊急事
態宣言の 1ヶ月前頃から長時間労働者が減っていたことが考えられ
た。感染時を想定した健康管理より、感染させない職場環境対策に
需要があると考えられた。

C-6-01
胸部CT読影補助システムの使用経験
JA 愛知厚生連　江南厚生病院　放射線技術科 1 
JA 愛知厚生連　江南厚生病院　放射線科 2 
JA 愛知厚生連　江南厚生病院　健康管理センター 3

○森
もり

　　章
あきひろ

浩1 古田　和久1 寺澤　　実1 鈴木　啓史2 
佐々木 洋治3

【はじめに】当健診センターでは肺がんドックにおいて CT 検査が
行われている。胸部 X 線検査に比べ検出感度の高さや低線量化を背
景に早期発見、検査数の増加が期待される。一方、読影する医師は
院内の読影も行うため年々読影件数が増加している。2019 年 9 月に
発見率の向上や読影する医師の負担軽減を目的に読影補助のための
胸部 CT 肺血管透過処理システムを導入した。【目的】本システム
は胸部 CT 画像を対象に肺野内の血管影を透過させ血管との重なり
など判別しづらい結節影の発見が期待される。胸部 CT 肺血管透過
処理システムの使用経験について報告する。【結果】1. 肺血管透過
処理画像は PACS より胸部 CT 画像を全自動で処理され PACS と
読影レポートシステムへ送信される。テスト環境でのターンアラウ
ンドタイムは平均 128 秒 / 件であったが院内ネットワーク環境では
平均 3079 秒 / 件で対象画像の識別処理に時間を要していた。識別
条件の変更により平均 383 秒 / 件に減少した。2. 見落としやすい血
管径と同程度の結節や血管と接する結節の描出に有効であった。3. 
胸部 CT 肺血管透過処理で体輪郭の認識問題、体内インプラント、
撮影条件により画像生成がされなかった。4. 石灰化の疑われる組織
が連続性のある血管として認識して透過処理された。【結語】対象
画像の識別処理条件により処理時間は大幅に減少した。また、処理
時間の減少により読影するまでの業務の効率化が図れた。読影補助
として胸部 CT 肺血管透過処理画像の特徴を理解した上で見落とし
やすい結節の描出に有効で肺がんの早期発見、早期治療が行え、肺
がん死亡の低減に貢献出来るシステムである。今後の課題として胸
部 CT 肺血管透過処理による感度、特異度、読影時間についての有
用性についての検討していきたい。

C-5-01
学生による婦人科検診啓発活動への支援　～近隣大学との
コラボ企画を通して～
社会福祉法人　聖隷福祉事業団　保健事業部　聖隷予防検診センター 1 
社会福祉法人　聖隷福祉事業団　保健事業部 2

○齋
さいとう

藤　　忍
しのぶ

1 山野　綾子2 寺田　彩乃1 三宅　綾子1 
池谷　佳世1 深谷　真帆1 池田　孝行1 福田　崇典2

【背景・目的】当センターでは「女性検診推進ＰＪ」を立ち上げ、主
に地域住民に向けた婦人科系がん検診の啓発活動を推進している。
今回若年者へ正しい知識を持ち、正しく検診受診をして頂くことを
目的に、看護学部学生にフォーカスし、学生参加型ＰＪを大学と検
診施設が支援するという新たな啓発モデルを構築し実施したので報
告する。

【方法】学生および教授に対し、背景や目的を記載した提案書を作
成、啓発ＰＪ創設の提案をし、学生有志によるＰＪを結成した。
看護学部学生全員を対象に、当センターの看護師や保健師による出
張講義の実施や、婦人科フロアの見学ツアーを開催した。ＰＪメン
バーを中心に学園祭にて啓発ブースを設置し、当センターの専門職
と共に婦人科検診への啓発活動の実施や、管理栄養士と共に人間
ドックで提供しているドック食の考案を行った。

【成果】専門職による講義や実際の検診現場を見学した事で、検診
の重要性を知り、検診が身近に感じた。自分の身近な人へ検診を勧
めた。などの意見があり、検診への理解が深まり若い世代に対する
一定の行動変容につながった。
学祭での専門職との啓発活動では、近隣住民や家族連れ、中高生な
ど幅広い年齢約 250 名に対して啓発活動を行うことできた。人間
ドック食の考案を行うことで、予防医学の観点から、栄養バランス
に基づいた食事に関する知識を得る事に繋がった。

【まとめ】今後、医療に従事する学生が正しく情報を理解した上で
活動し、自らの受診や啓発活動を行うきっかけに繋がった事は大変
意義のあることだと感じている。
大学独自の地域実践アクティブラーニングの活動に加える提案を頂
き、今後は単位取得できることが決まっており、教授より「授業の
枠を超え地域の社会資源と連携し経験を積むことで視野を広げ、学
生ならではの意見を出し自主性や向上心を伸ばしていくことを期待
している」とのコメントを頂いており、今後も活動を継続実施して
いく。
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C-10-02
海外からの人間ドック受診者が精検受診率におよぼす影響
の検討
医療法人鉄蕉会　亀田クリニック　健康管理センター

○加
かとう

藤　大
だいち

地 村木　洋介 馬嶋 健一郎 篠田　　誠 
金山　美紀

【目的】人間ドックの精度を担保する為の精度管理項目に精検受診
率がある。日本人においては精検受診有無の追跡調査がし易いが、
近年増加している海外からの受診者は受診の把握が難しい為、見か
け上精検受診率が下がってしまうという問題があると考えられる。
しかし具体的にこの問題を検証した研究は希少である。本検討は外
国人受診者による精検受診率低下への影響を検討した。

【方法】2018 年度 1 年間に当施設人間ドックを受診した 8,504 名（う
ち海外に居住する外国人受診者 2.5%,210 名）を対象とした。当施設
で行った主要な検査において、検査受診数、要精検率、精検受診率
において外国人受診者の受診未把握がどのように影響しているかを
調査した。

【成績】要精検者において外国人の割合が比較的高かった検査結果
を示すと、大腸内視鏡検査の全受診者のうち外国人割合は
6.3%(106/1686)、要精検の外国人割合 7.1%(12/170)、乳がん検査の外
国人割合 2.8%(68/2414)、要精検の外国人割合 6.5%（3/46）、PSA 検
査の外国人割合 6.1%(114/1881)、要精検の外国人割合 4.7%(5/107) で
あった。精検受診率は大腸検査で日本人 91.8%(145/158) であるのに
対し、外国人 16.7％(2/12) であり、全体としては 86.5％であった。
同様に乳がん検査は日本人 93.0%(40/43)、外国人 0.0％(0/3）、全体
87.0％、PSA 検査は日本人 78.4%(80/102) に対し外国人 0.0％(0/5)、
全体 74.8％であった。精検を受けていない者における外国人割合は
大腸検査では 43.5％(10/23)、乳がん検査では 50％(3/6)、PSA 検査
では 18.5％(5/27) に及んだ。

【結論】外国人の精検受診について未把握の場合、全体の精検受診
率低下にも影響があると考えられる。従って外国人の精検受診状況
を追跡し、繰り返し受診勧奨を行うことで早期治療にも繋がると思
われる。人間ドック受診後のこうした総体的な体制づくりが外国人
にとって安心して受診できる環境に繋がると考えられ、それを今後
の取組みとしたい。

C-10-01
訪日外国人を対象とした人間ドックにおける問題点への取
り組み
医療法人医誠会　医誠会病院　人間ドック SOPHIA

○中
なかむら

村　仁
ひとみ

美 梁　　徳淳 橋本　宇史 中村　芳子 
谷口　奈美 前田　嘉文 佛原　康典 原　　久美 
内山　淳子 西田　美樹

【はじめに】当院では 2018 年 4 月から人間ドックで訪日外国人受け
入れを開始した。受け入れ当初の経験から、日本人を対象とした
ドックの場合と比較してスタッフの作業負担がより大きい等の問題
に加え、受診時間が長時間になることが判った。日本人ドックとの
差を少なくするため、問題点を洗い出し、2018 年 10 月以降は 3 つ
の改善策を実施した。その内容は　1) 事前郵送物の工夫　2) 通訳の
人員配置　3) 個人識別の工夫である。今回、改善策の有用性につい
て検証を行ったので報告する。【対象と方法】2018 年 4 月からの 2
年間に受診した訪日外国人 85 名中、同一企業からの受診で 1 日に
10～12 名を集団で受け入れた 5 回（1 回目 10 名、2 回目 12 名、3
回目 10 名、4 回目 10 名、5 回目 12 名、合計 54 名）を対象とした。
全て中国からの渡航で、受診項目は毎回同一であった。1 回目は改
善策導入前で、2～5 回目は改善策導入後の実施である。1 回目の 1
人あたりの平均所要時間と 2～5 回の 1 人あたりの平均所要時間を
求め比較検討を行った。【結果】1 回目の 1 人あたりの所要時間は平
均 4 時間 52 分。2～5 回目の 1 人あたりの平均所要時間は平均 3 時
間 34 分（2 回目平均 4 時間 22 分、3 回目平均 3 時間 51 分、4 回目
平均 2 時間 55 分、5 回目平均 3 時間 18 分）となった。改善策の導
入前と導入後で 1 人あたりの所要時間差は 1 時間 18 分となり、有
意の短縮がみられた。【結語】訪日外国人受け入れ初期の経験を元
に、半年間で 3 つの改善策を検討し導入した。導入前後の所要時間
は有意に短縮し、改善策は有用であったと判断する。今後も更なる
改善を行い、訪日外国人ドックの効率化を進めたい。

C-6-05
取り下げ

C-6-04
健診標準フォーマットにおける由来情報の活用
日本医師会総合政策研究機構 1 
有限会社　ビガージャパン 2

○窪
くぼでら

寺　　健
たけし

1,2 大野　義明2

【背景】日本医学健康管理評価協議会では健診結果データの標準化
を目的に「健診標準フォーマット」の普及活動を行っている。2020
年度から実際に健診標準フォーマットによるデータ交換が民間代行
機関で開始された。健診標準フォーマットは外観的なデータの属性
や形式などの統一は勿論、個々のデータの用語についても標準化さ
れるのが大きな特徴である。高確法により医療費適正化等を目的に
健診結果データ等の分析が盛んに行われるようになり、内部的な標
準化についても重要性が求められるようになっている。

【目的】特定健診を含む健診（検診）結果データをビッグデータと
して分析する際に、個々のデータに影響を及ぼす可能性のある由来
情報（施設情報、検査情報、運用情報）も同時に収集し、分析する
ことが必要と考えている。そこでこれらの由来情報についてそれぞ
れの特徴を抽出する。

【対象】健診標準フォーマット変換ツールを申し込んだ健診実施機
関

【方法】変換ツールの申し込み時に由来情報の記載を求め、それぞ
れの項目を収集し、分析を行った。健診施設認証取得状況、身体計
測機器及び体重測定時の体重調整値、血圧測定方法、尿検査法、血
液生化学的検査法、腹部超音波検査部位などについて集計した。

【結果】健診の運用は実施マニュアル等を尊重して行われていると
考えていたが、体重測定時の着衣分の調整値や腹囲の測定方法など
についてバラツキがみられた。画像所見は用語も登録方法も不統一
であった。

【考察】これらの結果より、ビッグデータの分析は勿論、地域集団
の分析についても由来情報を加味することが必要となる。血液生化
学的検査項目については検査方法、検査試薬、検査機器などの違い
による施設間誤差が指摘されているので、JLAC10 を正しく運用す
ることはもとより、健診施設の認証情報なども参考にして健診結果
データを分析しなければならないことが示唆された。
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C-11-01
当院における職員簡易脳検診
黒沢病院附属ヘルスパーククリニック　放射線部 1 
黒沢病院附属ヘルスパーククリニック　脳神経外科 2 
黒沢病院附属ヘルスパーククリニック　総務部 3 
黒沢病院附属ヘルスパーククリニック　理事長 4

○見
み た

田　　尊
たける

1 大森　重宏2 吉原　尊樹3 黒澤　　功4

目的：当院では、職員の健康管理の一環として、脳動脈瘤、脳 塞
および脳腫瘍の検出を目的とした 40 才以上の職員全員に対する無
償の簡易型脳検診を 2019 年より開始したので、その内容と結果を
報告する。方法：1 職員リストの作成（40 才以上、154 件）2 脳 MR
撮影メニュー絞り込み（頭部頚部 MRA、頭部 FLAIR）、撮影手順
の作成　3 通常業務への職員脳検診の効率的な組み込み結果：撮影
メニューを絞り、1 人当たり撮影時間を通常の脳ドックの半分程度
とすることで、通常業務に大きな影響を与えずに職員約 154 名の簡
易脳 MRI を短期間で実施できた。有所見は無症候性 塞 1 件、脳
動脈瘤 9 件、髄膜種 1 件で、頸動脈の狭窄所見は認められなかった。
発見された動脈瘤は全て 4mm 以下であったが、形状から治療が望
ましいと考えられる症例が 1 件見られた。考察：今回の取り組みは、
職員の健康管理、満足度の向上、脳卒中予防という目的を明確にし、
多くの職員の理解と協力が得られ、通常業務の空き時間を活用して
多人数の職員の脳健診を効率的に進めることができた。有所見は通
常の脳ドックと同様の頻度であり、比較的健康意識が高く血圧や頸
動脈所見が正常な病院職員であっても、脳 MRI 検査実施の意義の
あることが示唆された。また健常における脳ドックは 3 年に一度で
十分とされているが、脳動脈瘤以外にも良性腫瘍や無症候性 塞の
疑いが数例見られ、それらの有所見者は毎年の経過観察が望ましい
と考えられた。これから 40 才になる職員、中途採用で 40 才以上の
職員については必要な検査と思われる。職員の満足度向上、職員の
健康第一とした脳疾患予防に繋げるためにも継続することが重要と
考える。

C-10-05
上部消化管内視鏡検査を受ける外国人受診者に対する看護
上の困難及び今後の課題について
医療法人社団　霞山会　MY メディカルクリニック

○塩
しおざわ

沢　鮎
あゆみ

美 鈴木　霧絵 田中　晴子 室井 真生子 
伊藤　公博 笹倉　　渉

【はじめに】
わが国の外国人就業者数は増加し、さらに多言語化の傾向にある。
健診における上部消化管内視鏡検査も外国人受診者に対して多く実
施されるようになっており、当院においても 2019 年 4 月から 12 月
の内視鏡検査件数の 3.3％が外国人受診者であった。内視鏡検査は
受診者の不安と苦痛を伴い、看護師の関わりがその緩和に重要とさ
れる中で、外国人受診者に対する看護上の考え方や接し方に関する
報告は少ない。今回当院看護師が外国人受診者との関わりで感じた
ことや対応を振り返り、看護上の困難を明らかにすることで、今後
の施設としての取り組みの課題に繋げたい。

【対象と方法】
内視鏡検査に携わる看護師 12 名に無記名の質問紙法によるアンケー
ト調査を行った。得られた回答を質的記述的に分析し、内容により
カテゴリー化した。

【結果・考察】
約 9 割の看護師が外国人対応にネガティブなイメージを持ち、不安
や困難さを訴える回答が多くあった。対応に関する困難さの記述を
5 つに分類して検討し『看護師の精神的不安』『十分な看護を行えな
いジレンマ』『正しい治療につなげられないリスク』の３つの特性
に分けられると考察でき、そのほとんどはコミュニケーションに起
因するものであった。また現在当院で使用している翻訳された説明
書などのコミュニケーションツールだけでは受診者の理解度を把握
できないなど、看護上の困難の解決には不十分という問題点が多く
指摘された。

【結語】
コミュニケーションの困難さが看護上の困難に大きく影響している
ことが分かった。またコミュニケーションの困難さは受診者側の精
神的孤立に繋がると指摘されていることから、今回明らかになった
問題点を改善し、受診者がより安全に安心して内視鏡検査を受けら
れるよう努めたい。

C-10-04
国際的人間ドックを目指した取り込みと課題・2017年～
2019年の総括
国立国際医療研究センター病院　人間ドックセンター

○呂
ろ

　　　軍
ぐん

 林　　裕子 橋本 真紀子 久保　幸子 
梶尾　　裕

以前 2017 年と 2018 年の人間ドック学会では、当院の国際的人間
ドックを目指した取り組みを紹介した。今回は 2017 年から 2019 年
までの 3 年間のデータを分析し、インバウンド事業を取り組んでい
る及び今後導入する予定の施設と情報共有し、外国人の人間ドック
受診のガイドライン的なものを制定出来たらと考えた。当人間ドッ
クセンターは、依然中国人を中心として海外からの受診者が多く、
特に最近ではベトナム人が急増している。数値的には、この 3 年間
で外国人受診者数は 3385 人に達し、受診者全体の 28% に至り、全
体売り上げの 5 割強を占めることとなった。このような多くの海外
受診者を受けることは、トラブル事案も多く累積していることであ
る。今回は、医療通訳の品質管理が出来てない現状と解決方法の模
索、及び個別案件を紹介する。例えば、インバウンド業者の料金設
定はそれぞれが決める、受診者が多くなれば、受診時の受診者同士
の横つながりができる、その際自分が払った金額は他の人より遥か
に多いことが判明した。このような受診者とインバウンド業者との

「火花」が病院へ「延焼」する可能性あることを報告する予定であ
る。

C-10-03
外国人健診受診者に対する翻訳ソフト使用の試み
医療法人創和会　しげい病院

○松
まつもと

本　純
すみこ

子 佐藤 麻里恵 古吉　明美 林田　志保 
谷　　　誠 藤田　　渉

【目的】厚生労働省より外国人労働者に関する指針が発表され、今
後外国人の健診が増加すると思われる。現在、当院では外国人に対
する健診は、日本人の健診に比較して、検査説明や案内に時間を要
している。また健診担当者からは、画像スライドやジェスチャーで
検査説明をしているが意図が伝わっているか不安との意見もある。
そこで、外国人健診受診者に対して翻訳ソフトを使用することによ
り、健診担当者の負担軽減と健診時間の短縮や、健診受診者に対し
て分かりやすい説明と待ち時間の短縮によってサービスの向上に繋
がるかを検討した。

【対象と方法】2019 年 4 月 1 日～2019 年 12 月 31 日に健康診断を受
診した中国人 14 名、ベトナム人 7 名、スペイン人 1 名の計 22 名と
健診担当者延べ 40 名を対象に、健診終了後にアンケート調査を行っ
た。

【結果】健診受診者アンケートでは、「スタッフの言語は理解できま
したか」、「スタッフのジェスチャーは理解できましたか」、「検査説
明に用いた画像スライドは分かりやすかったですか」の項目に比較
して、「説明に用いた翻訳ソフトは分かりやすかったですか」、「診
察時に用いた翻訳ソフトは分かりやすかったですか」の翻訳ソフト
を用いた場合の質問項目の方が「よく分かる」の割合が高い傾向で
あった。健診担当者アンケートでは、「翻訳ソフトの使い方は分か
りやすかったですか」、「翻訳ソフトで相手の言語が理解できました
か」、「翻訳ソフトで自分の言語が伝わっていると感じましたか」、

「今後も翻訳ソフトを使用したいと思いますか」、「健診時間は短縮
できたと感じますか」のいずれの項目も使用回数が増すにつれて

「とてもそう思う」の割合が増加していた。
【考察】アンケートの結果、外国人の健診実施時に翻訳ソフトを使
用することは、健診担当者の負担軽減と、健診時間・待ち時間の短
縮、健診受診者に対するサービス向上に有用であると考えられた。
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C-11-05
神奈川県内の健診機関による情報交換システムの機能と成
果について
公益財団法人健康予防医学財団　ヘルスケアクリニック厚木 1 
公益財団法人神奈川県予防医学協会 2 
医療法人社団シュアネス　上大岡総合健診センター　諸井クリニック 3 
医療法人社団優和会　湘南健診クリニック　湘南健康管理センター 4 
医療法人社団亮正会　高津中央クリニック 5 
一般財団法人船員保険会　横浜リーフみなとみらい健診クリニック 6 
医療法人社団　相和会　予防医学事業本部　健診企画部 7 
独立行政法人地域医療機能推進機構　相模野病院　健康管理センター 8 
社会医療法人社団三思会　新横浜メディカルサテライト 9

○成
なりさわ

澤　　勉
つとむ

1 根本　克幸2 佐藤　　勇2 石橋 喜久子3 
山崎　樹生4 阿部　清史5 田口　春英6 井上　真人7 
高橋　利広8 菊池　賢介9

【背景】
健診機関の改善活動は様々だが、健診機関同士が相互に情報交換し、運営に関す
るノウハウを共有することも有効な手段の一つ。神奈川県内の健診機関による情
報交換システム「意見交換会」の発足以来 10 年間の活動を報告する。

【概要】
発足の 2010 年は 15 機関でスタートし、現在では 31 機関まで拡大。医療保険者と
は特に協会けんぽ神奈川支部と強く連携し、健診業務における支部の課題も共有
いただき、神奈川県内の健診受診環境全体の底上げを図っている。
意見交換会では、主に１）テーマ別意見交換（25 テーマ）、２）講習会（20 回開
催）、３）施設見学（19 施設）の 3 つの取り組みを実施している。開催頻度は年 4
回。

【成果】
１）は、受診者サービスの向上や渉外活動、個人情報の取扱い方法など、通常は
機関を超えて共有されないノウハウを相互に共有し合い、受診者のためより良い
サービスを模索している。新入会員からは「各医療機関と話す機会がないため、貴
重な時間を過ごせた」とのコメントが寄せられ、ベテラン会員からも「他施設か
ら評価され、自分達がやっていることの意義を感じた」など、会員のモチベーショ
ン向上にも寄与。
２）では 20 回の講習会の内、健診施設に特化した接遇マナー講座を 5 回開催。接
遇マナー講座は特に人気があり、2019 年 11 月開催時は 25 機関の職員 75 名が参加。
受講後のアンケートでは 97% が良かった、91% がまた受講したいと評価。
３）の施設見学参加者は全 19 回の見学で延べ 480 名。事務担当者を中心に医師、
看護師、その他コメディカルも参加。オプション検査の拡大、受診者サービスの
充実、委員会立ち上げ、施設レイアウトの変更、ホームページ見直しなどの改善
が報告された。

【結語】
3 つの取り組みにおいて、受診者へのサービス向上に寄与する同会の活動の報告を
させていただいた。健診機関を横断的に結ぶ意見交換会という神奈川県独自の仕
組みを引き続き全国に向けて発信していきたい。

C-11-04
受診者向け資料改善についての取り組み
社会医療法人財団　慈泉会　相澤健康センター　事務部 1 
社会医療法人財団　慈泉会　相澤健康センター　健康管理部 2

○赤
あかはね

羽　秀
ひでき

樹1 宍戸　淑子2 橋倉　理恵2 上條　智史1

【背景】当センターは人間ドックを快適に受診していただける施設
を目指し、受診者の多様化するニーズに応えるため新規オプション
検査を追加してきた。案内資料はその都度追加作成をしたため、統
一感のない枚数の多い資料となっていた。実際、受診者満足度調査
では資料に関する評価は低かった。また、オプション検査の事前申
込を促していたが、資料が見づらいため当日の検査追加が多かった。

【目的】オプション検査資料を改善し、わかりやすくする。事前に
オプション検査の申し込みを促す。【方法】情報を整理し、統一感
のあるオプション検査資料を作成する。事前にオプション検査申し
込みを促すための対策をする。受診者へのアンケートを行い分析す
る。【結果】改善対策後、202 名にアンケート調査を行った結果は以
下であった。新しいオプション検査冊子を見て追加された方が 55
人（27％）追加していない人が 147 人（73％）。見やすさは見にく
い 1 人（1％以下）、見やすい 154 人（76％）とても見やすい 36 人

（18％）。わかりやすさは、わかりにくい 3 人（1％）、わかりやすい
162 人（80％）、とてもわかりやすい 27 人（13％）。資料開封時期は
受診日前日・前々日 10 人（5％）、1 週間前 40 人（20％）、2 週間前
43 人（21％）、到着後 109 人（54％）。【考察】オプション検査冊子
はイラストや具体的な写真を多く取り入れてわかりやすいという意
見が多かった。全体の約 25％が冊子を見てオプション検査を追加し
ていた。多くの受診者が必要とするオプション検査を追加してもら
うためには、事前申し込みがとても重要であり、当日の検査を円滑
に行うためにも、早い段階で資料開封をしてもらう必要がある。実
際には直前に開封する割合が多く、今後の課題である。

C-11-03
がん専門病院の健診センターで担った発熱外来・
COVID-19スクリーニング外来の経験
公益財団法人がん研究会有明病院検診部 1 
公益財団法人がん研究会有明病院健診感染症科 2

○内
うちだ

田　靖
やすこ

子1 土田　知宏1 宇津木 久仁子1 羽山 ブライアン2 
清水　貴子1 春木　聡美1 山田　ゆみ1 鈴木　裕子1

がん専門病院である当院では、可能な限り平時同様の「がん診療・
がん治療」の提供を維持すべく 4 月より検診業務を中止し、検診部
門で COVID19 スクリーニング外来を担うこととなった。【対象】
2020 年 4 月 10 日以降に外来・入院、初診・再診を問わず当院を受
診されたすべての方【スクリーニング外来受診条件】A.3 日以内に
37.5 度以上の発熱がある B.2 週間以内に出現した咳嗽・息苦しさが
ある C.2 週間以内に出現した味覚・嗅覚障害がある D.2 週間以内に
海外渡航歴がある E.2 週間以内に新型コロナウイルス感染症罹患者
および疑い者との接触歴がある【スクリーニング方法】1. 問診 2. 肺
CT　1,2 のいずれかであらかじめ設定した条件に該当する所見があっ
た受診者に PCR 検査を行い。その後の受診者の挙動を決定する【結
果および考察】当院はがん専門病院であるため受診者は概ね担がん
状態であり、また手術や化学放射線療法の影響で発熱・呼吸器症状
や味覚・嗅覚障害のある方が相対的に多いこと、また肺 CT にも何
らかの陰影を有している方が多いことがあり、スクリーニング外来
受診要件の選別には困難を要した。スクリーニング外来を受診した
のべ 132 名のうち、129 名 (98%) が悪性新生物の確定診断がついて
おり、うち 119 名が治療中であった。スクリーニング外来受診要因
の内訳は発熱 82 名（62%)、呼吸器症状 41 名 (31%)、味覚 ･ 嗅覚障
害 3 名 (2%) であった。また、肺 CT で肺炎の所見を認めたのは 55
名（42%）で、PCR 検査を行ったのは 48 名（36%）であった。結
果としていわゆる検査前確率を低くせざるを得なかった影響か、PCR
陽性者はひとりも出なかった。日常的に感染症診療を行っていない
当院で未知のウイルスに対峙するために行った工夫や試みを合わせ
て発表する。

C-11-02
手指衛生に対する意識向上への取り組み～全職種を対象に
して～
医療法人社団　東山会　調布東山病院　ドック健診センター

○杉
すぎた

田　妙
たえこ

子 久保田 智佳 池田　千絵 大澤 由花里 
畠山　理恵 貝瀬 瑠璃子 柳瀬　萌木 山田　　隆 
大井田 正人

【はじめに】当センターでは 1 日約 150 名の健康診断を実施してい
る。中には感染症に罹患していたり、易感染状態の受診者もいるこ
とが考えられ、職員が感染の媒介とならないよう感染対策が重要で
ある。当センターの手指衛生指数は 1.0 前後と低い指数で推移して
おり、センター全体の課題として全職種を対象に意識向上への取り
組みを行ったので報告する。【目的】手指衛生に対する意識向上と
手指衛生指数増加により感染対策の強化を行う。【方法】受診者と
接触機会のある 80 名（医師 23 名、看護師 10 名、放射線技師 11 名、
検査技師 19 名、事務職員 17 名）に勉強会・資料配布、啓発ポス
ターの掲示、その前後に質問紙調査を実施し、手指衛生に対する意
識と実践状況、手指衛生指数の変化を調査。【結果】手指衛生指数：
9 月 1.28、10 月 1.25、11 月 0.96、12 月 1.45。質問紙調査結果：勉強
会前後で「正しい手順を知っている」割合は、職種別では放射線技
師以外で増加し、全体では 69％から 91％に増加。「正しい手順で実
施している」割合は全職種で増加し、全体では 37％から 68％に増
加。手指衛生の５つのタイミングを「知っている」「実施している」
割合は全職種で増加。自由記載では「習慣化させたい」「忙しくて
できない」などの意見がみられた。【考察】取り組み後、手指衛生
の正しい手順やタイミングを「知っている」「実施している」割合
が増加。医療知識のない事務職員に対し、勉強会による知識の提供
や技術の指導が効果的であったと考える。全職種を対象に取り組み
を行ったことで、手指衛生指数が増加し、今回の研究が啓蒙活動と
なり、センター全体の認識を統一できた。課題として、知識があっ
ても実践に繋がらないこと、職種によって実践状況に差があること
が明らかになった。実践の妨げとなっている要因への対策、職種別
のアプローチが必要である。COVID-19 も含めた感染対策強化のた
め、今後も取り組みを継続していきたい。
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C-11-08
健康経営度調査フィードバックシート経年分析による当法
人の健康経営の課題と対策
一般財団法人　芙蓉協会　聖隷沼津健康診断センター

○笠
かさはら

原　典
のりひこ

彦 伊藤　　孝 原田　雅子 須床　和恵 
阿部　幸洋 前田　貞則 佐藤　　眞

【目的】健康経営を推進する上で、健康経営優良法人認定制度は、健
康経営の課題を浮き彫りにできる有効なスキームである。当法人は
今回、健康経営優良法人大規模法人部門「ホワイト 500　2020」に
認定された。今回、当法人健康経営度調査フィードバックシート 4
年間（2016 年～2019 年）の経年データを分析し、健康経営を推進
するための課題と対策を導き出す。【方法】健康経営度調査フィー
ドバックシート 4 年間の経年データを、健康経営優良法人認定制度
４つの側面（1 経営理念・方針、2 組織体制、3 制度・施策実行、4 
評価・改善）について全体トップを１００％とし、当法人の位置付
けと推移を分析を行う。更にそれぞれの側面の内訳項目についても
同様に分析を行う。これらの結果を基に健康経営エキスパートアド
バイザーの実践支援の方法により健康経営診断書を作成し、課題と
対策を導き出す。【結果】当法人の経年データが低下している項目
は、制度・政策実行の健康課題の把握・対応と評価・改善の施策全
体の効果検証・改善であった。内部では、十分に成果が上がってい
ると評価していたものが、全国の健康経営の　取り組み成果との比
較では、劣っていることが分かった。自組織評価だけでは、気づか
ない間に健康経営の取り組みの形骸化を招くことになり、客観評価
を踏まえた分析に基づいての PDCA の必要性を実感した。新たな
課題へ対策と取り組みが提示することができた。 【考察】健康経営
の推進を行って様々な問題に取り組んできたが、今回の分析によっ
て見えなかった課題が浮き彫りとなり、その対策を改めて見直す事
によって更に推進できる道が見えた。自組織の取り組み評価で満足
せずに、他方向からの視点を用いることの必要性を実感した。これ
らを踏まえて内部だけではなく外部にも健康経営の推進を行ってい
く。

C-11-07
巡回健診及び施設健診における検査採血で発生したインシ
デント・アクシデントの解析と対策の検討

（一財）近畿健康管理センター　三重事業部 1 
（一財）近畿健康管理センター　総合企画本部 IT 推進グループ 2

○山
やまはた

畑　直
なおこ

子1 尾崎 みち子1 亀井　容子1 丸川　憂子1 
池田　由香1 林　　博子2 西川　政勝1

I. はじめに
（一財）近畿健康管理センター（以下 KKC）三重事業部では、検査
採血においてインシデント・アクシデントが発生した場合、採血症
状報告書を起票し運用している。今回、将来のより安全な採血方法
の検討を目的に、過去 2 年間の採血症状報告書を集計 ･ 解析し、そ
の原因を考察したのでここに報告する。
II. 対象および方法
2015 年 4 月から 2017 年 3 月まで当事業部において巡回健診および
施設健診（以下巡回、施設）を受診し検査採血を受けた 223,517 名

（巡回 191,462 名、施設 32,055 名）のうち、インシデント・アクシ
デント報告（採血症状報告書起票件数）143 名を対象に、巡回・施
設毎に集計し統計解析を行った。
III. 結果
インシデント ･ アクシデント報告は、巡回では 68 名（0.04％）、施
設で 75 名（0.23％）有意差が認められた（P ＜ 0.001）。穿刺血管別
の報告比率は巡回 ･ 施設共に正中皮静脈が高く（54％）、次いで尺
側皮静脈（27％）、橈側皮静脈（20％）であった。正中皮静脈の穿
刺血管選択率は巡回が平均 49％、施設が 62％で、正中皮静脈を第
一選択としていた。実務経験年数別報告率は巡回が経験年数 10 年
以上 56％に対し、施設は 1 年未満 59％を占めた。KKC 独自の採血
業務能力認定別に比較すると、業務能力認定の高い者は報告数が多
いが全体採血数も多く、報告比率では有意に低かった（P ＜ 0.001）。
IV. まとめ
　ＫＫＣでは安全な検査採血のための手順を設けており、橈側皮静
脈を第一選択としているが、リスク回避のためにも手順の遵守が求
められた。今回のＫＫＣ調査研究では、施設と比べ巡回にインシデ
ント・アクシデント報告比率が低かった。業務能力認定は安全な検
査のために必要不可欠なものであり、リスクマネジメントとしても
継続的な教育として取り組む必要があると考える。

C-11-06
取り下げ





演者（筆頭発表者）索引
－演題番号の見方－

プレナリー演題 演題番号

例：PO-01
PO：口演、PP：ポスター

一般演題 演題番号

例：A-1-01
分類区分

※索引のページ数は、講演抄録掲載ページ（括弧 （） のない）ページを表します。
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【 あ 】
相澤　孝夫 理事長講演  61

青木 麻美子 B-1-18 166

赤池　　淳 A-9-17 128

 A-11-05 139

赤羽　秀樹 C-11-04 200

吾川　弘之 A-9-04 125

秋田 有加里 C-4-02 193

浅野　美穂 A-7-02 119

浅見　親志 A-2-02 113

麻生 久美子 B-1-09 163

厚美　直孝 B-1-01 161

虻川　綾香 B-6-22 176

綾部　由香 A-8-09 123

荒井　孝子 PO-03 104

新井　智之 A-26-04 158

荒瀬　康司 学術大会長講演  60

粟津 雄一郎 C-3-02 191

【 い 】
飯嶋 亜弥子 C-2-07 185

飯塚　明久 C-2-22 189

家田　高子 C-3-05 192

池上　真士 A-9-16 128

池原　瑞樹 A-7-03 119

石井　宏忠 A-9-33 132

石井　優希 A-10-04 135

石川　和宏 A-5-01 117

石川　志保 C-2-13 187

石川　智恵 C-2-16 187

石川　理惠 A-7-06 120

石崎　達郎 シンポジウム5  87

石澤 美奈子 B-6-09 173

石田　　芳 B-6-07 172

石橋　英明 A-26-01 157

石原 眞木子 シンポジウム3  79

和泉　賢一 A-11-08 139

泉　由紀子 A-15-02 147

泉谷　麻子 A-9-29 131

井田　陽介 A-10-02 134

伊藤 亜矢子 A-9-38 133

伊東　香代 C-1-02 182

伊藤　公博 A-9-01 124

伊藤　恭子 A-9-31 131

伊藤　順造 C-3-07 192

伊藤 ひとみ A-25-02 156

伊藤 美奈子 A-11-01 138

伊藤　　京 B-1-04 162

伊藤　喜久 A-25-04 157

井戸谷　恵 C-4-10 195

稲垣　紀子 B-6-10 173

稲田　慶一 A-8-02 121

稲葉　千尋 B-1-14 165

井上　明子 C-2-04 184

井上　謙一 シンポジウム1  72

井上　富夫 A-10-03 135

今井　佳子 A-22-04 154

今井　沙月 A-15-07 149

今井 美那海 B-6-34 179

今泉　陽一 A-5-03 117

入山　瑞郎 A-9-41 134

岩崎　香奈 A-9-34 132

岩本 由美子 A-7-01 118

【 う 】
植田　敏弘 A-15-06 148

上野　春菜 A-27-08 160

鵜飼　雅信 特別企画4  99

牛島　千衣 A-27-10 160

後山　尚久 A-14-04 145

宇高　　功 A-3-09 116

内田　靖子 C-11-03 200

内山　さち B-5-09 171

浦野 美和子 C-3-09 193

占部　綾子 A-11-04 138

【 え 】
江頭 奈都美 B-6-33 179

江原　亮子 A-9-23 129

遠藤　直人 シンポジウム5  89

【 お 】
大内　尉義 特別講演1  62
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大江 千恵子 C-3-06 192

大垣　洋子 A-15-08 149

大川原 洋樹 A-26-03 157

大鍬　京子 C-2-26 190

大関　佳子 A-27-02 158

大谷　尚子 A-15-03 148

大西　章仁 A-27-13 161

岡田　雅仁 A-22-03 153

岡田　　実 C-2-24 189

岡庭　信司 特別企画1  95

岡畑　純江 A-18-02 151

岡部　恵子 B-6-28 178

小川　和雅 A-7-04 119

小川　恭子 PP-03 108

小川　眞広 シンポジウム3  81

 シンポジウム4  85

 特別企画1  94

小川　美咲 B-1-03 162

 B-3-03 168

小椋　朱根 B-6-29 178

小倉　直子 A-14-06 146

押野　千秋 B-6-24 177

織田　晃子 B-1-02 162

小田川 泰之 C-6-02 197

落合 さゆり C-2-09 186

小貫　洋祐 C-1-06 183

小原　知也 A-11-18 142

親松　忠行 A-7-11 121

【 か 】
笠井　智佳 A-10-14 137

 A-13-01 144

笠原　典彦 C-11-08 201

笠間　早苗 C-2-05 185

柏木　和弘 A-11-10 140

加藤　公則 シンポジウム1  73

加藤　大地 C-10-02 198

加藤　浩晃 シンポジウム1  71

加畑　　香 C-2-03 184

鏑木　淳一 シンポジウム2  78

鎌田　智有 A-9-21 129

鎌谷 洋一郎 特別企画5 102

亀谷　富夫 A-20-01 153

河合　佳子 A-27-07 160

川北 かおり A-15-04 148

川田　和昭 A-9-08 126

河村　道徳 A-25-03 156

河村　裕子 C-2-02 184

川本　理恵 C-4-04 194

神田　淑江 C-2-15 187

【 き 】
菊地 恵観子 B-2-06 167

北　　桃子 B-6-03 171

木村　亜耶 B-6-19 175

木村　早紀 A-10-10 136

木村　成里 A-9-22 129

清川　拓馬 B-6-13 174

 B-6-30 178

 C-2-28 190

【 く 】
串田　由紀 C-4-15 196

窪田　健一 A-6-03 118

窪田　真弓 B-8-06 181

窪寺　　健 C-6-04 198

栗栖　貴子 C-2-20 188

栗原　照昌 PO-05 105

黒井　遥加 B-1-12 164

黒川　哲司 特別企画4  97

黒澤 奈美江 C-3-03 191

【 こ 】
小坂 加麻理 A-8-01 121

兒島　敬子 A-22-08 155

小嶋　友美 B-6-02 171

五島　怜美 B-8-05 181

小瀬　尚輝 A-10-01 134

古関 亜矢子 C-2-25 190

小平 美穂子 B-6-01 171

後藤　寛幸 A-24-02 156

小西　明美 B-8-02 180

小西　　孝 A-2-03 113

小林　恵理 A-9-15 127
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小林　淳二 A-3-08 115

小堀　由貴 B-5-01 169

小松 ひかる B-6-11 173

近藤　清美 C-2-11 186

近藤 真喜子 A-11-07 139

【 さ 】
齋藤　雄大 A-11-19 142

斎藤　　聡 シンポジウム3  82

齋藤　　忍 C-5-01 197

齊藤　忠範 A-2-04 113

齋藤　寛佳 A-14-10 147

齊藤 由紀子 B-6-15 174

坂井 ゆかり A-10-06 135

坂巻　浩二 A-3-04 114

佐久間 孝弘 A-18-03 151

佐久間 美幸 A-9-32 132

櫻井　健一 教育講演3  67

 A-14-08 146

 A-14-09 147

佐々木 浩一 A-16-05 150

佐治　直樹 シンポジウム5  91

佐藤　憲一 A-9-06 125

佐藤　恒巳 B-6-27 177

佐藤　知香 PP-04 108

澤田　智紀 A-26-02 157

【 し 】
塩沢　鮎美 C-10-05 199

篠部　　誠 C-1-03 182

嶋田 由布子 A-22-07 154

島津　　将 A-3-10 116

島本　武嗣 A-9-02 124

清水　厚子 B-6-26 177

清水 恵理奈 A-11-14 141

清水　京子 B-2-05 167

清水　正子 C-2-01 184

清水　夕貴 C-4-11 195

白川　佳子 A-22-05 154

代田　　翠 A-18-04 151

新城　邦裕 A-10-11 137

進藤 千代彦 A-7-07 120

 A-11-09 140

【 す 】
末丸　大悟 A-18-05 152

末本　博康 A-25-01 156

菅原　成美 C-2-23 189

杉浦　直子 A-10-05 135

杉田　妙子 C-11-02 200

杉本　孝一 A-8-10 123

鈴木　公子 A-16-04 150

鈴木　沙織 B-6-06 172

鈴木　佐和 C-3-04 191

鈴木　寿昌 C-1-05 183

鈴木 妃佐子 A-12-01 143

鈴木　博子 A-14-02 145

須田　章則 A-9-26 130

角　　直樹 A-9-24 130

【 せ 】
瀬口 ちなみ A-1-03 112

千田　裕子 A-11-21 143

【 そ 】
曽根　博仁 特別講演3  64

園尾　広志 A-6-02 118

【 た 】
高倉　彩可 C-4-06 194

高島　周志 A-9-19 128

高橋 紗耶香 A-27-01 158

高橋　春香 A-22-09 155

高橋 真利子 A-9-35 132

高部　晶子 A-27-06 159

高宮　浩一 C-1-01 182

高山　敬子 A-9-07 125

田口 久美子 B-1-10 164

田口　淳一 特別企画5 100

田倉　智之 教育講演1  65

竹内　靖博 特別講演2  63

竹下　　彰 PP-05 109

竹下　由美 A-8-04 122

竹房　　優 A-24-01 155
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太島　丈洋 A-9-27 130

龍田　美和 A-11-03 138

舘石　知美 B-6-32 179

田所　夕芽 C-4-14 196

田中　香菜 C-1-07 183

田中　道子 A-8-06 122

田中　由紀 C-2-19 188

田中　芳次 A-9-25 130

棚橋　俊仁 B-5-04 169

種子田 千歳 B-6-08 173

田原　沙織 B-6-16 175

田村　拓也 B-8-07 181

【 ち 】
千坂　なぎ B-6-18 175

千頭和 いづみ C-2-06 185

趙　　麻未 B-2-04 167

【 つ 】
辻本　直美 B-6-17 175

津田　真里 B-8-04 181

角田　博子 シンポジウム3  80

坪内　啓正 B-2-02 166

【 て 】
寺嶋　　綾 B-5-05 170

寺本　篤司 シンポジウム1  70

【 と 】
土井　葉月 B-2-03 166

徳永　健吾 A-3-06 115

戸崎 小百合 B-3-04 168

戸田　晶子 A-12-02 143

冨田　美砂 B-5-06 170

鳥井　淑敬 A-10-07 136

【 な 】
中澤　浩子 A-14-03 145

中嶋　俊彰 A-11-13 141

中島　浩子 A-11-17 142

長島 今日子 A-14-05 146

中田　佐江 B-6-20 176

中田 麻理菜 C-4-12 196

中野　有起 A-9-14 127

永野　　護 C-1-04 182

中道　陽子 A-9-05 125

中宮　早紀 PO-04 104

仲村　明恒 A-7-05 119

中村　仁美 C-10-01 198

中村　祐輔 シンポジウム1  68

名倉　武雄 シンポジウム5  88

成澤　　勉 C-11-05 200

南部 美由紀 B-5-02 169

【 に 】
西荒井 宏美 A-5-02 117

西尾　康孝 A-8-08 123

西川　麻衣 B-1-16 165

西川　政勝 A-17-01 150

西﨑　泰弘 シンポジウム2  75

西村　重彦 特別企画1  93

西村　光世 A-3-07 115

【 ね 】
祢津　寧子 A-9-03 124

根本　　梓 C-2-17 188

【 の 】
野崎　良一 シンポジウム4  84

野末　信一 C-4-01 193

野田　絵里 A-27-03 159

野村　秀一 A-22-06 154

野村　千裕 C-2-27 190

【 は 】
橋口　　勝 PP-02 108

橋本　侑果 C-4-08 195

長谷川　歩 B-1-08 163

長谷川 暢子 特別企画4  98

波多野　楓 A-27-09 160

八田　悦子 A-14-01 145

服部　宜裕 A-11-15 141

花井　千栄 B-6-05 172

花田　敬士 シンポジウム4  86
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林　　　聡 PO-02 104

林　　志保 B-7-01 180

林　　裕子 A-11-02 138

原田　　健 A-22-02 153

春木　　薫 PP-06 109

春間　　賢 A-9-40 134

春山　　光 PO-06 105

【 ひ 】
東　ゆかり B-1-07 163

日高 由紀子 B-1-15 165

姫野　秀朗 A-18-06 152

平井 都始子 特別企画1  96

平井　　学 A-18-07 152

 A-27-11 161

平澤　俊明 シンポジウム1  69

平野　枝里 A-15-05 148

廣川　富彦 B-5-08 170

【 ふ 】
福井　敏樹 シンポジウム2  76

福島　泰子 B-1-05 162

福田　　彰 A-3-05 115

藤井　香菜 A-1-01 112

藤井　容子 A-11-16 141

藤木　貴子 C-2-12 186

藤田　智子 A-9-39 133

藤田　雅子 B-6-12 174

藤本　壮八 A-27-12 161

藤原　明子 C-4-09 195

藤原　祥子 A-3-03 114

府中　七恵 B-8-03 180

船津　和夫 A-11-12 140

古川　佳子 A-8-03 122

【 ほ 】
穗苅　市郎 A-9-12 127

星　　研一 A-26-05 158

堀尾　直彦 A-7-08 120

堀尾 留里子 特別企画5 101

堀口　　優 A-3-11 116

本間　　滋 A-15-01 147

【 ま 】
前田　健吾 A-18-01 151

槇野 香奈子 B-5-03 169

馬嶋 健一郎 A-9-20 129

桝田　　出 A-4-01 116

増田 真由美 B-6-04 172

松井　真澄 A-9-30 131

松浦　貴彦 A-10-08 136

松島　亜紀 B-5-07 170

松本 さやか B-1-06 163

松本　純子 C-10-03 199

松本　泳子 B-3-02 168

的場　聡子 A-9-36 133

間部　克裕 シンポジウム4  83

丸田　陽子 B-8-01 180

丸山　義明 A-22-01 153

【 み 】
三浦 美奈子 A-13-02 144

三木　真司 A-8-07 123

水垣　活也 C-1-08 183

見田　　尊 C-11-01 199

光岡 あゆみ B-4-01 168

満崎　克彦 PO-01 104

蓑毛　佳代 A-16-03 150

三間　康之 A-11-22 143

宮崎　　奏 B-1-11 164

宮崎　奈美 C-2-21 189

宮島 江里子 A-16-02 149

宮地　元彦 シンポジウム2  77

宮本　英雄 PP-01 108

明後　祐子 C-4-03 193

三好 佐和子 PO-07 105

三輪 千代枝 C-2-18 188

【 む 】
武藤　繁貴 シンポジウム2  74

村上　一雄 A-7-10 121

村上　　淳 A-27-05 159

村瀬　妙子 A-8-05 122
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【 も 】
望月　　希 C-3-08 192

森　　章浩 C-6-01 197

森　　厚嘉 A-9-10 126

森　佐知子 A-2-05 113

守岡　　謙 B-6-25 177

護山　健悟 A-19-01 152

【 や 】
矢川　智仁 A-9-18 128

八木ヶ谷 裕美子 C-4-07 194

矢崎　滉平 A-11-11 140

矢島　義昭 A-11-20 142

安井　裕子 A-10-12 137

安田　宜成 シンポジウム5  90

山口　香織 A-12-03 144

山口　直子 C-4-05 194

山田　　碧 A-5-04 117

山田　采加 B-6-14 174

山田　香子 A-9-13 127

山田　真司 PP-07 109

山中　義之 A-9-28 131

山畑　直子 C-11-07 201

山本　　晃 A-12-04 144

山本　有紗 A-23-01 155

山本　正和 A-8-11 124

鎗野　珠理 C-2-10 186

【 よ 】
横田　千聖 B-6-23 176

横山　　勇 B-3-01 167

吉川　優子 A-10-09 136

吉田 沙也香 C-3-01 191

吉田　　博 教育講演2  66

吉田　文恵 C-2-14 187

吉原　紘子 A-27-04 159

米山　史歩 B-6-31 178

【 ろ 】
呂　　　軍 C-10-04 199

【 わ 】
若林　美咲 A-14-07 146

若林 由未香 B-1-17 165

若松　弘之 A-6-01 118

和久本 義昌 A-9-37 133

和田　高士 特別企画1  92

渡部　和子 A-3-01 114

渡邉　早苗 C-4-13 196

綿谷　千秋 B-2-01 166
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【協賛企業】
株式会社ツムラ 日本メジフィジックス株式会社

【広告協賛企業】
株式会社エスアールエル MSD株式会社
キヤノンメディカルシステムズ株式会社 シーメンスヘルスケア株式会社
日鉄興和不動産株式会社 日本事務器株式会社
株式会社ハーディ 株式会社バイオデザイン
株式会社ビー・エム・エル 堀井薬品工業株式会社
株式会社ミルテル 

【Webセミナー共催企業】
味の素株式会社 アッヴィ合同会社
アボットジャパン合同会社 アルケア株式会社
EAファーマ株式会社 イルミナ株式会社
エーザイ株式会社 MSD株式会社
株式会社 LSI メディエンス 大塚製薬株式会社 メディカル・アフェアーズ部
ギリアド・サイエンシズ株式会社 株式会社クリュートメディカルシステムズ
特定非営利活動法人こどもたちのこどもたちのこどもたちのために 株式会社サイキンソー
シーメンスヘルスケア・ダイアグノスティクス株式会社 塩野義製薬株式会社
積水メディカル株式会社 第一三共株式会社
大日本住友製薬株式会社 医療法人東京桜十字
東ソー株式会社 株式会社トプコンメディカルジャパン
日本ベーリンガーインゲルハイム株式会社 ノーベルファーマ株式会社
富士フイルムメディカル株式会社 富士フイルム和光純薬株式会社
富士レビオ株式会社 株式会社メディパルホールディングス

【特別企画共催企業】
ロシュ・ダイアグノスティックス株式会社

【出展企業】
味の素株式会社 アルケア株式会社
株式会社アルファインターナショナル 株式会社イリモトメディカル
イルミナ株式会社 栄研化学株式会社
株式会社エスフィル エルピクセル株式会社
キッセイコムテック株式会社 共同印刷西日本株式会社
興和株式会社 特定非営利活動法人こどもたちのこどもたちのこどもたちのために
株式会社サイキンソー 株式会社サリバテック
タック株式会社 株式会社丹青社
デンカ株式会社 東京都医工連携HUB機構
東光コンピュータ・サービス株式会社 株式会社トプコンメディカルジャパン
株式会社トンボ パナソニック株式会社アプライアンス社
株式会社ヘルスケアシステムズ 株式会社マーストーケンソリューション
株式会社マッシュルームソフト ミドリ安全株式会社 

（五十音順）
2020 年 10 月 26 日現在

協賛企業・団体一覧
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を開催するにあたり、下記の皆様より
ご協賛を賜りました。ここに深甚たる感謝の意を表します。

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

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
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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 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

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
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2020年第3回人間ドック健診専門医研修会【オンデマンド配信】
（第56回人間ドック健診認定医・専門医研修会）

■ 配信期間：2020年11月30日（月）12：00正午 ～12月15日（火）23：59

■ 単 位 数：  Ａ）人間ドック認定医等：７単位 
Ｂ）人間ドック健診専門医：７単位（医療安全1単位 上限2単位）

■ プログラム：

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「新型コロナウィルス感染症と臨床検査」
　　　　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　　東海大学医学部付属東京病院　病院長
　　　　　　　　　　　東海大学医学部健康管理学領域　主任教授

※事前に参加登録をされた方には、11月 20日頃までにテキストと視聴用 ID・PWを送付します。
※配信期間中に、【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。
　（視聴ログ（アクセス履歴）を確認し、単位を加算します）
※アンケート回答後、ご自身で【受講証】を印刷し、更新時まで保管ください。
※本研修会は指導医講習会の対象となります。

詳しくは、郵送するテキストまたは、研修会HPにてご確認ください。

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―認定医・専門医研修会
https://www.ningen-dock.jp/system/certified/workshop
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学 術 大 会 長 那須　繁
（特定医療法人財団　博愛会　理事長）

開 催 期 日 2021年9月10日（金）～ 24日（金）

開 催 方 法 Web開催

メインテーマ 「2020年代の健診・予防医療を展望する
～With/After Corona時代の変革への視座～」

※変更になる場合があります。

次期（第62回・2021年度）　学術大会について

学 術 大 会 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）

開 催 期 日 2022年9月2日（金）・3日（土）

会 場 千葉県千葉市　幕張メッセ

※変更になる場合があります。

次々期（第63回・2022年度） 学術大会について
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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

１．序文
公益社団法人日本人間ドック学会（以下「本法人」という）は、予防医学等人間ドック健診に関する諸分野の研究調

査、知識の普及、啓発、学術集会の開催を行うことにより学術の振興、さらに高齢者の福祉の増進及び勤労者の福祉
の向上を目指して、国民の健康増進に寄与することを目的とする。予防医学等の領域においては、産学連携による研
究の展開とともにその成果を人間ドック健診現場に還元して社会に積極的に貢献することが強く求められている。本
法人においても会員などに本法人事業での発表などで利益相反（conflict of interest: COI、以下COIという）状態にあ
るスポンサーとの経済的な関係を一定要件のもとに開示させることにより、社会に対する説明責任を果たすべきであ
ると考える。本指針は、本法人および本法人会員（以下、「会員」という）のあらゆる活動について、本法人として利
益相反（conflict of interest: COI）に対して公正、適切、かつ迅速に対処する方針を策定したものである。
２．目的
会員が特定の企業から個人的に金銭的利益を得ている場合は、「研究テーマが当該企業の利益のために設定される

等、学術研究上の有意性に欠けるのではないか」、あるいは「当該企業に有利なデータ収集等がなされる等、研究の客
観性に欠けるのではないか」などと、社会から疑念を抱かれる可能性もある。本法人での研究成果の公表や教育・啓
発活動においては、自らの社会的信頼を確保するために、本法人が定める基準（施行細則）に従って、利益相反COI
状況について自主的に開示（自己申告）し、中立性と透明性を維持することで、社会への説明責任を果たすことにする。

３．対象者
COIの状態が生じる可能性がある以下の対象者に対し，本指針が適用される。
①　本法人会員
②　本法人の事務局員
③　本法人の学術大会、学会誌 ｢人間ドック｣などで発表する者
④　本法人の理事会，委員会，小委員会などの構成員

４．対象となる活動
本法人が関わるすべての事業における活動に対して本指針を適用する。特に，本法人の学術大会や講演会、研修会、

講習会での発表、本法人からの研究費の提供を受けて行う研究、また、本法人の学会誌などでの発表やガイドライン
作成を行う委員等には、本指針の遵守が求められる。
5．開示の範囲・内容
対象者は，個人における以下の①～⑧の事項で、別に定める基準を超える場合には、COI の状況を所定の様式に従い、

自己申告によって正確な状況を開示するものとする。また、対象者は、一親等以内の親族または生計を一にする者で、
以下の①～③の事項で、別に定める基準を超える場合にはその正確な状況を本法人に申告するものとする。
なお、自己申告された内容については、申告者本人が責任を持つものとする。具体的な開示・公開方法は、対象活

動に応じて別に細則に定める。
① 企業や営利を目的とした団体の役員、名誉顧問職、社員
② エクイティ（株式、出資金、ストックオプション、受益権など）の保有
③ 企業や営利を目的とした団体からの特許権使用料
④   企業や営利を目的とした団体から、会議の出席（発表）に対し、研究者を拘束した時間・労力に対して支払われ
た日当（講演料など）、パンフレットなどの執筆に対して支払った原稿料

⑤ 企業や営利を目的とした団体が提供する研究費（治験、受託研究、共同研究など）
⑥ 企業や営利を目的とした団体が提供する奨学寄付金
⑦ 企業や営利を目的とした団体が提供する寄付講座
⑧ その他の報酬（健診や研究とは直接関係ない旅行費用や贈答品）
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６．COI状態の回避
予防医学・人間ドック健診研究の結果とその解釈や公表などは、純粋に科学的判断、あるいは公共の利益に基づい

て行われるべきである。その研究の資金提供者・企業の恣意的な意図に影響されてはならない。
また、本法人主導型の予防医学・人間ドック健診研究の実施責任者は、以下のCOI状態にないものを選出する。ま

た、実施責任者に選出された場合は、これらのCOI状態を回避する。
① 予防医学・人間ドック健診研究の内容に関係する企業のエクイティの保有
② 予防医学・人間ドック健診研究から得られる製品・技術の特許料・特許権の獲得
③   予防医学・人間ドック健診研究に関連する企業の営利を目的とした団体の役員、理事、顧問（無償の科学的な顧
問は除く）

ただし、①～③に該当する研究者であっても、当該予防医学・人間ドック健診研究を計画・実施する上で、必要不
可欠の人材であり、かつ当該研究が国際的にも極めて重要な意義を持つような場合には実施責任者に就任することは
可能とする。

7．実施方法
① 会員の責務
会員は予防医学・人間ドック健診研究成果を学術大会講演などで発表する場合、当該研究実施に関わるCOI状態を

発表時に、本法人の細則にしたがい、所定の書式（様式1-A、1-B）で適切に開示するものとする。当該研究などの発
表との関係で、本指針に反するとの指摘がなされた場合には、基本問題検討委員会および理事会はCOIを管轄する委
員会（日本人間ドック学会倫理委員会、以下 「倫理委員会」という）に審議を求め、その答申に基づき、妥当な措置方
法を講ずる。
② 役員等の責務
本法人の役員（理事長、副理事長、理事、監事）、学術大会長、各種委員会委員長およびガイドライン作成などを

含む特定の委員会、小委員会の委員は本法人に関わるすべての事業活動に対して重要な役割と責務を担っており、当
該事業に関わるCOI状況については、就任した時点で所定の書式（様式2）にしたがい自己申告を行なうものとする。 
また、就任後、新たにCOI状態が発生した場合には規定にしたがい、修正申告を行うものとする。
③ 倫理委員会の役割
倫理委員会は、本法人が行うすべての事業において、重大なCOI状態が会員に生じた場合、あるいは、COIの自己

申告が不適切で疑義があると指摘された場合、当該会員のCOI状態をマネージメントするためにヒアリングなどの調
査を行い、その結果を理事長に答申する。
④基本問題検討委員会および理事会の役割
基本問題検討委員会および理事会は、役員などが本法人の事業を遂行するうえで、重大なCOI状態が生じた場合、

あるいはCOIの自己申告が不適切であると認めた場合、倫理委員会に諮問し、答申に基づいて改善措置などを指示す
ることができる。
⑤ 学術大会長の役割
学術大会長は、学術大会で予防医学・人間ドック健診研究の成果が発表される場合には、その実施が本指針に沿っ

たものであることを検証し、本指針に反する演題については発表を差し止めるなどの措置を講ずることができる。こ
の場合には、速やかに発表予定者に理由を付してその旨を通知する。なお、これらの措置の際には学術大会長は倫理
委員会に諮問し、その答申に基づいて改善措置などを指示することができる。
⑥ 編集委員会の役割
学会誌編集委員会は、学会誌などの刊行物で研究成果の原著論文、総説、診療ガイドライン、編集記事、意見など

が発表される場合、その実施が本指針に沿ったものであることを検証し、本指針に反する場合には掲載を差し止める
などの措置を講ずることができる。この場合、速やかに当該論文投稿者に理由を付してその旨を通知する。本指針に
違反していたことが当該論文掲載後に判明した場合は、当該刊行物などに編集委員長名でその旨を公知することがで
きる。なお、これらの措置の際に編集委員長は倫理委員会に諮問し、その答申に基づいて改善措置などを指示するこ
とができる。
⑦ その他
その他の委員長・委員は、それぞれが関与する本法人事業に関して、その実施が本指針に沿ったものであることを
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検証し、本指針に反する事態が生じた場合には、速やかに事態の改善策を検討する。なお、これらの対処については
倫理委員会に諮問し、答申に基づいて基本問題検討委員会および理事会は改善措置などを指示することができる。
8. 指針違反者に対する措置と説明責任
（１）指針違反者に対する措置
本法人基本問題検討委員会および理事会は、別に定める規則により、本指針に違反する行為に関して審議する権限

を有しており、倫理委員会に諮問し、答申を得た上で、基本問題検討委員会および理事会で審議した結果、重大な指
針違反があると判断した場合には、その違反の程度に応じて一定期間、次の措置の全てまたは一部を講ずることがで
きる。
① 本法人が開催するすべての講演会、研修会での発表禁止
② 本法人の学会誌等刊行物への論文掲載禁止
③ 本法人の学術大会長就任禁止
④ 本法人の理事会、委員会、小委員会への参加禁止
⑤ 本法人の社員の解任、あるいは社員になることの禁止
⑥ 本法人会員の資格停止、除名、あるいは入会の禁止
（２）不服の申立
被措置者は、本法人に対し不服申立をすることができる。本法人の理事長は、これを受理した場合、速やかに不服

申立て審査委員会を設置して審査を委ね、その答申を基本問題検討委員会および理事会で協議したうえで、その結果
を不服申立者に通知する。
（３）説明責任
本法人は、自らが関与する場所で発表された予防医学・人間ドック健診研究の成果について、重大な本指針の違反

があると判断した場合は、直ちに基本問題検討委員会および理事会の協議を経て社会に対する説明責任を果たさねば
ならない。

9．細則の制定
本法人は、本指針を運用するために必要な細則を制定することができる。

10．指針の改正
本指針は、社会的要因や産学連携に関する法令の改正、整備ならびに予防医学、人間ドック健診およびその研究を

めぐる諸条件に適合させるためには、定期的に見直しを行い、改正することができる。

11．施行日
本指針は2012 年6 月28 日より施行する。
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公益社団法人日本人間ドック学会　利益相反（COI）に関する施行細則

第１条（公益社団法人日本人間ドック学会学術大会などでの発表）
第1項（開示の範囲）
会員・非会員の別を問わず、筆頭および共同演者が開示する義務のある利益相反(以下COIという)状態は、発表内

容に関連する企業や団体に関わるものに限定し、次のような関係とする。
1.予防医学・人間ドック健診研究を依頼し、または共同で行った関係(有償無償を問わない)
2.予防医学・人間ドック健診研究において評価される検査、検査機器などに関連して特許権などの権利を共有してい
る関係

3.予防医学・人間ドック健診研究において使用される検査機器などを無償もしくは特に有利な価格で提供している関
係

4.予防医学・人間ドック健診研究について研究助成・寄付などをしている関係
5.予防医学・人間ドック健診研究において未承認の検査機器などを提供している関係
6.寄付講座などのスポンサーとなっている関係

第2 項（開示の方法）
（開示の方法）
演題発表時に明らかにするCOI 状態については、COIに関する指針「5. 開示の範囲、内容」で定められたものを、

発表スライドの最初、あるいはポスターの最後に、「筆頭および共同演者の利益相反（COI）自己申告書」（様式1-A、
1-B）に従って開示する。開示が必要なものは過去1 年間（当該年の1月1日～ 12月31日）とする。ただし、各々の開
示すべき事項について、自己申告が必要な金額を次のように定める。
1. 企業や団体の役員、顧問職、社員などについては、1 つの企業・団体からの報酬額が年間100 万円以上は申告する。
2. エクイティの保有については、 1 つの企業についての1 年間の株による利益（配当，売却益の総和）が100 万円以上
の場合、あるいは当該全エクイティの5％以上を所有する場合は申告する。

3. 企業や団体からの特許権使用料については、1 つの特許権使用料が年間100 万円以上の場合は申告する。
4. 企業や団体から、会議の出席（発表）に対し、研究者を拘束した時間・労力に対して支払われた日当（講演料など）
と、パンフレットなどの執筆に対して支払った原稿料については、１つの企業・団体からの年間のこれらの合計が
50 万円以上の場合は申告する。

5. 企業や団体が提供する研究費（治験、受託研究、共同研究など）については、1 つの企業・団体から支払われた総額
が年間200 万円以上の場合は申告する。

6. 企業や団体が提供する奨学寄付金については、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部局（講
座、分野）あるいは研究室の代表に対して支払われた総額が年間200 万円以上の場合は申告する。

7. 企業や団体が提供する寄付講座に申告者が所属している場合は申告する。
8. その他の報酬（研究とは直接無関係な、旅行、贈答品など）については、1 つの企業・団体から受けた報酬が年間5 
万円以上の場合は申告する。

第2 条（本法人学会誌「人間ドック」などでの発表）
第1 項（開示の範囲）
著者全員が開示する義務のあるCOI 状態は、投稿内容に関連する企業や団体に関わるものに限定し、第1 条第1 項

に記したものと同一の関係とする。

第2 項（開示の方法）
本法人の学会誌｢人間ドック｣などで発表を行う筆頭および共同著者は、投稿時に投稿規定に定める「利益相反（COI）

自己申告書」（様式3）により、COI 状態を明らかにしなければならない。このCOI 状態は論文末尾、References の
直前の場所に印刷される。規定されたCOI 状態がない場合は、同部分に、「The authors declare no conflict of inter-
est.」などの文言を入れる。投稿時に明らかにするCOI 状態については、本指針で定められたものを自己申告する。各々
の開示すべき事項について、自己申告が必要な金額は細則第1 条第2 項で規定された金額と同一とする。開示が必要
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なものは論文投稿時の過去1 年間のものとする。
なお、届けられたものは論文査読者には開示しない。

第3 条（役員等）
第1 項（開示の範囲）
役員等（理事長、副理事長、理事、学術大会長、監事、編集委員長、各種委員会あるいは小委員会の委員長および委員）

が開示するCOI 状態（COI情報）は、本法人が行う事業に関連する企業や団体に関わるものに限定する。

第2 項（開示の方法）
上記の役員等は、新就任時と、就任後は1 年ごとに本指針で定められたものを、「役員などのCOI 自己申告書」（様

式2）を提出して自己申告する。開示するCOI 状態については、各々の開示すべき事項について、自己申告が必要な
金額は細則第1 条第2 項で規定された金額と同一とする。様式2 は1 年間分を記入し、その算出期間を明示する。た
だし、役員等は、在任中新たなCOI 状態が発生した場合は、2 ヶ月以内に様式1を以って再報告する。
第4 条（役員等のCOI 自己申告書の取扱い）
第１項
COIに関する施行細則(以下「本細則」という)に基づいて本法人に提出された様式2およびそこに開示されたCOI 

状態は本法人事務局において、理事長を管理者とし、個人情報として法令に則して厳重に保管・管理される。COI 情
報は、本指針に定められた事項を処理するために、基本問題検討委員会、理事会および倫理委員会が随時利用できる
ものとする。その利用には、当該申告者のCOI 状態について、疑義もしくは社会的・法的問題が生じた場合に、倫理
委員会の議論を経て、基本問題検討委員会および理事会の承認を得た上で、当該COI情報のうち、必要な範囲を本法
人内部に開示、あるいは社会へ公開する場合を含むものとする。
様式 2 の保管期間は役員、委員会委員の任期終了後2 年間とし、その後は理事長の監督下で廃棄される。ただし、

様式2の保管期間中に、当該申告者について疑義もしくは社会的・法的問題が生じた場合は、基本問題検討委員会お
よび理事会の決議により、様式2の廃棄を保留できるものとする。

第2項
本法人の基本問題検討委員会、理事会および倫理委員会は、本細則に従い提出された自己申告書をもとに、当該個

人のCOI 状態の有無・程度を判断し、本法人としてその判断に従ったマネージメントならびに措置を講ずる場合、当
該個人のCOI 情報を随時利用できるものとする。しかし、利用目的に必要な限度を以上えてはならず、また、上記の
利用目的に照らし開示が必要とされる者以外の者に対して開示してはならない。

第3項
 COI 情報は、第４条第２項の場合を除き、原則として非公開とする。COI 情報は、本法人の活動、委員会の活動

等に関して、本法人として社会的･道義的な説明責任を果たすために必要があるときは、基本問題検討委員会および
理事会の議を経て、必要な範囲で本法人の内外に開示若しくは公表することができる。
この場合、開示若しくは公開されるCOI情報の当事者は、基本問題検討委員会および理事会に対して意見を述べる

ことができる。但し、開示若しくは公開について緊急性があって意見を聞く余裕がないときは、その限りではない。

第4項
非会員から特定の会員を指名しての開示請求（法的請求も含めて）があった場合、妥当と思われる理由があれば、

理事長からの諮問を受けて倫理委員会が個人情報の保護のもとに適切に対応する。倫理委員会は開示請求書を受領し
てから３０日以内に委員会を開催して可及的すみやかにその答申を行う。
第5条（COI 委員会）
倫理委員会は、基本問題検討委員会および理事会と連携して、利益相反ポリシーならびに本細則に定めるところに

より、会員のCOI 状態が深刻な事態へと発展することを未然に防止するためのマネージメントと違反に対する対応を
行う。委員にかかるCOI 事項の報告ならびにCOI 情報の取扱いについては、第４条の規定を準用する。
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第6条（違反者への措置）
第1項
本法人学会誌「人間ドック」ならびに本法人学術大会などの発表者によって提出されたCOI 自己申告事項について、

疑義もしくは社会的・道義的問題が発生した場合、本法人として社会的説明責任を果たすために倫理小委員会が十分
な調査、ヒアリングなどを行ったうえで適切な措置を講ずる。
深刻なCOI 状態があり、説明責任が果たせない場合には、理事長は、倫理委員会に

諮問し、その答申をもとに基本問題検討委員会および理事会で審議のうえ、当該発表予定者の学会発表や論文発表の
差止めなどの措置を講じることができる。
既に発表された後に疑義などの問題が発生した場合には、理事長は事実関係を調査し、違反があれば掲載論文の撤

回などの措置を講じ、違反の内容が本法人の社会的信頼性を著しく損なう場合には、本法人の定款にしたがい、会員
資格などに対する措置を講ずる。

第2項
本法人の役員等、COI 自己申告が課せられている委員およびそれらの候補者について、就任前あるいは就任後に申

告されたCOI 事項に問題があると指摘された場合には、倫理委員会委員長は文書をもって理事長に報告し、理事長は
速やかに基本問題検討委員会を開催し決議した上で、理事会にて当該指摘を承認するか否かを議決しなければならな
い。
当該指摘が承認された時、役員および役員候補者にあっては退任し、また、その他の委員に対しては、当該委員お

よび委員候補者の委嘱を撤回することができる。

第7 条（不服申し立て）
第１項（不服申し立て請求）
第6 条第1 項により、本法人事業での発表（学会誌 ｢人間ドック｣、学術大会など）に対して違反措置の決定通知を

受けた者ならびに、第6 条第2 項により役員等の退任あるいは委員委嘱の撤回を受けた候補者は、当該結果に不服が
あるときは、理事会議決の結果の通知を受けた日から７日以内に、理事長宛ての不服申し立て審査請求書を本法人事
務局に提出することにより、審査請求をすることができる。
審査請求書には、倫理委員会委員長が文書で示した撤回の理由に対する具体的な反論･反対意見を簡潔に記載する

ものとする。その場合、倫理委員会委員長に開示した情報に加えて異議理由の根拠となる関連情報を文書で示すこと
ができる。

第2項（不服申し立て審査手続）
1．不服申し立ての審査請求を受けた場合、理事長は速やかに不服申し立て審査委員会（以下「審査委員会」という）
を設置しなければならない。審査委員会は理事長が指名する本法人会員若干名および外部委員１名以上により構成さ
れ、委員長は委員の互選により選出する。倫理委員会委員は審査委員会委員を兼ねることはできない。審査委員会は
審査請求書を受領してから30日以内に委員会を開催してその審査を行う。
2．審査委員会は、特別の事情がない限り、審査に関する第１回の委員会開催日から１ヶ月以内に不服申し立てに対
する答申書をまとめ、理事長に提出する。
3．審査委員会の決定を持って最終とする。

第8条（細則の変更）
本細則は，社会的要因や産学連携に関する法令の改変などから、個々の事例によって一部に変更が必要となること

が予想される。基本問題検討委員会は、本細則の見直しのための審議を行い、基本問題検討委員会および理事会の決
議を経て、変更することができる。

第9条（附　則）
本細則は、平成24年6月28日より実施する。
本細則は、平成29年4月1日より実施する。
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Welcome Message

We hope that you, your family and colleagues stay safe during the COVID-19 pandemic. The 27th 
International Health Evaluation and Promotion Association (IHEPA2020) and the 4th World Congress on 
Ningen Dock, which were scheduled to be conducted on November 26‒27, 2020, in Yokohama, Japan, will 
now be held from November 26‒December 11, 2020, via live web streaming, due to the current COVID-19 
epidemiological situation in Japan. The virtual conference will be organized on demand format based on 
participants’ availability and schedules.

It was more than 80 years ago when the unique comprehensive health checkup system named Ningen 
Dock was developed in Japan. "Ningen" means human in Japanese, while an enclosed area in a port for 
loading, unloading, and repair of ships is called a dock. Since this is similar to our health checkup system in 
which people visit an institute for health checkups, we adopted the name "Ningen Dock."

At present, Ningen Dock has become very popular in Japan, and each year more than 400 million people 
visiting the Ningen Dock institutes located across the country. The development of this system may be 
considered as one of the reasons for Japan’s high life expectancy.

Although there has been a growing interest in preventive medicine globally, no similar systems have yet to 
be established in Western countries, such as the United States and Europe. However, in recent years, 
medical checkup systems similar to Ningen Dock have gradually emerged in some Asian countries/regions 
(China, Taiwan, Malaysia, Russia, etc.).

Earlier, two independent international meetings related to medical checkups the International Ningen Dock 
meeting and the International Health Evaluation and Promotion meeting; henceforth, these societies will 
merge their activities and hold joint meetings to raise awareness for the people’s health.

The historic first joint international conference will be held coinciding with the 61st annual meeting of the 
Japan Society of Ningen Dock. This meeting will be titled "Bringing the Japanese Ningen Dock Health 
Checkup System to the World," and its primary purpose will be to discuss the efficacy, usefulness, and 
future of this unique health checkup system.

Remarkable advancements have been witnessed in the diagnostic methods prevailing in this area. There 
has been a transition from conventional checkups, in which subjects aged from 30s to 90s uniformly use a 
"conveyor belt," type system to "personalized docks" considering the subject’s age, gender, histories, and so 
on. Moreover, new methods for the early detection of cancer using blood or urine, AI-based image 
diagnosis methods that eliminate oversight, and the introduction of genetic testing methods are evolving 
and advancing day-by-day. It has also become possible to establish a scientific basis for the usefulness of 
these techniques.

Thus, we can truly say that this health checkup system is a new star of clinical preventive medicine in the 
new era. I hope that those interested in disease prevention will join us from all over the world, including 
the US, Europe, and Asia.

I look forward to your participation in this memorable international conference.

Yukito Shinohara, MD., PhD.

President
Joint Meeting of The 27th International Health Evaluation　

and Promotion Association
 and The 4th World Congress on Ningen Dock
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Outline of the Congress
■ Title

Joint Meeting of The 27th International Health Evaluation and Promotion 
Association and The 4th World Congress on Ningen Dock
(In conjunction with The 61st Annual Scientific Meeting of Japan Society 
of Ningen Dock)

■ Date

November 26th (Thu.), 12:00 JST - December 11th (Fri.), 23:59 JST

■ Venue

The Virtual Congress Platform

■ Theme

Bringing the Japanese Ningen Dock Health Checkup System to the World

■ Official Language

English

■ URL

https://site2.convention.co.jp/dock2020/english/

■ President

Yukito Shinohara
　Former President of the Japan Society of Ningen Dock
　Professor Emeritus of Tokai University
　Honorary President of KKR Tachikawa Hospital
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■ Organizing Committee

President
Yukito Shinohara (  Professor Emeritus of Tokai University,  

Honorary President of KKR Tachikawa Hospital)

Vice President
Shigeo Hinohara (  Vice President of Shin Akasaka Clinic)

General Secretary
Yasuhiro Nishizaki (  Chief Professor of Department of Clinical Health 

Science, School of Medicine, Tokai University)

Toshio Kushiro (  The Life Planning Center, Chair, the Board of 
Directors / The Hinohara Memorial Clinic, Director)

Yasuji Arase (  Director of Toranomon Hospital Health Management 
Center and Diagnostic Imaging Center)

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

Tetsumasa Kamei (  Chancellor of Shonan Fujisawa Tokushukai Hospital)
Hiroya Kumamaru (  Vice Director of Hospital, Director of Health Care 

Centre of AOI Universal Hospital)
Takashi Wada (  Professor of Health Science, Jikei University 

Graduate School of Medicine)

■ Scientific Secretariat

The International Health Evaluation and Promotion Association Region3 
Japan Society of Ningen Dock

■ Management Secretariat

c/o Japan Convention Services, Inc.
Daido Seimei Kasumigaseki Bldg. 14F
1-4-2, Kasumigaseki, Chiyodaku, Tokyo 100-0013 Japan
Tel:+81-3-3508-1214    Fax: +81-3-3508-1302 
E-mail: dock2020@convention.co.jp
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Information for Participants
■ Registration Information

1st REGISTRATION  
(Aug. 7- Oct. 23, 23:59 JST)

2nd REGISTRATION  
(Nov. 16 - Dec. 11, 12:00 JST)

Member doctor* JPY 11,000 JPY 13,000
Member except doctor* JPY  8,000 JPY 10,000
Non member doctor JPY 13,000 JPY 15,000
Non member except doctor JPY 13,000 JPY 15,000
*  If you are a member of Japan Society of Ningen Dock, IHEPA or International Society of Ningen Dock, 
please register as "Member doctor" or "Member except doctor".

・Online Registration Procedure
Access the online registration system from the button at the bottom of “Online 
Registration” page of the congress web site. When registration is successfully 
completed, a notification email will be sent automatically to participant with the 
registered data.  No refund for cancellation after completion of registration.

・Payment
All payment must be made in Japanese yen, with a credit card (American Express, 
Visa, MasterCard, Diners Club and JCB).

・Certificate of Attendance and Receipt
Certificate of Attendance and Receipt are available to download from the Virtual 
Congress Platform which will open from November 16, JST.

■ How to access the Virtual Congress Platform

・  Please access the congress web site (https://site2.convention.co.jp/dock2020/english/) 
and press the Virtual Congress Platform button at the top of the HOME page.
・Enter your ID& Password. Please refer to the E-Mail sent from the Secretariat.
*The browser requirements for the Virtual Congress Platform
Windows 8/10 Google Chrome, Macintosh macOS Mojave, Google Chrome for Mac
*The Virtual Congress Platform will be available from November 16, JST to 
December 11, 23:59 JST and attendees will have access to the Platform 
whenever they want.
*All presentations are available on-demand from November 26,12:00 JST to 
December 11, 23:59 JST.

In case you have troubles to access the Platform, please contact the Support Desk.

<Support Desk of Joint Meeting of The 27th International Health Evaluation and 
Promotion Association and The 4th World Congress on Ningen Dock >
E-Mail: dock2020@convention.co.jp   Tel: +81-3-3508-1214
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Program
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Program
■ Special Lecture 1 

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

Tachikawa Hospital, Japan）
Special Comment: Vicki L. Shambaugh（  Pacific Health Research Education Institute, USA）

Speaker:   Toshio Kushiro（  The Hinohara Memorial Clinic, Japan）

■ Special Lecture 2 
Extracellular microRNAs as a novel liquid biopsy for early detection of 
cancer
Chair: Takashi Wada（  Health Science, Jikei University Graduate School of Medicine, Japan）

Speaker: Takahiro Ochiya（  Department of Molecular and Cellular Medicine, Tokyo Medical 
University, Japan）

■ Special Lecture 3 
Invention and practical application for cancer-detecting test, N-NOSE
Chair: Hiroya Kumamaru（  Health Care Centre of AOI Universal Hospital, Japan）

Speaker: Takaaki Hirotsu（HIROTSU BIO SCIENCE INC., Japan）

■ Special Lecture 4 
Quo Vadis for the Japanese Style Ningen Dock Health Checkup System?
Chair: Toshio Kushiro（  The Hinohara Memorial Clinic, Japan）

Speaker: Yukito Shinohara（  Professor Emeritus of Tokai University / Honorary President of 
KKR Tachikawa Hospital, Japan）

■ Special Lecture 5 
Establishing clinical evidences for health and well-being via analysis of 
health checkup big data
Chair: Shigeo Hinohara（Shin Akasaka Clinic, Japan）

Speaker: Hirohito Sone（  Department of Hematology, Endocrinology and Metabolism, 
Niigata University Faculty of Medicine, Japan）
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■ Symposium 1 
How to Utilize Genetic Information in Life Style Modification
Chairs: Vicki L. Shambaugh（Pacific Health Research Education Institute, USA）

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

Speakers: Bradley J. Willcox（  Kuakini Medical Center and Pacific Health Research and 
Education Institute, USA）

From Polygenic to Omnigenic: A New View of Human Longevity From The 
Discovery of a FOXO3 Driven Gene Hub on Chromosome 6

 Richard Allsopp（ Department of Anatomy, Biochemistry and Physiology, 
University of Hawaii, USA）

The longevity associated allele of FOXO3 protects against telomere attrition 
during aging

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

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

■ Symposium 2 
Evidence-based Ningen Dock Health Checkup System : Current Issues 
and Future Strategies
Chairs: Bradley J. Willcox（  Kuakini Medical Center and Pacific Health Research and 

Education Institute, USA）
 Junichi Kaburaki（  Preventive Health Care Center, Kamiitabashi Hospital, Japan）

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

 Yasuhiro Nishizaki（  Department of Clinical Health Science, School of Medicine, 
Tokai University, Japan）

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

 Toshiki Fukui（  Center for Preventive Medical Treatment Olive Takamatsu Medical 
Clinic, Japan）

Significance of continuous arteriosclerosis examination in the Ningen Dock 
health checkup system: Focusing on the secular change of brachial-ankle pulse 
wave velocity (baPWV)

 Hiroki Sugimori（  Department of Preventive Medicine, Daito Bunka 
University Graduate School of Sports and Health Science, Japan）

Evidence-based Ningen Dock Health Checkup System: Current issues and 
Future strategies 
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■ Sponsored Seminar 1 
Current State of Health Checkup System in China
Chair: Katsuyuki Fukutake（ The Japan Society of Health Evaluation and Promotion / Tokyo 

Medical University, Japan）

Speakers: Rong Yu（  Medical Check-up Sub-Association of Chinese Non-government Medical 
Institution Association, China）

Current State of Health Checkup system in China

 Jiren Liu（  Neusoft Corporation, China）
Introduction of Xikang Cloud Hospital

Sponsored by Tokyo Sakurajyuji medical corporation

■ Sponsored Seminar 2 
Current State of Health Checkup System in Taiwan
Chair: Yasuhiro Nishizaki（  Department of Clinical Health Science, School of Medicine, Tokai 

University, Japan）

Speaker: Kuo-Chin Huang（  Department of Family Medicine, National Taiwan University 
Hospital, Taiwan）

Sponsored by Tokyo Sakurajyuji medical corporation 
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Cognitive Impairment

OOP-1-1 Ashikaga Longevity Study for extension of healthy life expectancy in Ashikaga citizen: 
Study on the pathogenesis of cognitive impairment
○Minoru Yamakado1  Satoshi Izumi2  Sei Kobayashi2  Mitsuyo Hata2  Masae Miyashita2  
Ayumi Tsukui2  Hironori Yoshida1  Yu Niimi3  Motohisa Taira3  Yuko Ishizaka3

Faculty of Nursing, Ashikaga University, Japan1 
Ashikaga City, Japan2 
Health Screening Center, Mitsui Memorial Hospital, Japan3

OOP-1-2 Plasma Aβ40, Aβ42 and Aβ clearance proteins as blood biomarkers for Alzheimer's 
disease (AD) and MCI
○Hitomi Ito1  Shan Liu1  Naoko Hata1  Hiroyasu Akatsu2  Noriyuki Matsukawa2  Takashi Asada3  
Tetsuaki Arai4  Kazuhiko Uchida4

Research and Development Department, MCBI Inc., Japan1 
Department of Neurology, Nagoya City University, Japan2 
Faculty of Medicine, Tokyo Medical and Dental University, Japan3 
Faculty of Medicine, University of Tsukuba Medicine, Japan4

Lifestyle-related Disease (1)

OOP-2-1 Correlation between Visceral Fat Area and Metabolic Syndrome Biomarkers in Urban 
Vietnam
○Hideko Kasahara1  Ngan Lam Lu2  Thien Lam Lu3  Tsutomu Yamazaki4  Thuc Tri Nguyen5  
Takahiro Amano4

Department of Preventive Medicine, International University of Health and Welfare, School of Medicine, Japan1 
The HECI Unit, Health Care Department, Cho Ray Hospital, Vietnam2 
University of Medicine and Pharmacy, Ho Chi Minh City, Vietnam3 
International University of Health and Welfare, School of Medicine, Japan4 
Cho Ray Hospital, Vietnam5

OOP-2-2 Harnessing High-Throughput Metabolomics in Large-Scale Cohorts and Biobanks for 
Advancing Preventive and Personalized Medicine
○Peter Würtz  Anna Cichonska  Antti Kangas
Nightingale Health Ltd., Finland

OOP-2-3 Approach to the personalized lifestyle prescriptions and the root-cause analysis
○Yoichiro Aoki  Kinichi Yokota  Hiroki Takeda  Toshiharu Hazeyama  Chihiro Ohhashi  
Junko Suzuki  Masami Takahashi  Eri Kagaya  Ryoko Yoshida

 Department of Ningen Dock, Keiyukai Medical Foundation Yoshida Hospital, Japan

OOP-2-4 Data Evaluation regarding lipid metabolism in Japan
○Yoshiko Furukawa1  Keiichi Kodama1  Yoshiko Mizuno2  Mari Ohta1  Hidetaka Takeda1  
Yohko Kawai3  Tetsuo Morishita1  Mikio Zeniya1  Hisashi Yamanaka1  Takahiro Amano1

Health Evaluation and Promotion Center, Sanno Medical Center, Japan1 
Department of Cardiovascular Medicine, The University of Tokyo, Japan2 
Department of Internal Medicine, Sanno Hospital, Japan3

OOP-2-5 Urinary Sodium-potassium Ratio for the Screening of Hyperaldosteronism in 
Hypertensive Men
○Hiroyoshi Segawa1  Kengo Yoshii2  Toshiyuki Iwahori3  Izuru Masuda4  Hirotsugu Ueshima3  
Akane Higashi1

Graduate School of Life and Environmental Sciences, Kyoto Prefectural University, Japan1 
Department of Mathematics and Statistics in Medical Sciences, Kyoto Prefectural University of Medicine, Japan2 
Department of Public Health, Shiga University of Medical Science, Japan3 
Takeda Hospital Medical Examination Center, Japan4
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Lifestyle-related Disease (2)

OOP-3-1 Oxidative stress is a risk of developing diabetes mellitus, and its evaluation is a bridge 
to preemptive medicine
○Minoru Yamakado1  Takayuki Tanaka2  Yu Niimi3  Motohisa Taira3  Masao Yano3  
Yuko Ishizaka3  Junichi Taguchi1

Ground High Medic Club, Nihonbashi-Muromachi Mitsui Tower Midtown Clinic, Japan1 
Institute for Innovation, Ajinomoto Co., Ltd, Japan2 
Health Screening Center, Mitsui Memorial Hospital, Japan3

OOP-3-2 High-Throughput Metabolomics for Early Detection of Individuals at Increased Risk for 
Type 2 Diabetes
○Anna Cichonska  Peter Würtz
Nightingale Health Ltd., Finland

OOP-3-3 One-hour Post-load hyperglycemia is independently associated with carotid intima-
media Thickness in non-diabetic Japanese individuals
○Takashi Ohguro1  Junko Nishiuchi1  Naoko Hisakawa2  Yukio Ikeda2

Department of Health Examination, Kochi Red Cross Hospital, Japan1 
Diabetes Center, Kochi Memorial Hospital, Japan2

OOP-3-4 Effects of nasal continuous positive airway pressure therapy in Japanese patients 
receiving SGLT2 inhibitor found in Ningen DHC System
○Masataka Kusunoki1  Naomi Wakazono1  Yoshiharu Oshida2  Tetsuro Miyata3

Research Center of Health, Physical Fitness and Sports, Nagoya University, Japan1 
Medical Checkup Center, Minami Seikyo Hospital, Japan2 
Vascular Center, Sanno Medical Center, Japan3

OOP-3-5 Prediction of Diabetes, Dyslipidemia, Hypertension, Liver function and Renal function 
using Artificial Intelligence (AI) 
○Junichi Taguchi1  Fumito Sudo1  Taihei Yamaguchi2  Kenichi Doniwa3  Hidekazu Kurita4  
Ruriko Horio1  Maiko Hurukawa1  Izuru Ochiai1  Rikiya Hujimaki1  Junko Sano1

Tokyo Midtown Clinic, Japan1 
Toshiba Corporation, Corporate Technology Planning Div., Life Science Business Office, Japan2 
Toshiba Corporation, Corporate Research & Development Center, Advanced Intelligent Systems Analytics AI 
Laboratory, Japan3 
Toshiba Digital Solutions Corporation, ICT Solution Div., Japan4

Heart & Vascular Disease

OOP-4-1 The cut-off value of combination of baPWV and IMT for detection of coronary risk
○Takashi Kikuchi1  Yuki Ohmoto-Sekine2  Yumiko Ohike2  Mariko Inoue1  Yuki Jinnai2  
Rieko Niitsu2  Ritsuko Honda2  Minae Kamata1  Yukako Koike1  Yasuji Arase2

Department of Clinical Physiology, Toranomon Hospital, Japan1 
Department of Health Management Center, Toranomon Hospital, Japan2

OOP-4-2 Lipoprotein and Metabolite Biomarkers for Coronary and Peripheral Artery Disease: 
Blood Biomarker Profiling of 32,000 Individuals
○Anna Cichonska1  Emmi Tikkanen1  Vilma Jägerroos1  Pekka Jousilahti2  Annamari Lundqvist2  
Markus Perola2,3  Veikko Salomaa2  Peter Würtz1

Nightingale Health Ltd., Finland1 
Department of Public Health Solutions, Finnish Institute for Health and Welfare, Finland2 
Research Program for Clinical and Molecular Metabolism, Faculty of Medicine, University of Helsinki, Finland3
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OOP-4-3 Direct effect of γ-glutamyl transpeptidase on atherosclerosis
○Kazuo Murakami
Department of Health Care and Preventive Medicine, Matsuyama Red Cross Hospital, Japan

Lung

OOP-5-1 Repeat lung cancer screenings by chest X ray have a profit for the avoidance of further 
examinations
○Tatsuo Kimura  Shinya Fukumoto  Akemi Nakano  Hideki Fujii  Yuji Nadatani  Yukie Tauchi  
Shingo Takashima  Risa Uemura  Norifumi Kawadai

Department of Premier Preventive Medicine, Osaka City University, Graduate School of Medicine, Japan

OOP-5-2 Findings showed by chest CT examination under the spread of COVID-19
○Yoshiko Furukawa1  Keiichi Kodama1  Mari Ohta1  Hidetaka Takeda1  Yasuyo Kayashima3  
Tsuneo Takenaka2  Yohko Kawai2  Mikio Zeniya1  Hisashi Yamanaka1  Takahiro Amano1

Health Evaluation and Promotion Center, Sanno Medical Center, Japan 1 
Department of Internal Medicine, Sanno Hospital, Japan2 
Department of Radiology, Sanno Medical Center, Japan3

OOP-5-3 Evaluation of Low-dose Spiral Computed Tomography for Screening of Thoracic 
Diseases
○Ikuma Kasuga1  Hiromi Maezawa1  Sanae Gamo1  Yoshimi Yokoe1  Yuri Yanagihara1  
Tomoko Sugiyama1  Michiyo Tokura1  Maiko Noguchi1  Masaru Sato2  Osamu Ohtsubo3

Health Care Center, Shinjuku Oiwake Clinic and Ladies, Japan1 
Seikokai Health Care Center, Japan2 
Kenkoigaku Association, Japan3

OOP-5-4 Detection of Lung Nodules based on a Deep Learning Method
○Tuo Yin
Department of Information and Communications Engineering, School of Engineering, Tokyo Institute of 
Technology, Japan

Digestive Organs and Liver

OOP-6-1 Prevalence and clinical characteristics of autoimmune gastritis among severe atrophic 
gastritis in endoscopic gastric cancer screening
○Tomoari Kamada1  Aya Sunago1  Noriaki Manabe2  Toshihiro Takao1  Kazuhiko Inoue3  
Ken Haruma4

Department of Health Care Medicine, Kawasaki Medical School, Japan1 
Division of Endoscopy and Ultrasonography, Department of Clinical Pathology and Laboratory Medicine, 
Kawasaki Medical School, Japan2 
Health Care Center, Junpukai, Japan3 
Department of General Internal Medicine 2, Kawasaki Medical School, Japan4

OOP-6-2 The severity of hepatic fibrosis using revised cutoff points for the FIB-4 index in non-
alcoholic fatty liver disease
○Hideki Fujii1  Shinya Fukumoto1  Tasuo Kimura1  Akemi Nakano1  Yuji Nadatani 1  
Yukie Tauchi1  Shingo Takashima1  Risa Uemura1  Norifumi Kawada2

Department of Premier Preventive Medicine, Osaka City University, Graduate School of Medicine, Japan1 
Department of Hepatology, Osaka City University, Graduate School of Medicine, Japan2
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Smoking

OOP-7-1 Eight years trends of smoking habits among participants in one private screening 
center in Japan
○Takayuki Nakamura  Ayako Hasegawa  Yutaka Amagasa  Kunio Konuma  Hideyuki Nogawa  
Masatoshi Ikeda  Sansei Shibata  Toshio Sanada  Harue Gonda  Yasumi Suto

Division of Health Evaluation and Promotion, Ota Memorial Hospital, SUBARU Health Insurance Society, Japan

OOP-7-2 Decrease in smoking rate among the employees: 6 years non-comparative intervention 
study at a private hospital in Japan 
○Yukari Miyata  Makoto Nagai  Hideo Harayama  Atsushi Sakamoto  Tatsuya Miyahara  
Saki Kimura  Naomi Tsujimoto  Ken Kikuchi  Takuya Tamura  Shinji Ikeda

Sakurajyuji Hospital, Sakurajyuji Group, Japan

COVID-19

OOP-7-3 Effects of COVID-19 pandemic on occupational health activities and company health 
checkups
○Hiroshi Fukuda1  Satoru Kanamori2  Nobuaki Sakamoto3  Fumihiko Sato4  Kenichi Kojima5  
Nozomu Takaya5  Saori Yasukura5  Nana Yamashita5

Department of Advanced Preventive Medicine and Health Literacy, Graduate School of Medecine, Juntendo 
University, Japan1 
Teikyo University Graduate School of Public Health, Japan2 
Health Design Inc., Japan3 
Basical Health Occupational Physician Office, Japan4 
Exective board of SANPO Society, Japan5
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Special Lecture 1
Chair: Yukito Shinohara（Professor Emeritus of Tokai University / Honorary President of KKR Tachikawa Hospital, Japan）

Special Comment: Vicki L. Shambaugh（Pacific Health Research Education Institute, USA）

In Japan, the comprehensive health evaluation program started in 1954. It was a 6 day in hospital 
evaluation called “Ningen Dock” as ships go into dock periodically. This program was welcomed by 
busy business owners and executives.
In the United States, a computer assisted 3-hour program called automated multiphasic health testing 
(AMHT) was initiated in the 1960’s. The AMHT was widely accepted and it became a part of Medicare 
and the US Public Health Service. To improve quality control, cost effectiveness and standardization, 
Dr.Harold Timken, Dr. Morris Collen, Dr. Fred Gilbert and other pioneers organized the International 
Health Evaluation Association (IHEA) as a non-profit organization in 1971. In 1973, to facilitate 
international membership, 3 regions were formed in IHEA, Region I: US, Canada and Latin America, 
Region :Europe, Africa and Middle East, and Region : Asia and the Pacific. AMHT became a common 
health evaluation practice for business persons in Canada, UK and several European countries. Dr. 
Shigeaki Hinohara attended the 5th IHEA meeting at San Francisco in 1974. The 6th IHEA meeting 
was held in Kyoto in 1976, promoting IHEA and its mission and recruiting many members from Japan. 
In 1982, leaders decided to change IHEA’s name to the International Health Evaluation and Promotion 
Association (IHEPA), to emphasize the goal of health promotion. In the U.S., however, financial support 
largely shifted to cancer research and support for preventive medicine was reduced. University based 
research activity as well as the institutionalized practice of preventive medicine using automated 
evaluation and AMHT were gradually phased out or greatly reduced with procedures dispersed vs 
centralized. Fortunately, the IHEPA headquarter at Honolulu has been actively maintained by the 
devoted work of Vicki Shambaugh.In Japan, Dr. Ryosei Kashida launched the AMHTS research group 
in Japan, Itlater became the Japan Health Evaluation and Promotion Association (JHEP). The Ningen 
Dock Society established the International Society of Ningen Dock. Notably, both societies established a 
board to certify specialists to practice AMHTS and preventive medicine. Currently about 6 million 
people are receiving AMHTS annually, and it plays an important role in detecting early cancer as well 
as lifestyle related diseases. In Taiwan, leading institutions such as MJ Life Enterprises successfully 
distributed AMHTS. With efforts by those eager to develop AMHTS, the current system has become 
quite different from the 1970’s, i.e., introduction of advanced ultrasound equipment, endoscope of GI 
tract and sophisticated blood tests etc. If current AMHTS is truly effective to promote health, it could 
be reimported to the U.S. and Europe. We are now at the stage to accumulate persuasive evidence to 
document its impact and importance to all. Let’s bring the Japanese Ningen Dock Health Checkup 
System to the World.

Profile
1967-1973　Nihon Unviersity School of Medicine
1973-1975　Resident, St Luke’s International Hospital, Tokyo
1977-1980　  Clinical Fellow, UCLA and Cedars-Sinai Medical Center, Los 

Angeles
1996-2008　  Associate Professor, Department of Cardiology,  Nihon Univ. 

School of Medicine
2004-2008　  Director, Department of Cardiology,  Nihon Univ.  Surugadai 

Hospital

2003-2014　  Director, Health Planning Center, Nihon Univ.  School of 
Medicine 

2008-2014　Professor, Nihon Univ. School of Medicine
2014－　　 Director, The Hinohara Memorial Clinic
2019－　　 Chair, Board of Dicrector, The Life Planning Center
2014－ 　　  Chair, Board of Director, The International Health Evaluation 

and Promotion

Odyssey and future of 
Comprehensive Health Checkup 
System (Ningen Dock) and IHEPA

The Hinohara Memorial Clinic, Japan

Toshio Kushiro
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Special Lecture 2
Chair: Takashi Wada（Health Science, Jikei University Graduate School of Medicine, Japan）

Extracellular vesicles (EVs), such as exosomes and microvesicles, encapsulate proteins and microRNAs 
(miRNAs) as new modulators of both intercellular crosstalk and disease pathogenesis. EVs can act as 
autocrine/paracrine effectors, based on evidence that they are able to transport a characteristic 
composition of genetic information such as mRNA and microRNA (miRNA). Importantly, exposure to 
various stressors can modify the composition of EVs to change the surrounding micro-environment 
through EV cell-to-cell communication. In normal cell physiology, EV secretion is a protective process 
to eliminate harmful components during adverse conditions, such as cigarette smoke exposure. 
Currently, extracellular miRNAs are known to play a regulatory role in the processes of cell 
differentiation and cell phenotypic alteration. The existence of circulating miRNAs and exosomes in the 
blood of cancer patients has raised the possibility that disease-specific miRNAs and exosomes may 
serve as a novel diagnostic marker. Moreover, exosomes secreted from tumor cells contribute 
micromanaging tumor microenvironment, since exosomes carrying pathogenic components and are 
secreted from tumor cells. Here we will discuss importance of transfer of genetic materials by 
exosomes and their contribution to tumor development and metastasis.

Profile
Dr. Takahiro Ochiya is a Professor of Department of of Molecular and Cellular Medicine at the Tokyo Medical University, Tokyo (2019~) and he is also 
appointed as an invited researcher of National Cancer Center, Tokyo. Dr. Ochiya carried a councilor of Japanese Cancer Association. After he got Ph.D. 
in 1988 in Osaka University and then went to do a post-doc at La Jolla Cancer Research (SF Burnham Institute for Medical Research), CA, USA. Dr. 
Ochiya’s lab focuses the development of novel animal models, methods, and strategies to study cancer development and metastasis. Especially, current 
focuses are siRNA- and microRNA-based therapy and exosome-mediated tumor metastasis. Dr. Ochiya has authored more than 400 peer-reviewed 
publications including 40 review articles, holds 24 Japan and 8 U.S. & Europe patents, and contributed to several books on stem cells, Extracellular 
vesicles, and RNAi medicine. Dr. Ochiya is a first president of Japanese Society of Extracellular Vesicles (JSEV, since 2014).

Extracellular microRNAs as a novel 
liquid biopsy for early detection of 
cancer

Department of Molecular and Cellular Medicine,  
Tokyo Medical University, Japan

Takahiro Ochiya
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Special Lecture 3
Chair: Hiroya Kumamaru（Health Care Centre of AOI Universal Hospital, Japan）

Early detection and treatment are vital to the successful eradication of various cancers. To realize that, 
a development of economical and non-invasive novel cancer screening systems is critical. However, 
conventional medical diagnostics have primarily been conducted with man-made devices, which makes 
it difficult to strike a balance between high levels of sensitivity and low costs. The new concept of 
“biological diagnostics” will break through this barrier. Biological diagnostics deliver a high accuracy 
byleveraging the astounding power of biology, surpassing the sensitivity of man-made devices, while 
enabling costs to be kept low by selecting organisms that cost nothing for upkeep. The nematode C. 
elegans has a well-developed sense of smell and about 1200types of olfactory receptor genesmore than 
those of dogs and human. Moreover, its olfaction can be analyzed easily by observation of chemotaxis 
towardodorants. Also, it iseasy and inexpensive to breed because a hermaphrodite nematode can self-
reproduce its clones.
We discovered and proved that C. eleganscan detect the odor of cancer in human urine through basic 
studies. Also, clinical research was conducted at about 20 universities and medical facilities both inside 
and outside Japan. Thenthe nematodecancer screening test “N-NOSE” was put to practical application 
this year. Importantly, it is found that the test could detect various cancer types examined at the early 
stage (stage 0 or 1) with approximately 85% sensitivity, which is markedly higher than the average of 
other existing tumor markers. Moreover, with the highly accurate results of the clinical trials in 
Australia, the screening kit can get wide in global.
“N-NOSE” test uses urine samples so that it’s non-invasive and simple, combining numerous benefits 
including high sensitivity, low costs, and early detection for various cancer types. Given these 
characteristics, N-NOSE is expected to be a predominant first-stage screening tool in Japan and 
abroad. The practical application of N-NOSE will contribute a greatly increased rate of screening, low 
cancer mortality rate, and a reduction in the cost of medical treatment.

Profile
2001   Ph.D.(Biology), The University of Tokyo, Graduate School of Science, 

Department of Biochemistry
2001   Research Fellowship for Young Scientists at Japan Society for the 

Promotion of Science (The University of Tokyo, Molecular Genetics 
Laboratory)

2004   Postdoctoral Research Fellow at Kyoto University Graduate School 

of Life Sciences
2005   Assistant Professor, Kyushu University Graduate School of Science, 

Department of Biology
2016 Founded HIROTSU BIO SCIENCE INC.; Assumed office as CEO
2018 Adjunct associate professor, QUT (Australia)

Invention and practical application 
for cancer-detecting test, N-NOSE 

HIROTSU BIO SCIENCE INC., Japan

Takaaki Hirotsu
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Special Lecture 4
Chair: Toshio Kushiro（The Hinohara Memorial Clinic, Japan）

It was more than 80 years ago when the comprehensive checkup system for apparently healthy 
subjects, nicknamed Ningen (which means human in Japanese) Dock, was born in Japan, though the 
modern-style Ningen Dock started more recently, around 1955. Nowadays at least 43 million 
apparently healthy Japanese individuals receive some kind of comprehensive health checkup every 
year, which corresponds to about 70% of people over 40 years old in Japan. This system has been well 
accepted and is very popular, not only in Japan, but also in China, Taiwan, Russia and other countries, 
though it has not been adopted in most European countries and the US. The main reasons for this may 
include the lack of scientific evidence of the effectiveness of this system published in English, and the 
erroneous belief that the system is focused only on early detection.
In fact, we should remember that the aim of this comprehensive health checkup is not just the early 
detection of diseases, but also the prevention of occurrence of diseases. Even if detailed examinations 
uncover no abnormalities, advice on potential changes of behavior and other issues will be helpful to 
the subjects to improve or maintain their health.
For the future, we can apply increasingly sophisticated techniques to detect various abnormalities, 
focusing on what is most appropriate to the age and history of each subject (personalized Ningen 
Dock). In addition, introduction of new methodologies can be expected, based on the tremendous recent 
progress in diagnostic techniques, such as blood micro-DNA examinations for early detection of 
malignancy and cognitive impairment, examinations using roundworm in urine for cancer detection, 
and so on. Gene analysis and applications of AI to speed up imaging diagnosis by specialists will also be 
useful for the future development of Ningen Dock.

Profile
1963　Graduated from Keio University, School of Medicine
1963　Internship, St. Luke’s International Hospital (Director S Hinohara)
1964　Post-graduate Course at Keio University Hospital
1964-1970　  Research Associate at Wayne State Univ and Baylor College 

of Med, USA
1970　Assistant, Keio University Hospital

1976　Assistant Prof, Tokai University, School of Medicine
1983　Professor and Chairman of Neurology, Tokai University
2003-2009　President, Japan Stroke Society
2006-2013　Director, KKR Tachikawa Hospital
2016-2020　President, Japan Society of Ningen Dock

Quo Vadis for the Japanese Style Ningen 
Dock Health Checkup System?

Professor Emeritus of Tokai University /  
Honorary President of KKR Tachikawa Hospital, Japan

Yukito Shinohara
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Special Lecture 5
Chair: Shigeo Hinohara（Shin Akasaka Clinic, Japan）

Large-scale clinical studies to date have been dominated by cohorts and randomized clinical trials, but 
their limitations such as enormous expense and long follow-up period are also becoming more 
noticeable. Recent tremendous advances in information engineering technology have made it possible 
to utilize various real-world big data in clinical research settings and, naturally, health checkup 
database is one of the most representative ones.

Health checkup database is particularly useful for research in the field of lifestyle-related diseases such 
as obesity, diabetes, hypertension and dyslipidemia. Since these diseases are poorly symptomatic and 
have a long course in most cases, and patients are less likely to realize improved outcomes with 
treatment and care, improvement in various surrogate markers should be used to predict extention of 
healthy life expectancy and improvement of quality of life in the distant future. Therefore, it is 
necessary to demonstrate scientific support for the prediction to patients and insurers who receive 
health care services. In addition, lifestyle interventions are essential for the prevention and treatment 
of these diseases, but since it requires a great deal of efforts and costs, health care providers also need 
to convincingly explain that their efforts are worth the benefits. 

In this lecture, I would like to introduce our study results utilizing health checkup (especially, 
comprehensive health check-up system known as “Ningen Dock”) data, and explain how such data can 
solve research questions from health care professionals and how it can change future medical care and 
health advice that require both standardization and individualization especially for those who receive 
health check-up.

Profile
1984-1990　School of Medicine, University of Tsukuba
1990-1997　Resident of Internal Medicine, University Hospital of Tsukuba
1997-1999　  Research Fellow, Department of Endocrinology and 

Metabolism, University of Michigan, USA
1999-2006　  Assistant Professor, Department of Endocrinology and 

Metabolism, University of Tsukuba
2006-2009　  Associate Professor, Department of Nutrition, Ochanomizu 

University

2009-2012　  Professor, Department of Endocrinology and Metabolism, 
University of Tsukuba Mito Medical Center

2012-　  Professor, Department of Hematology, Endocrinology and 
Metabolism, Niigata University Faculty of Medicine

Research Awards from the Japan Diabetes Society (2010), the Japan 
Medical Association (2012) and the Asian Association for the Study of 
Diabetes (2019)

Establishing clinical evidences for 
health and well-being via analysis 
of health checkup big data

Department of Hematology, Endocrinology and Metabolism,  
Niigata University Faculty of Medicine, Japan

Hirohito Sone
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Symposium 1 
How to Utilize Genetic Information in Life Style Modification
Chairs: Vicki L. Shambaugh（Pacific Health Research Education Institute, USA）
　　　Akira Ogami（Department of Work Systems and Health, Institute of Industrial Ecological Sciences, University of Occupational and Environmental Health, Japan）

FOXO3 has been associated with longevity in multiple human populations. We sequenced DNA in long
‐ lived individuals and identified all single nucleotide polymorphisms (SNPs) in FOXO3 and found 41 
SNPs were associated with longevity. Thirteen SNPs had predicted alterations in transcription factor 
binding sites (TFBS) and appeared in physical contact, via RNA polymerase II binding chromatin 
looping, with the FOXO3 promoter. These likely function together as a cis ‐ regulatory unit. These 
SNPs were in high linkage disequilibrium (LD) in the Asian population, in which they define a specific, 
relatively common longevity haplotype. The haplotype was less frequent in whites and even less so in 
blacks. We subsequently identified distant contact points between FOXO3 and 46 neighboring genes. 
These genes were connected through long‐range physical contacts via CCCTC‐binding factor zinc 
finger protein (CTCF) binding sites, over a 7.3 Mb distance, on chromosome 6q21. We activated the 
gene network by cellular stress and visualized physical movement of FOXO3 toward neighboring 
genes. FOXO3 appears to be the central node of an early ‐ replicating and highly conserved syntenic 
region of chromosome 6. Thus, in addition to an important transcription factor, FOXO3 also regulates 
neighboring genes through its central location in chromatin conformation, via topologically associated 
domains. Our data suggest that this FOXO3  ‘interactome’, located on chromosome 6, is a chromatin 
domain that acts as an “aging hub”. A more thorough understanding of the functions of these 
neighboring genes may help elucidate the mechanisms through which FOXO3 gene variants promote 
healthy aging and longevity.

Profile
June 2020 ‒ Current   Cooperating Graduate Faculty Member, 
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Telomere attrition in proliferative tissues is a hallmark feature of human aging. To date, identification 
of genetic influence on the rate of telomere attrition is poorly understood. The effect of the FOXO3 
gene on longevity is now well documented in a number of species including humans. Over 10 years 
ago, we discovered a genetic variant of the FOXO3 gene that is strongly associated with human 
longevity, an observation that has been now reproduced in independent studies of over a dozen 
different populations. 
In the present study, we sought to assess the effect of the longevity associated variant of FOXO3 
(rs2802292 - G allele) on the rate of telomere attrition during aging. The results from a cohort of 
Okinawan-Japanese (N=121) ranging in age from 25 ‒ 94 years, indicates no substantial effect of 
variants of FOXO3 on telomerase levels in peripheral blood leukocyte (PBL) samples. In contrast, 
carriers of 1 or 2 copies of the longevity-associated G allele of FOXO3 showed markedly reduced rates 
of telomere loss in PBL across age groups, as compared to carriers of the more common variant of 
FOXO3 (TT ‒ common genotype, m= -33bp/year, P=0.008). Interestingly, no loss of telomere length 
was observed as a function of age for G allele carriers (m= -2bp/year, P>0.1). In an independent study 
of women (N=6,565) from the Nurses’ Health Study (NHS) cohort, ranging in age from 40 to 70 years, a 
similar observation was found. Notably, carriers of the TT or GT genotype for FOXO3 showed a 
significant decline in telomere length with age (m= -15.5 bp/year, P<0.0001), whereas carriers of 2 
copies of the longevity-associated FOXO3 allele (GG) displayed a negligible, non-significant rate of 
decline (m= -6bp/year, P>0.1). These results mark the first validated longevity gene variant identified 
to date showing an association with negligible loss of telomere length with age in humans.

The longevity associated allele of FOXO3 
protects against telomere attrition during aging 
Department of Anatomy, Biochemistry and Physiology, University of Hawaii, USA1 
Okinawa International University, Japan2　Department of Geriatric Medicine, University of Hawaii, USA3 
Department of Diabetes, Endocrinology and Metabolism, School of Medicine, Fukushima Medical University, Japan4 
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Channing Laboratory, Harvard University, USA6

○Richard Allsopp1　D.Craig Willcox2　Bradley Willcox3　Philip Davy1　
Trevor Torigoe1　Tim Donlon3　Randi Chen3　Immaculata de Vivo6　Brian Morris5

Profile
 I am a Professor at John A Burns School of Medicine, University of Hawaii. The major research focus is the cellular and molecular mechanisms of 
aging. In particular, we have long been interested in telomere-induced senescence, factors which regulate telomerase in stem cells, and on developing 
novel telomerase-based therapies to treat age-related diseases. Of note, my lab was the first to discover the essential role of Hif1 on telomerase 
expression in embryonic stem cells. We are also interested in studying age-dependent changes in stem cell populations in adult organisms, including 
humans.  I have over 15 years experience in studying and isolating hematopoietic stem cells and other types of stem cells and 25 years experience in 
studying telomere & telomerase biology. This includes recent work to assess the capacity of human adipose derived stem cells (ASC) to re-program into 
cardiomyocyte-like cells. We have demonstrated a high efficiency in re-programming potential of ASC to cardiomyocyte-like cells; this study was 
recently published (Davy P et al. 2015. Stem Cells Cloning). Recently, we have begun collaborating with Dr. Brad Willcox at Kuakini Medical Center, on 
a project to study the role of FOXO3 on human longevity. This has led to several publications in esteemed journals in the biology of aging field. In 
addition, we have recently been awarded a COBRE (Center for Translational Research on Aging- CTRA) grant from the NIH to support 4 Junior 
investigators.
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In the era of starting whole-genome screening, we can get vast amount of genetic information about 
dominant, recessive and polygenic inheritance. Japan society of Ningen Dock started the genetic test 
committee and evaluate possible application of those information to preventive medicine. 
We concluded that priority lies on HLA typing and pharmacogenetics at first step. They do not need 
genetic counseling, but give us useful information about susceptibility of diseases and drug adverse 
effects.   
As for adult-onset dominant inheritance diseases, American college of Medical Genetics (ACMG) 
announced the recommendation about genes and associated phenotypes recommended for return of 
secondary findings in clinical sequencing. Those are mainly related to familial cancers and 
cardiovascular diseases. The information should be useful to preventive and precision medicine. 
Geisinger group already started screening in normal population and estimated about 2% of people are 
at risk. Also in japan, because protein S abnormality, familial hypercholesteremia and breast cancer are 
relatively frequent, there should be more than 2% people involved.  
We think assessment of carrier status of recessive inheritance need more discussion to avoid social 
stigma or birth selection. For multifactorial disease, polygenic risk scores based on millions of SNPs are 
promising and become available in the near future. 
The genetic test committee of Japan society of Ningen Dock established web-based educational 
program of genetic medicine for doctors and medical staffs who work for preventive medicine and 
health screening. The program includes ethics of genetic medicine, DTC (direct to consumer) problem, 
progress in polygenetic disease study, pharmacogenomics and ACMG recommendation. This aim for 
better communication between genetic specialists and our society. 
We hope we can set up collaborative network with genetic societies for this educational program and 
best surveillance plans of healthy mutation carriers.
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1987-1993　Cardiology, Mitsui Memorial Hospital, Tokyo, Japan 
1993-1995　  Postgraduate Fellow, Department of Pathology, University of 

Washington, Seattle, USA 
1995-1997　  First Department of Internal Medicine, University of Tokyo 
1997-2000　  Court Physician of the Japanese Emperor/Royal Family 
2000-2005　  Associate Professor, Department of Cardiology, Tokai 

University School of Medicine 
2006-present　  Chief Medical Director, Tokyo Midtown Clinic 
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To know the genetic risk of monogenic diseases leads to healthy lifestyle behaviors for prevention of 
the diseases and to precise examinations for detection the diseases.
Forever, in case of polygenetic diseases, it is difficult for three reasons.
First, the genetic risk of polygenetic diseases is smaller than that of monogenic diseases. The reason is 
that evidences for calculation of each genetic risk of polygenic diseases are still insufficient. Human 
genome has millions of single-nucleotide polymorphisms(SNPs), so we must clarify the relationship 
between SNPs and polygenic diseases more and more. It is almost impossible to resolve above-
mentioned problem by only human efforts. We must use AI for the solution.
Second, the genetic risk is different among many laboratories. The reason is that each laboratory 
choices optional SNPs in calculation of the genetic riskof polygenetic diseases.
The solution for this problem is to make an organization to secure accuracy of the genetic risk of 
polygenic diseases, I think. If the organizationdecides the set of SNPs to calculate the genetic risk of 
each polygenetic diseaseand all laboratories follow the decision of the organization, people is not 
confused.
Third, common people are difficult to understand the genetic risk of polygenic diseases exactly. People 
are apt to think of the probability of occurrence of diseases as0 or 100%. It is difficult to recognize the 
relationship among three factors; genetic factor, lifestyle factor and environment factor to cause 
polygenic diseases.
The solution is to explain the genetic risk directly to people received genetic examination by a doctor 
who has enough knowledge for the genetic risk of polygenic diseases.
For this purpose, we have to give opportunity of training about the genetic risk of polygenic diseases 
to doctors who concern health check. The Japan Society of Ningen Dock already gives E-learning 
menu to interested people.
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Comprehensive Health Ceckup System (Ningen Dock) can evaluate health status in individual. 
Important purpose in this system is to find both cancer in the early stage and non-communicable 
diseases, that is, life-style related diseases. The latter health checkup leads to the prevention of stroke 
or heart diseases. Therefore, the follow-up system is important after people have Comprehensive 
Health Ceckup System (Ningen Dock).  This process is necessary to maintain high quality of life in 
people. In this situation, nation-wide follow-up system started in 2008. Then, a number of diabetes and 
pre-diabetic patients decreased from 2,210,000 in 2007 to 2,050,000 in 2012 by this nation-wide follow-up 
system. Tokyo Metropolitan Promotion Health Organization (TMPHO) consists of 162 promotion health 
organizations in enterprises. 59,141 (4.9%)  people with aggressive support in the follow-up system was 
found  out of 1,207,909 people who had health chekup in 2011. TMPHO had the entire follow-up in 4,225 
people, and showed 88.2% of these people with improvement about daily nutrition and 61.6%  with 
improvement about exercise custom. 
Similarly, TMPHO gave 1,548,727 people health checkup in 2017, and then 86,805 people (5.6%) were 
defined as a category of aggressive support. TMPHO performed the entire follow-up in 3,673 people 
with aggressive support. 41.8% out of these people resulted in improvement, although 32.7% achieved 
improvement in 83,132 people with TMPHO health checkup system who did not have the entire 
follow-up. This difference was significant (p<0.01). Recently, 1,587,717 people had health checkup by 
TMPHO in 2018. 92,229 people (5.8%) were divided into a group of aggressive support in the follow-up 
system. 6,147 people completed the entire follow-up by TMPHO, and finally 80.0% of these people 
found improvement about daily nutrition and 49.2% had improvement in exercise custom. 
The Japanese government stated that medical costs about life-style related diseases decreased to 
264,300,000 yen in 2016, although medical costs about these diseases was 268,900,000 yen in 2013,
In conclusion, the follow-up system after Comprehensive Health Checkup system (Ningen Dock) plays 
an important role in diagnosis and prevention of life-style related diseases, leading to reduction of 
medical costs.
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【What is the Anti-aging medicine and anti-aging health check-up】Preventive medicine is classified into 
three stages according to interventions. General health check-up and Ningen-Dock are equivalent to 
early detection of diseases and secondary prevention aimed for early treatment. On the other hand, 
anti-aging medicine is a medical field that intervenes in the "tendency" in which diseases occur with 
aging. Aging is regarded as a "preparatory stage for disease outbreak", and intervention is carried out 
at a healthy stage or before the onset of symptoms, so it can be said to be a field of primary 
preventive medicine. In June 2006, Tokai University Tokyo Hospital established the anti-aging health 
check-up systems. The items includes more than 70 examines the degree of aging such as 
arteriosclerosis, hormones, bone density, body composition, etc. and risk factors affect to aging such as 
serum lipids, oxidative/antioxidant factors, etc. From April 2019, we aim to strengthen 
countermeasures for problems that become apparent and even more serious in a super-aged society, 
Locomo-check, Vitamin D and Brain dock had been added. 【Beneficial items to super-aged society from 
the viewpoint of our evidence】By April 2020, the total number of patients to be examined exceeded 
2330 with average ages 64y/o in men, 62y/o in women. There are many repeated recipients, and most 
of them agreed to use their data for research. Therefore, it can be said, one of the few health check-up 
system with traceable database in addition with the peculiarities of items. Currently, sarcopenia is 
widely regarded as a problem, but from the beginning of this health check-ups, we have regarded the 
decrease in muscle mass as an important risk factor associated with aging. So, research themes 
conducting from beginning were (1) sarcopenia and obesity, (2) changes over time in repeat examinees, 
(3) search for new aging marker, and (4) fatty liver and aging. In past 14 years, we have reported at 
more than 200 presentations in conferences at Japan and abroad, and more than 30 papers. From our 
longitudinal research works in elderly, benefit of the measurement of muscle mass with DXA and/or 
estimation with impedance method were detected, but problems of locomo-check were assumed. 
Furthermore, the usefulness of cystatin C, ferritin, vitamin D, etc. was clearly demonstrated. It was 
also found that the state of oxidative stress, which adversely affects the progress of aging, can be 
inferred even by uric acid and γ GT, which are measured in ordinary general health check-ups. Data 
will be shown and explained in the presentation.
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Ningen Dock health checkup system is an optional medical checkup unique to Japan. The purpose of 
this system is to extend the healthy life expectancy of the examinee, and this is achieved through early 
detection of cancer and prevention of cerebral and cardiovascular diseases that develop from lifestyle-
related factors.
In Japan, in addition to the Universal Health Insurance System, which has raised the average life 
expectancy to the world's top class, a system has been established for having health checkups at least 
once a year based on the national law. However, there is insufficient evidence to establish the 
additional benefits of the Ningen Dock beyond these health systems.
We have focused on atherosclerosis examinations that can be carried out continuously because it is a 
Ningen Dock and have continued to report results based on cross-sectional and longitudinal analyses 
based on secular changes.
Pulse wave velocity (PWV) changes with vascular elasticity, wall thickening, and degree of stenosis 
and increases with age, even in healthy persons. Carotid-femoral PWV (cfPWV) is used as the standard 
in many foreign countries, but in Japan, a test for measuring brachial-ankle PWV (baPWV) has been 
developed, which is noninvasive and can be conveniently measured. It can be also used by a large 
number of examinees and is widely used as an indicator of vascular stiffness.
Since this test can also measure the ankle-brachial pressure index (ABI), it can also be used to 
diagnose peripheral arterial diseases such as arteriosclerosis obliterans.
BaPWV highly correlates with cfPWV, and meta-analysis of many cross-sectional studies suggests that 
increases in baPWV and cfPWV beyond aging changes influences the onset of brain/cardiovascular 
disease and the prognosis of life.
We have also reported that baPWV increases with the clustering of atherosclerosis risk factors and 
that continuous health monitoring using the Ningen Dock may have the effect of suppressing the 
increase in baPWV. Furthermore, we have proposed and reported the need for atherosclerosis 
screening in the Ningen Dock.
Here, I would like to discuss the usefulness of secular measurement of baPWV, focusing on the results 
at our facility.
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In Japan, regular health checkup is available to almost everyone throughout the life course. And, 
reliance on health checkup has been increasing in recent decades, to improve the health of nation 
through “early detection early treatment”, namely secondary prevention of disease. It also aims to 
promote individual lifetime health management by preventing the development and severity of disease 
through lifestyle changes based on the results of health checkup.  
Recently, OECD published “OECD Reviews of Public Health: Japan -A HEALTHIER TOMORROW- 
(2019)”. OECD reported that the secondary prevention strategies in Japan are unique among the OECD 
countries, and effectiveness of health check-up strategy is poorly understood. Moreover, considering 
the tight fiscal situation, which is likely to continue due to population ageing, OECD recommended that 
secondary prevention strategies in Japan should be scrutinized.  
Health checkups, such as health checkups for infants and preschool children, an annual health checkup 
for school children, an annual health checkup for full-time employees, annual stress test for employees, 
and an annual specific health checkup for people aged between 40 and 74 to prevent lifestyle-related 
diseases (“tokutei kensin”) are legally required. Concurrently,　individuals can also choose to undergo 
health checkup services（opportunistic screening：“ninigata kensin” ）from outside of publicly funded 
health care, such as “ningen dock”. 
In this presentation, focusing on “ningen dock”, health checkup system which is not legally required, 
often provided by many private health care facilities is reviewed and reappraisal in the context of 
effectiveness above-mentioned. 
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China is now facing aging problem. People care more and more for their health, so do their family and 
employers. Thus, health checkup center industry is developing fast. The total market potential shall be 
355 billion CNY covering population of 727 MN by 2025. Most of public hospitals have their own 
checkup department, which play a major role in the industry, but non-public checkup centers still 
occupy 25% of the total market. Meinian Healthcare as a non-public checkup center, is the leader in the 
industry covering around 99% top 100 local companies, 90% top 500 global companies, and 80% 
government offices.
Meinian owns 703 checkup centers located in 294 major cities in China mainland. 70,000 people work in 
this company, of which 19000 are medical headcounts. The structure of medical headcounts is not the 
same in public and non-public checkup centers. In non-public ones, there are a lot of retired doctors, 
but in public hospital, retired doctors occupy only a small part of the medical headcount.
In China, employers pay for their employees’ yearly checkup, and it is considered as a bonus provided 
by the employers. Only government employees’ yearly checkup can be covered by social security. In 
case of Meinian, 78% of the revenue comes from 2B customs and 22% comes from 2C customs in 2019.
ASP in China is different in public and non-public checkup centers. In 3 triple A hospital for example, 
the same 500CNY package usually will be priced 3000CNY in Shanghai. ASP for Non-public sector 
varies from 500 to 3500 CNY according to their customer positioning. And the product packages are 
designed for different segments, for both adult and elderly people, male and female, normal healthy 
people and customer with certain diseases.
To provide customers a better checkup experience, leading checkup centers cooperate with world 
famous brand suppliers such GE, Phillips, Canon and Siemens, say Meinian are well equipped with 
more than 700 CT scanners, 400 MRI and 3000 echography.
We are seeking to provide our customers a one-stop total solution for their healthcare management. 
Checkup report generally comes out within 3 days, followed by report interpretation, hospital referral 
and insurance services etc.
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Neusoft Xikang is an innovative enterprise invested by Neusoft Corporation in the field of medical and 
healthcare services. Taking city as an entrance, Xikang Cloud Hospital is committed to building a new 
medical infrastructure platform to support hospitals, doctors and nurses to deliver continuous medical 
and health services integrating online and offline.
Xikang Cloud Hospital is building a powerful basic healthcare service platform in China by connecting 
and empowering medical institutions, disciplines, doctors and nurses. The platform services cover 
health management, Internet diagnosis and treatment, telemedicine, post-hospital follow-up and home 
care, etc. 
Taking Ningbo as an example, the Cloud Hospital Platform has become the unified medical service 
entrance of the mutually beneficial network in the city. More than 90% of the medical institutions in 
the city have settled on it, covering more than 50 medical disciplines. The Platform provides services 
including health management, diagnosis and treatment, rehabilitation, home care, family doctor and 
basic public health services, etc. Through the collaboration of hierarchical medical institutions, general 
medical practitioners and specialists, and online and offline data, the service capacity of urban primary 
medical institutions can be improved to provide continuous and personalized medical and health 
services for residents.
The practice of building an urban health management platform based on cloud hospitals in China will 
be conducive to improve the capacity of urban population-based health management, effectively control 
the rising medical costs, and reduce the burden on the government, enterprises and families, thus 
bringing new momentum and vitality to the sustainable development of a city.
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Current State of Health Checkup System in Taiwan

Sponsored by Tokyo Sakurajyuji medical corporation
Chair: Yasuhiro Nishizaki（Department of Clinical Health Science, School of Medicine, Tokai University, Japan）

Health checkup is important for disease finding and helpful for early intervention and life-saving. It has 
been shown that the National Health Checkup Service is significantly associated with reduced 
atherosclerotic cardiovascular diseases and all-cause mortality in the general population. There are 
currently three major types of health checkups in Taiwan. First of all, Labor’s health examination in 
work site and School health examination in school are obligatory by law. General and special health 
examinations for those involved in tasks with special health hazards are necessary for new employees 
and also required for current workers. The School Health Act reveals that schools should have a 
health center to serve as a venue for health checkup, health management, first aid and emergency 
care, health counseling, and health education support. Second, the Adult Health Prevention Program 
for people aged >=40 years, prenatal checkup and neonatal screening, cancer screening programs are 
subsidized by Taiwan Health Promotion Administration. The Adult Health Prevention Program 
includes medical history taking and risk factor evaluation, blood tests including blood sugar, lipid (total 
cholesterol, HDL-C, LDL-C and triglycerides), albumin, globulin, SGOT, SGPT, BUN, Creatinine (eGFR), 
and urinary protein. Colon, cervical, oral cavity, and breast cancer screening are also freely provided 
for suitable candidates. The third type is self-pay health examination and there are several kinds of 
package (general, CVD, cancer, etc.) depending on the customer’s budget and needs. The examination 
fee varies from 100 to 10,000 USDs and total cost is up to 1.585 billion USDs (85.7% market share of 
health checkup) in 2016. Around 65% of adults have ever received health checkups in Taiwan. 
Precision health checkup including whole genome sequencing and specific genotyping, artificial 
intelligence assistance for clinical diagnosis, gut microbiome, and health promotion and management 
will be the main stream in the near future.
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OOP-1-1
Ashikaga Longevity Study for extension of 
healthy life expectancy in Ashikaga citizen: 
Study on the pathogenesis of cognitive 
impairment

Faculty of Nursing, Ashikaga University, Japan1 
Ashikaga City, Japan2 
Health Screening Center, Mitsui Memorial Hospital, Japan3

○Minoru Yamakado1 Satoshi Izumi2 
Sei Kobayashi2 Mitsuyo Hata2 
Masae Miyashita2 Ayumi Tsukui2 
Hironori Yoshida1 Yu Niimi3 
Motohisa Taira3 Yuko Ishizaka3

OOP-1-2
Plasma Aβ40, Aβ42 and Aβ clearance 
proteins as blood biomarkers for Alzheimer's 
disease (AD) and MCI

Research and Development Department, MCBI Inc., Japan1 
Department of Neurology, Nagoya City University, Japan2 
Faculty of Medicine, Tokyo Medical and Dental University, Japan3 
Faculty of Medicine, University of Tsukuba Medicine, Japan4

○Hitomi Ito1 Shan Liu1 
Naoko Hata1 Hiroyasu Akatsu2 
Noriyuki Matsukawa2 Takashi Asada3 
Tetsuaki Arai4 Kazuhiko Uchida4

Objective: 
In Japan, while the average life span in birth of Japanese is 
81 years in men and 87 years in women, healthy life 
expectancy is 72 years in men and 75 years in women in 
2018. Under these circumstances, the medical issue in 
today’s society is the extension of healthy life expectancy. In 
particular, Ashikaga City is 10 years ahead of its aging in 
Japan as a whole, and extending healthy life expectancy is 
an important task for Ashikaga City. Factors that inhibit 
this healthy life expectancy are stroke, dementia and frailty. 
Therefore, extending the healthy life expectancy requires 
intervention for these inhibitors, also it is necessary to 
predict and prevent these factors. To determine the factors 
for healthy life expectancy, we have established the joint 
study with Ashikaga City and Faculty of Nursing, Ashikaga 
University as Ashikaga Longevity Study for the extension 
of healthy life expectancy of super-elderly Ashikaga citizen. 
In this study, the factors related to cognitive function were 
clarified.
Methods:
Ninety-five people whose age were over 85 years old 
participated in this study. They were 36 men, mean age of 
91.0±5.1 year, and 59 women, mean age of 92.2±5.7 year, 
and they required support level 2 or low. 
Cognitive function was evaluated by Mini Mental State 
Examination (MMSE). General blood and biochemical tests 
were performed by automatically methods. Both the oxidant 
stress level and antioxidant properties in serum were 
determined by using d-ROMs test and BAP test (Diacron, 
Italy) by an automatic analyzer methods previously 
reported. 
Results:
The cognitive impairment group with MMSE of 21 or less 
was 28 subjects, 29.8 % and the group with MMSE of 22 or 
more was 66 subjects, 70.2 %. MMSE were significantly 
negatively (z = -2.591) correlated with age (p < 0.0096), 
significantly positively (z = 4.522) correlated with plasma 
level of albumin (p = 0.0096), and significantly negatively (z 
= -3 .386) correlated with plasma level of alkal ine 
phosphatase (ALP) (p = 0.0007) .  Also, MMSE was 
significantly negatively (z = -3.326, p = 0.009) correlated 
with neutrocyte (N) and significantly positively (z = 3.033, p 
= 0.0024) with lymphocyte (L). Accordingly, MMSE was 
significantly negatively correlated with N/L ratio (z = -2.516, 
p = 0.0119) (p = 0.0007). Furthermore, MMSE was significantly 
positively correlated with BAP to d-ROMs ratio (z = 1.937, p 
= 0.0473). (p = 0.0427). Stepwise regression analysis for 
cognitive function as dependent variable, the most 
independently significant variable was ALP.
Conclusions:
In conclusion, it was suggested that cognitive decline may 
be involved aging and brain cell dysfunction due to 
inflammation based on reduced ability to scavenge oxidative 
stress. Not only anti-oxidative aerobic exercise but also 
foods which contain oxidative stress scavenging activity 
may be necessary for maintenance of cognitive function.

[Background] For early intervention and prevention 
of dementia, diagnostic biomarkers for MCI and 
preclinical Alzheimer's disease (AD) is important. A
β and tau are known as biomarkers for AD, and 
the CSF Aβ40 / Aβ42 ratio is clinically useful for 
diagnosis of AD. We have reported that three 
proteins in serum related to Aβ clearance: ApoA1, 
complement protein C3 and transthyretin (TTR) are 
useful as blood biomarkers for MCI (Triple marker). 
Plasma Aβ has been shown to correlate with 
amyloid PET, however, its clinical utility in MCI and 
AD diagnosis is unclear. Therefore, we investigated 
usefulness plasma Aβ in addition to the triple 
marker as blood test for MCI and AD. Here we 
analyzed plasma levels of Aβ40, Aβ42 and Triple 
marker in MCI and AD as diagnostic markers. 
[Methods] Total of 681 samples, of which 364 
s amp l e s  d i a g n o s e d  a c c o r d i n g  t o  ADN I 
neuropsychological criteria (178 AD, 146 MCI, 40 
non-demented control (NDC)) were collected in the 
multicenter clinical study. Plasma Aβ40, Aβ42 
were measured by ELISA (EUROIMMUN, Lübeck). 
Plasma levels of ApoA1, TTR, complement C3 was 
measured as described previously. [Results] Plasma 
ApoA1 and complement C3 levels were decreased 
in progression of the disease. Plasma Aβ40 / 42 
ratio showed ROC AUC=0.71 and 0.64 in AD vs. 
NDC and MCI vs. NDC, respectively. Combination of 
plasma levels of Aβ40 / 42 ratio and Triple marker 
(ApoA1, TTR, C3) showed AUC= 0.85 (80% 
sensitivity and 85% specificity) in AD vs. NDC and 
AUC= 0.76 (76% sensitivity and 70% specificity) in 
MCI vs. NDC. [Conclusion] Combination of plasma A
β40/Aβ42 ratio and Triple marker is useful blood 
test for not only AD but also MCI.
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Translation of epidemiological findings to clinical 
practice is essential in building a health system that 
is based on personalization and prevention. Our 
approach relies on clinically validated proprietary 
blood testing technology and use of large-scale 
population data. A high-throughput metabolomics 
assay developed by Nightingale Health Ltd 
measures 250 biomarkers, such as lipoproteins, fatty 
acids and amino acids. The assay has been used to 
profile 1,000,000 blood samples, including the entire 
UK Biobank, and has already resulted in more than 
250 publications studying cardiovascular diseases, 
diabetes, cancer, ageing, and medications. Key 
biomarkers in Nightingale's assay are also approved 
for clinical use, making it possible to translate 
scientific findings directly to the benefit of 
individuals in a public health setting.

As an example, we have created the Nightingale 
Health Index which is designed to provide an 
overall measure of an individual’s metabolic health in 
the context of lifestyle-related diseases. Analysis of 
Finnish biobank data (N=25,655, age range 24-77) 
demonstrated that individuals in the highest risk 
category (lowest 1.3% in Health Index score) had 
5.5-times higher risk for cardiovascular diseases 
(95% HR CI 3.6-8.2) and 121-times higher risk for 
type 2 diabetes (95% HR CI 56.3-261.1) compared 
with individuals in the lowest risk category (top 
4.7% in Health Index score). The Health Index is 
designed to reflect even small changes in the 
lifestyle, and thus serves as a powerful health 
tracking and motivational tool for chronic disease 
prevention.

Large-scale metabolomics is paving the way for 
better risk assessment and disease prevention in 
personalised health. Blood-test based health services 
developed by Nightingale, such as a mobile app for 
monitoring the Health Index, are already available 
for individuals in Finland.

OOP-2-2
Harnessing High-Throughput Metabolomics in 
Large-Scale Cohorts and Biobanks for 
Advancing Preventive and Personalized 
Medicine

Nightingale Health Ltd., Finland

○Peter Würtz Anna Cichonska 
Antti Kangas

Introduction: Abdominal fat distribution measured 
using computed tomography (CT), named visceral 
fat area (VFA), has been utilized as a biomarker for 
abdominal obesity. Among 191 countries, Vietnam 
has the lowest obesity rate (2.10%) defined as the 
body mass index (BMI) over 30. It is not well 
understood regarding VFA and its relationship to 
other metabolic syndrome-related markers in 
Vietnamese. Instead of VFA, waist circumference is 
used for marker for abdominal obesity in Japan. 

Methods: A total of 659 adult Vietnamese (373 males 
between the ages of 22 and 79, mean 48.9 ± 0.5; 286 
females between the ages of 22 and 87, mean 49.9 ± 
0.7) underwent physical examinations, blood tests, 
and abdominal CT at the HECI Center, Ho Chi 
Minh, Vietnam in 2019. The following 17 biomarkers 
were examined using cross-sectional data and 
regression analyses: age, BMI, waist circumference, 
systolic- and diastolic-blood pressure, total-, LDL-, 
HDL-, and non-HDL cholesterol, triglycerides, AST, 
ALT, gamma-GT, fasting glucose, HbA1c, uric acid, 
and VFA. Males and females were analyzed 
separately in regression analysis.
 
Results: Abdominal obesity (defined as VFA > 100 
cm2) was found significantly higher in males 
(237/373, 63.5%, mean 115.9 ± 2.6 cm2) than females 
(54/286, 18.8%, mean 66.0 ± 2.2 cm2). VFA and waist 
circumference were well-correlated both in male and 
female with the liner regression parameters of R= 
0.635, R2=0.404, and R= 0.722, R2=0.522 respectively. 
Four additional markers (AST, ALT, gamma-GT 
and age) showed strong correlation with VFA in 
males, while three distinct markers (triglycerides, 
HbA1c and uric acids) in females using multiple 
regression analyses. 

Conclusion: VFA and waist circumference showed a 
significant correlation both in males and females; 
while seven additional biomarkers showed strong 
correlations with VFA specific for males or females.

OOP-2-1
Correlation between Visceral Fat Area and 
Metabolic Syndrome Biomarkers in Urban 
Vietnam

Department of Preventive Medicine, International University of 
Health and Welfare, School of Medicine, Japan1 
The HECI Unit, Health Care Department, Cho Ray Hospital, 
Vietnam2 
University of Medicine and Pharmacy, Ho Chi Minh City, 
Vietnam3 
International University of Health and Welfare, School of Medicine, 
Japan4 
Cho Ray Hospital, Vietnam5

○Hideko Kasahara1 Ngan Lam Lu2 
Thien Lam Lu3 Tsutomu Yamazaki4 
Thuc Tri Nguyen5 Takahiro Amano4
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Low density lipoprotein cholesterol (LDL) has been 
strongly correlated　with cardiovascular disease. 
The diagnostic criteria of Japan atherosclerosis 
society guidelines in 2017 is based on LDL 
calculated by Friedewald’s formula (F-LDL= TC-
HDL-TG/5). But the guideline has newly accepted to 
substitute directly measured LDL by homogenous 
assays (d-LDL), and it has also incorporated non-
HDL as an indicator for health management. It 
recommends using d-LDL or non-HDL instead of 
F-LDL especially when TG is  400mg/dl. We 
studied about the relationship between d-LDL, 
F-LDL, non-HDL and other lipids by using data from 
health checkup examinees. Method: Subjects are 
43,237 adults (20,653 men, 49.3 ± 10.9 y: 22,584 
women, 47.7 ± 9.9 y) who underwent health 
checkup at our facility from November 2017 to 
October 2019. Results: When TG was < 400 mg/dl, 
d-LDL and F-LDL were correlated well. The 
histogram of the difference between d-LDL and 
F-LDL was very tight (mean ± SD: -1.2 ± 7.5 mg/
dl). We focused on the data in the range outside ± 
2SD (as indicated in the Table 1). TG was low (87.5 
± 75.3) in the “-2SD group”, although HDL was high 
(91.1 ± 28.5). Non-HDL was higher than d-LDL (19.6 
± 9.7: when TG was < 400 mg/dl) , and the 
difference between non-HDL and d-LDL increased 
as TG was higher when TG was  400mg/dl. 
Conclusion: When TG is < 400mg/dl, the values of 
d-LDL and F-LDL are almost equivalent as 
expected. However, d-LDL might be influenced by 
not only TG but other lipids. When we evaluate the 
lipid metabolism of the examinees, it is important to 
consider the values of each lipid.
Table 1: d-LDL ‒ F-LDL when <400 mg/dl (mean + SD (mg/dl)) 

TC d-LDL HDL TG non-HDL F-LDL

+2SD 211.9±
34.5

134.0±
32.1

5 2 . 0±
11.6

219.0±
70.6

160.0±
32.1

116.1±
32.4

-2SD < D-F < +2SD 206.0±
33.6

120.0±
30.2

6 7 . 0±
16.2

8 8 . 0±
48.3

139.1±
33.2

121.5±
29.8

-2SD 249.2±
41.1

118.8±
38.2

9 1 . 1±
28.5

8 7 . 5±
75.3

158.1±
43.7

140.6±
38.8

OOP-2-4
Data Evaluation regarding lipid metabolism in 
Japan

Health Evaluation and Promotion Center, Sanno Medical Center, 
Japan1 
Department of Cardiovascular Medicine, The University of Tokyo, 
Japan2 
Department of Internal Medicine, Sanno Hospital, Japan3

○Yoshiko Furukawa1 Keiichi Kodama1 
Yoshiko Mizuno2 Mari Ohta1 
Hidetaka Takeda1 Yohko Kawai3 
Tetsuo Morishita1 Mikio Zeniya1 
Hisashi Yamanaka1 Takahiro Amano1

Ningen Dock is a comprehensive medical checkup 
system, in other words, the wide-ranging health 
management. One of the characteristic is the 
interpretation of the results for the examinees. 
Almost all the subjects are no medical symptoms to 
see a doctor immediately. However, it is often 
necessary for them to consult on unhealthy lifestyles 
because they are not crucial at the moment but the 
preventable. 
How could we practice the personalized both 
interpretation and consultation within the limited 
time after the checkup?
To understand effectively the multiple information 
from the examinees, a self-report questionnaires 
answered by them beforehand has been used. 
However, not until we asked the subject some 
questions, did we realize the significant medical 
information.
Therefore, we have been conducting the efficacious 
approaches to the subjects on the day of the 
checkup. In particular, we have focused on lifestyle 
habi ts  and advised fo l lowing the l i festy le 
prescriptions for each subject when concerning 
their habitual problems. We will present the way of 
simultaneous instructions as prescriptions regarding 
all three main factors sustaining the daily life: 1) 
optimal diet including nutrition, 2) combination of 
light aerobic exercise and muscle training 3) 
relaxation and sleep. 
However, some questions remain. What is the root-
cause of the unhealthy habits? How does it work? 
What is the most effective way to change the 
habits? To answer these questions, we have 
analyzed the habit loop formation that allows us to 
create automatic habits. The process of building a 
habit can be dividing into four stages: (1) cue/
trigger, (2) craving/routine, (3) response, and (4) 
reward/coping. Habits are, generally, reliable 
solutions (response, reward) to recurring problems 
(cue, craving) in our environment. Furthermore, the 
habit cycle works as a neurological feedback 
mechanism. We will discuss how to build better 
systems and shape better habits when concerning 
behavior change. We will present some cases of the 
subjects achieved by using the root-cause analysis 
as mentioned above.

OOP-2-3
Approach to the personalized lifestyle 
prescriptions and the root-cause analysis

Department of Ningen Dock, Keiyukai Medical Foundation 
Yoshida Hospital, Japan

○Yoichiro Aoki Kinichi Yokota 
Hiroki Takeda Toshiharu Hazeyama 
Chihiro Ohhashi Junko Suzuki 
Masami Takahashi Eri Kagaya 
Ryoko Yoshida



259人間ドック　Vol.35 No.３ 2020 年

  A
bstracts

O
n dem

and O
ral Presentation

（523）

Background
We have reported that oxidative stress plays an 
important role in the mechanism of arteriosclerosis 
as a basic pathological condition of lifestyle-related 
diseases as cross-sectional study. In this study, we 
report the results of longitudinal study whether or 
not if oxidative stress markers may predict the 
onset of lifestyle-related diseases, especially diabetes 
mellitus (DM). 
Methods:
Based on the results of baseline oxidative stress 
markers in cohort of 2,656 (1,704 men aged 59.5±
10.4 y/o and 952 women aged 59.1±10.2 y/o) 
subjects who underwent oxidative stress marker 
tests during comprehensive health check-up,  
“Ningen Dock” at the health screening center, Mitsui 
Memorial Hospital in 2011 and 2015, we calculated 
odds ratios for development of lifestyle-related 
diseases within 4 years using logistic regression 
analysis.  The oxidative stress levels were assessed 
using d-ROMs test and BAP test (Diacron, Italy) by 
an automated method previously reported.
Results: 
In 2015, 859 (562 males aged 60.6±9.6 and 297 
females aged 60.6±8.9) subjects were newly 
developed lifestyle-related diseases. Obesity was 
developed in 64 (9 .0%) among 700 subjects, 
hypertension was in 81 (14.8%) among 547 subjects, 
DM was in 70 (9 .0%)  among 779 subjects , 
dyslipidemia was in 94 (23.7%) among 397 subjects, 
hyperuricemia was in 54 (8.0%) among 671 subjects, 
CKD was in 87 (11.8%) among 739 subjects, 
respectively. The odds ratio of d-ROMs was 1.66 
(95% CI 0.90-3.08) and BAP was 1.46 (0.83-2.57) for 
obesity. Also, they were 1.06 (0.57-1.96) and 1.01 (0.59-
1.73) for hypertension, 3.62 (2.12-6.17, p<0.001) and 
2.20 (1.32-3.68, p<0.005) for DM, 1.43 (0.82-2.49) and 
1.19 (0.70-2.05) for dyslipidemia, 1.13 (0.54-2.39) and 
1.53 (0.83-2.81) for hyperuricemia, and 1.23 (0.71-2.14) 
and 1.11(0.66-1.87) for CKD, respectively. The odds 
ratios of d-ROMs and BAP tests for DM were only 
significant.
Conclusions
Our findings showed that oxidative stress markers 
such as d-ROMs and BAP tests predict the onset of 
DM as well as FPG, HbA1c, GA and CRP. This 
results also suggest that lifestyle modification 
against oxidative stress may prevent the onset of 
DM. D-ROMs and BAP tests could be a bridge to 
preemptive medicine for lifestyle-related diseases, 
especially DM.

OOP-3-1
Oxidative stress is a risk of developing 
diabetes mellitus, and its evaluation is a 
bridge to preemptive medicine

Ground High Medic Club, Nihonbashi-Muromachi Mitsui Tower 
Midtown Clinic, Japan1 
Institute for Innovation, Ajinomoto Co., Ltd, Japan2 
Health Screening Center, Mitsui Memorial Hospital, Japan3

○Minoru Yamakado1 Takayuki Tanaka2 
Yu Niimi3 Motohisa Taira3 
Masao Yano3 Yuko Ishizaka3 
Junichi Taguchi1

Background:  The prevalence of  secondary 
hypertension has been reported as approximately 
10%. More than half of these cases are characterized 
by hyperaldosteronism. However, given the current 
clinical environment, they often remain undiagnosed. 
We hypothesized that if the urinary sodium-
potassium ratio (Na/K) could be employed as a 
marker for hyperaldosteronism in hypertensive 
individuals, it could be used in primary care and 
health examinations without any high-cost or 
cumbersome procedure.
Method: We recruited hypertensive individuals 30 to 
69 years old not taking any anti-hypertensive 
medication. Urinary Na and K were measured using 
a second morning urine method, along with plasma 
aldosterone concentration (PAC). We evaluated the 
association of second morning urinary ratio of Na/K 
(SMU Na/K) with a high PAC with a top greater 
than the 10 percentile (24.3 ng/dL) using an ROC 
curve.
Result: Overall, 160 participants were eligible for this 
study, and 108 were men. The area under the ROC 
curve for the relationship between the SMU Na/K 
and the high PAC showed 0.75 (95% confidence 
interval (CI): 0.56-0.95) for the men and 0.64 (95% CI: 
0.36-0.93 for the women. In the men, SMU Na/K 
values less than 1.0 could detect hyperaldosteronism 
with a sensitivity of 50.0%, a specificity of 98.0 %, a 
positive predictive value of 71.4%, and a negative 
predictive value of 95.0%. 
Conclusion: A low urinary Na/K ratio may be a 
useful screening marker for hyperaldosteronism in 
hypertensive men.

OOP-2-5
Urinary Sodium-potassium Ratio for the 
Screening of Hyperaldosteronism in 
Hypertensive Men

Graduate School of Life and Environmental Sciences, Kyoto 
Prefectural University, Japan1 
Department of Mathematics and Statistics in Medical Sciences, 
Kyoto Prefectural University of Medicine, Japan2 
Department of Public Health, Shiga University of Medical Science, 
Japan3 
Takeda Hospital Medical Examination Center, Japan4

○Hiroyoshi Segawa1 Kengo Yoshii2 
Toshiyuki Iwahori3 Izuru Masuda4 
Hirotsugu Ueshima3 Akane Higashi1
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Aim: Postprandial hyperglycemia is associated with 
oxidative stress and low-grade inflammation, which 
is involved in the pathogenesis of cardiovascular 
disease. The aim of this study was to examine 
whether fasting and post-load plasma glucose affect 
subclinical carotid atherosclerosis in non-diabetic 
individuals.
Methods: We recruited 204 non-diabetic Japanese 
individuals who underwent health checkups (156 
men and 48 women). We measured plasma glucose 
at baseline (FPG), 1-hour (1h-PG) and 2-hour (2h-PG) 
after a 75-g oral glucose tolerance test. The 
participants consisted of 151 with normal glucose 
tolerance and 53 with prediabetes. To assess 
subclinical carotid atherosclerosis, the intima-media 
thickness (IMT) of the common carotid artery was 
measured by ultrasound examination.
Results: Both 1h-PG and 2h-PG, but not FPG or 
HbA1c, were significantly correlated with the mean 
IMT. Age, waist circumference, blood pressure, 
HDL-cholesterol, estimated GFR and high-sensitive 
CRP were also significantly associated with IMT. 
There were no correlations of insulin resistance 
indexes or adiponectin levels with IMT. Multiple 
regression analysis showed that 1h-PG, but not 2h-
PG, was independently associated with IMT, as were 
age, systolic blood pressure and smoking.
Conclusions: In non-diabetic individuals, 1h-PG was 
independently associated with IMT. Although the 
1h-PG determination is not essential for the staging 
of glucose metabolism, our data indicates that the 
1h-PG value may be a useful tool to recognize 
individuals at high risk of cardiovascular disease in 
non-diabetic population.

OOP-3-3
One-hour Post-load hyperglycemia is 
independently associated with carotid intima-
media Thickness in non-diabetic Japanese 
individuals

Department of Health Examination, Kochi Red Cross Hospital, 
Japan1 
Diabetes Center, Kochi Memorial Hospital, Japan2

○Takashi Ohguro1 Junko Nishiuchi1 
Naoko Hisakawa2 Yukio Ikeda2

Early identification of individuals at high type 2 
diabetes (T2D) risk is important for better targeted 
prevention but most of the studies to date have 
been conducted in  middle -aged and o lder 
individuals. We identified blood biomarkers 
predictive of T2D in young adults and generated 
metabolic signatures for T2D risk stratification and 
health tracking.

We used NMR metabolomics platform to measure 
229 metabolic biomarkers in 11,896 individuals from 
four Finnish cohorts (mean baseline age 35 years, 
range 24-45) . Associations between baseline 
metabolites and diabetes onset during the 8-15 years 
of follow-up (392 incident cases) were assessed by 
logistic regression. Altogether 113 metabolites were 
associated with incident diabetes (P<0.0009) after 
adjusting for sex, baseline age, fasting glucose and 
BMI. Elevated concentrations of branched-chained 
and  aromat i c  amino  ac ids  (OR 1 . 31 - 1 . 33 ) , 
triglycerides in very-low-density lipoproteins (VLDL; 
OR 1.33-1.50), and lower levels of omega-6 fatty acids 
(OR 0.75) were among the strongest predictors of 
increased risk of T2D. Furthermore, a biomarker 
signature comprised of phenylalanine, free 
cholesterol in large HDL, and the ratio of cholesteryl 
esters to total lipids in large VLDL was predictive of 
incident diabetes in an independent validation 
cohort after adjusting for baseline glucose and BMI 
(OR 10.1 comparing fifth vs. first quintile of the 
biomarker score).

Young adults at risk for T2D display a distinct 
metabolic signature even years before the disease 
develops. The high-throughput NMR metabolomics 
platform allowed us to validate known biomarkers 
for T2D and provided novel findings based on 
detailed lipoprotein subclass measures. It allows for 
comprehensive biomarker profiling of entire 
biobanks and could serve as a powerful tool for 
population-wide diabetes prevention and control 
programs.

OOP-3-2
High-Throughput Metabolomics for Early 
Detection of Individuals at Increased Risk for 
Type 2 Diabetes

Nightingale Health Ltd., Finland

○Anna Cichonska Peter Würtz



261人間ドック　Vol.35 No.３ 2020 年

  A
bstracts

O
n dem

and O
ral Presentation

（525）

Chronic illness such as diabetes, dyslipidemia, 
hypertens ion ,  l iver dysfunct ion and rena l 
dysfunction have huge impact on healthcare field. 
Annual health check-up like Ningen-dock mainly 
focus on finding such diseases and malignancies in 
early stage. In addition, prediction and prevention of 
those diseases are more important. AI has used in 
many industrial areas and now moved into 
hea l thcare .  Toshiba developed AI factory 
management and applied to their healthcare. 
Analyzing big data composed of two hundred 
thousand workers-twenty years, they built up 
programs that enable predict new onset of diabetes, 
dyslipidemia, hypertension, liver dysfunction and 
renal dysfunction from one to six years thereafter.
(Methods) Dataset used for the analysis are lifestyle 
questionnaire, regular health check measures such 
as body height and body weight and standard blood 
tests. Random forest method was selected as 
algorithm.  Then ROC curves for those models are 
used to analyze statistical power by the areas under 
curves (AUC). 
(Results) From Toshiba datasets, all the AUC for 
diabetes ,  dysl ip idemia ,  hypertension ,  l iver 
dysfunction and renal dysfunction are more than 0.9. 
To validate the algorithms, we used Tokyo Midtown 
data and found similarly high AUCs at two years 
later for those diseases were 0.93, 0.96, 0.90, 0.94 and 
0.80, respectively. Most important lifestyle factors 
affect those diseases are amount and frequency of 
alcoholic consumption, speed of meals and will to 
improve lifestyle.
(Conclusion) AI prediction of diseases should become 
powerful tool for personalized healthcare. 

OOP-3-5
Prediction of Diabetes, Dyslipidemia, 
Hypertension, Liver function and Renal 
function using Artificial Intelligence (AI) 

Tokyo Midtown Clinic, Japan1 
Toshiba Corporation, Corporate Technology Planning Div., Life 
Science Business Office, Japan2 
Toshiba Corporation, Corporate Research & Development Center, 
Advanced Intelligent Systems Analytics AI Laboratory, Japan3 
Toshiba Digital Solutions Corporation, ICT Solution Div., Japan4

○Junichi Taguchi1 Fumito Sudo1 
Taihei Yamaguchi2 Kenichi Doniwa3 
Hidekazu Kurita4 Ruriko Horio1 
Maiko Hurukawa1 Izuru Ochiai1 
Rikiya Hujimaki1 Junko Sano1

Background and aims: Obese patients have a high 
incidence of sleep apnea, and patients with type 2 
diabetes are often obese. The aim of the present 
study was to determine whether the treatment of 
sleep apnea with nasal continuous positive airway 
pressure (C-PAP) after a definitive diagnosis affects 
the efficacy of SGLT2 inhibitors in obese Japanese 
patients with type 2 diabetes receiving long-term 
SGLT2 inhibitor treatment. There have been few 
reports on the relationship between the treatment of 
sleep apnea and the efficacy of SGLT2 inhibitors. 
Materials and methods: Eleven patients with type 2 
diabetes who developed sleep apnea were divided 
into a group of 5 patients who received SGLT2 
inhibitor (Treatment group) and a group of 6 
patients who did not received SGLT2 inhibitor 
(Control group). The Treatment group received one 
of 3 drugs for 5 years: 3 patients received 5 mg/day 
o f  luseog l i f l oz in ,  1  rece ived 5  mg/day o f 
dapaglif lozin, and 1 received 25 mg/day of 
empagliflozin. After a definitive diagnosis of sleep 
apnea, all patients in both the groups were treated 
with C-PAP therapy for 3 months. Body weight, 
HbA1c, and the apneahypoxia index (AHI) were 
measured before and after the start of C-PAP 
therapy and compared between the groups. Results: 
Three months after the start of C-PAP therapy, AHI 
(events/hour) decreased significantly in both the 
groups: from 39.8 ± 17.7 to 0.8 ± 1.1 in the 
Treatment group and from 64.3 ± 6.2 to 1.6 ± 0.9 
in the Control group. Body weight increased 
significantly in both the groups: from 81.3 ± 11.0 to 
82.6 ± 10.4 kg in the Treatment group and from 
74.2 ± 18.0 to 75.3 ± 18.2 kg in the Control group. 
HbA1c did not change significantly before and after 
the start of C-PAP in either group: 6.7 ± 0.4 and 7.0 
± 0.4%, respectively, in the Treatment group, and 
6.4 ± 0.6 and 6.5 ± 0.6%, respectively, in the 
Control group. Conclusion: Obese patients with type 
2 diabetes who developed sleep apnea were treated 
with C-PAP therapy. As a result, AHI decreased 
significantly, regardless of SGLT2 inhibitor 
treatment. Body weight increased, regardless of the 
presence or absence of SGLT2 inhibitor treatment, 
while HbA1c was not affected by C-PAP therapy. 
The results revealed that C-PAP therapy increased 
body weight even in patients receiving SGLT2 
inhibitor, which are associated with a decrease in 
body weight and HbA1c.

OOP-3-4
Effects of nasal continuous positive airway 
pressure therapy in Japanese patients 
receiving SGLT2 inhibitor found in Ningen 
DHC System

Research Center of Health, Physical Fitness and Sports, Nagoya 
University, Japan1 
Medical Checkup Center, Minami Seikyo Hospital, Japan2 
Vascular Center, Sanno Medical Center, Japan3
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Coronary artery disease (CAD) and peripheral 
artery disease (PAD) share pathogenesis, but the 
evidence of metabolic risk factors underlying PAD 
risk is limited. We conducted detailed metabolic 
profiling of incident CAD and PAD to identify novel 
risk factors and clarify pathogenesis for these 
diseases. 

We measured circulating blood biomarkers using an 
NMR metabolomics plat form in four large 
prospective studies from Finland (national FINRISK 
and Health 2000 studies, total n = 32,607). We used 
Cox proportional hazard modelling to estimate 
associations between biomarkers and incident CAD 
and PAD (n events = 2,010 and 464, respectively, 
during the median follow-up time of 14 years).

High VLDL-C increased the risk for CAD (HR=1.30, 
95% CI 1.24-1.35 per SD-change), but not PAD 
(HR=1.09, 95% CI 0.99-1.21). Moreover, LDL-C and 
apolipoprotein B were only associated with CAD 
(HR=1.13, 95% CI 1.08-1.19; HR=1.29, 95% CI 1.23-
1.35), whereas high triglycerides in LDL and VLDL 
increased the risk for both endpoints. Glycolysis-
related metabolites (glucose, lactate, pyruvate and 
glycerol), amino acids (phenylalanine, alanine and 
glutamine) and inflammation biomarker glycoprotein 
acetyls (GlycA) showed stronger associations with 
PAD. Biomarker score showed stronger risk 
discrimination of high-risk individuals for incident 
PAD when compared to traditional CVD risk 
factors, suggesting that measuring these biomarkers 
could help to detect high-risk individuals better than 
currently used risk factors.

We identified novel biomarkers for cardiovascular 
endpoints and showed that the associations of these 
biomarkers were actually stronger for PAD 
compared to the CAD. Novel biomarkers could be 
used to guide the development of new therapies and 
improve the detection of high-risk individuals for 
these diseases.

OOP-4-2
Lipoprotein and Metabolite Biomarkers for 
Coronary and Peripheral Artery Disease: 
Blood Biomarker Profiling of 32,000 
Individuals

Nightingale Health Ltd., Finland1 
Department of Public Health Solutions, Finnish Institute for 
Health and Welfare, Finland2 
Research Program for Clinical and Molecular Metabolism, Faculty 
of Medicine, University of Helsinki, Finland3
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【Background and Objective】Brachial-ankle pulse 
wave velocity (PWV) and carotid artery intima-
media thickness mean (IMT) are well-known 
arteriosclerosis markers.
Although there are many reports, their individual 
predictive power is generally not high. We verified 
how the combination of optimal cutoffs of PWV and 
IMT have an impact on the ability to predict 
coronary risk.

【Study population】We studied 897 subjects (60.9±
10.9years, male 68.6%）at our institution in 2013-2019. 
We evaluated PWV, IMT and coronary calcium 
score, excluded in subjects with abnormal Q and 
arrhythmia on ECG. 

【Method】Coronary risk(CR) was defined as coronary 
calcium score  100. The cutoff values for CR 
detection using PWV and IMT were calculated from 
the ROC curve. We evaluated ability of CR detection 
us ing  PWV,  IMT and  the i r  comb ina t i on , 
respectively.

【Result】CR was present in 181 cases (20.2%). PWV 
and IMT in the group with CR were significantly 
higher (1694[1500-1895] vs. 1415[1268-1635]cm/s, 
0.9[0.8-1.2] vs. 0.8[0.7-0.9]mm). The optimum cutoff 
values for detecting CR from the ROC curve of each 
index and their detection ability (sensitivity, 
specificity, positive predictive value(PPV), negative 
predictive value(NPV), positive likelihood ratio(LR+), 
negative likelihood ratio(LR-)) were PWV>1541cm/s 
(0.70, 0.67, 0.35, 0.90, 2.14, 0.44) and IMT>0.9mm (0.49, 
0.81, 0.40, 0.86, 2.60, 0.63). The combination of these 
two cutoffs was less sensitive but improved 
specificity, PPV, and LR+ than the individual ones 
(0.38, 0.90, 0.48, 0.85, 3.58, 0.70).

【Conclusion】 The optimum cutoff value for CR 
detection has been shown to be PWV> 1541cm/s 
was lower than the previously reported. Although 
the sensitivity of combining two values decreased, 
the significance of the positive value increased. We 
should consider the coronary risk for subjects when 
one of the cutoffs is exceeded.

OOP-4-1
The cut-off value of combination of baPWV 
and IMT for detection of coronary risk
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Background: Chest X ray (CXR) has been the most 
common screen procedure for detection of lung 
cancer.  However, if patients had old inflammatory 
shadows such as tuberculosis, calcification and 
fibrotic change, it would become increasingly 
difficult to detect the lung cancer.  In that case, a 
comparative review of the CXR to the previous one 
helps the detection of new shadow.  We examined 
whether the repeat participants (pts) who received 
the medical checkup in our clinic annually, may 
have a profit for the lung cancer detection.  
Methods: The pts with abnormalities detected in 
CXR were announced by call-request and invited to 
our specialty clinic for chest CT scan as further 
examination.  We compared the varieties of shadows 
on CT scan between repeat and first-time pts using 
the chi-square tests in two years. Results: In 2018, a 
total of 12540 with repeat / first-time pts of 6898 / 
5642 pts (55 / 45%) were enrolled.  The CXR 
abnormalities requiring further examination were a 
total of 335 (2.6%) of 138 / 188 pts (p < 0.01).  After 
the call-request, a total of 239 (71.3%) of 109 / 130 
pts received chest CT scan.  In 2019, a total of 13690 
pts of 7748 / 5942 (56.6 / 43.4%) were enrolled.  The 
CXR abnormalities were a total of 323 (2.4%) of 137 / 
186 pts (p < 0.01), and a total of 224 (69.3%) pts of 
104 / 120 pts received chest CT scan.  The nodules 
were detected in 11.9 / 11.5% in 2018 and 8.7 / 
10.8% in 2019.  Lung cancer was diagnosed 3 / 3 pts 
in 2018, and 1 / 3 pts in 2019.  No significant 
differences were detected between them in each 
year.  Interestingly, CT scan revealed the CXR 
abnormalities as old inflammatory shadows in 8.3 / 
20.8% (p < 0.01) in 2018 and 11.5 / 21.7% (p = 0.04) in 
2019.  Conclusions: The repeat pts had significantly 
lower-rate of CXR abnormalities and had lower-rate 
of old inflammatory shadows in CT scan.  The 
repeat medical check-ups may have a profit for the 
avoidance of further examinations

OOP-5-1
Repeat lung cancer screenings by chest X ray 
have a profit for the avoidance of further 
examinations

Department of Premier Preventive Medicine, Osaka City 
University, Graduate School of Medicine, Japan

○Tatsuo Kimura Shinya Fukumoto 
Akemi Nakano Hideki Fujii 
Yuji Nadatani Yukie Tauchi 
Shingo Takashima Risa Uemura 
Norifumi Kawadai

Background
γ-glutamyl transpeptidase (γ-GTP) on the outer 
cellular membrane breaks down the extracellular 
reduced glutathione (GSH, antioxidant) , and 
increases intracellular GSH synthesis (γ-glutamyl 
cycle) to scavenge increased intracellular ROSs in 
hepatic diseases. But oxidative stress is also 
enhanced in atherosclerotic arterial wall. The aim of 
this study is to investigate whether γ-GTP is 
directly affecting the atherosclerosis.

Methods
Subjects were 483 fist visitors for the medical 
check-up including abdominal circumference (ABD), 
TG, LDL-C, HDL-C, fasting plasma glucose (FPG), 
uric acid, blood pressure, tobacco habits, liver 
function tests (AST, ALT and γ-GTP) and pulse 
wave velocity (PWV), and not on medical treatment 
such as malignancy, hyperlipidemia, hypertension, 
diabetes, hyperuricemia, liver dysfunction or chronic 
viral infection. Simple correlations between PWV 
and these atherosclerotic risk factors or liver 
function tests were estimated by Pearson’s 
correlation coefficient (CC). Difference of PWV 
between gender and tobacco groups were estimated 
by unpaired t-test. Then multiple regression analysis 
was estimated, adopting positively associated factors 
as independent variables to explain the response 
variable of PWV.

Results
PWV simply correlated with gender (P<0.001), age 
(P<0.001), ABD (P<0.005), SBP (P<0.001), uric acid 
(P<0.001), uric acid (P<0.001), TG (P<0.001), TG 
P<0.001), FPG (P<0.001), γ-GTP (P<0.005), AST 
(P<0.001). And multiple regression analysis revealed 
nega t i ve  s i gn i f i c an t  e f f e c t  o f  abdomina l 
circumference (β; -0.152, P<0.001), and positive 
significant effect of age (β; 0.413, P<0.001), SBP (β; 
0.539, P<0.001), and γ-GTP (β; 0.108, P<0.005) on 
PWV. 

Conclusions 
γ-GTP may directly affect scavenging increased 
ROSs in the atherosc lerot ic  arter ia l  wal l , 
independent of liver dysfunction.

OOP-4-3
Direct effect of γ-glutamyl transpeptidase on 
atherosclerosis

Department of Health Care and Preventive Medicine, Matsuyama 
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Background: Chest radiography is a commonly used 
method for the screening of thoracic diseases during 
health check-up. However, some of the diseases 
detected using this method are those that have 
already progressed to advanced stage such as lung 
cancer. Our recent studies showed that low-dose 
spiral computed tomography (LDCT) is effective for 
the early detection of lung and mediastinal tumors. 
Nevertheless, LDCT examination is not routinely 
recommended for the initial assessment of thoracic 
diseases in health check-ups. This study was 
undertaken to evaluate the usefulness of LDCT in 
the early diagnosis of various thoracic diseases.
Methods :  Among 639 ,758 ind iv idua ls  who 
underwent a general health check-up at our facilities 
for 10 years between April 2010 and March 2020, 
those who underwent both chest radiography and 
LDCT were selected for analysis. In total, the 
present study consisted of 4317 individuals (3146 
men and 1171 women). We investigated cases in 
which abnormal opacity was detected on LDCT 
and/or chest radiography.
Results: A total of 129 cases with abnormal opacity 
were identified on LDCT, and among them, 41 cases 
were detected on chest radiography. On the other 
hand, the remaining 88 cases were detected on 
LDCT only, and no obvious abnormal opacity was 
observed on chest radiography. In these 88 cases, 
we found many lung diseases such as chronic 
obstructive pulmonary disease, pneumonia , 
tuberculosis, and pneumomycosis, as well as thoracic 
tumors at an early stage, which could need early 
treatment. 
Conclusion: The present study revealed that LDCT 
contributes to the early detection of various thoracic 
diseases. We recommend to incorporating LDCT as 
a screening method for thoracic diseases.

OOP-5-3
Evaluation of Low-dose Spiral Computed 
Tomography for Screening of Thoracic 
Diseases
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After COVID-19 reported firstly in China in 
December 2019, the number of cases whose 
infection route is unknown has increased in Japan 
from this February, and the self-restraint law was 
issued. As a result, the number of health checkups 
had drastically decreased. However, we continued 
the cases without fever or respiratory symptoms 
such as cough or sore throat. It has been reported 
that chest CT examination (CT) has high sensitivity 
for pneumonia which is the main symptom of 
COVID-19. We show the findings of the CT 
performed at our center under the prevalence of 
COVID-19. Method: We compared the cases 
recommended a medical consultation by the CT at 
our center during the three months from February 
to April 2020 with those during the same period in 
2019. Results: The number of cases who underwent 
CT /all cases was 956/3818 in 2020, 1346/5029 in 
2019. Among them, respectively 26 cases (male: 
female 19:7) and 39 cases (21:18) were recommended 
a medical consultation. Furthermore 19/26 (73%) and 
19/39 cases (49%) were confirmed ground-glass 
opacities (GGO) suspected to be pneumonia as an 
increase in 2020 (p=0.05). In 2020, median of  the 
number of Lymphocytes (Lymp) of groups with and 
without GGO (1568.0 vs. 1861.9, p=0.61) and CRP 
(0.17 vs. 0.05 mg/dl, p= 0.14), and in 2019 Lymp 
(1528.8 vs. 1675.4, p=0.77) CRP (0.32 vs. 0.10, p=0.16), 
and there was no significant difference in Lymp and 
CRP in the groups with GGO between 2020 and 
2019 (p=0.68, 0.39). Conclusion: The number of cases 
with GGO in CT increased under the prevalence of 
COVID-19 compared with the previous year. The 
case with GGO showed no difference in both Lymp 
and CRP with the cases without GGO. If we can 
incidentally detect slight findings under the spread 
of infections in health checkups, more attention is 
needed in medical guidance.

OOP-5-2
Findings showed by chest CT examination 
under the spread of COVID-19

Health Evaluation and Promotion Center, Sanno Medical Center, 
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Background and aim: Although autoimmune gastritis 
(AIG) is thought to be an uncommon disease in Japan 
as compared to Western countries, some recent reports 
have shown that the prevalence of AIG is gradually 
increasing among patients with atrophic gastritis (AG). 
We hypothesize that AIG is more frequent in patients 
with severe AG in Japan. The aims of our study were 
to investigate the prevalence of AIG and the 
relationships of AIG with H. pylori infection and serum 
gastrin (G) and pepsinogen (PG) levels in patients with 
severe atrophic gastritis (SAG) of the corpus.
Patients and Methods: From among patients who 
underwent routine gastrointestinal endoscopy for 
Ningen Dock subjects in our hospital between May 
2018 and March 2019, we prospectively enrolled 30 
patients with endoscopic SAG (O-II and O-III atrophy 
according to the Kimura-Takemoto classification). Anti-
parietal cell antibody (PCA), anti-intrinsic factor 
antibody (IFA), serum G and PG, and anti-H. pylori 
antibody IgG levels were evaluated. AIG was defined as 
1) endoscopic SAG of the corpus, 2) hypergastrinemia 
( 250 pg/mL), and 3) presence of PCA (titer, 20 folds) 
or IFA. Our study protocols approved by an 
institutional review board in our hospital.
Results: In 30 cases (19 men, 43-85 yrs, mean age, 62.5 
years), the Kimura-Takemoto classification was O-III in 
30.0% (9/30), and O-II in 70.0% (21/30) of the cases. AIG 
was diagnosed in three cases, and the prevalence of 
AIG was 10.0% (O-III: 22.2% [2/9] and O-II: 4.8% [1/21]). 
In the three AIG cases, the positivity rates were 100% 
(3/3), 33.3% (1/3), and 33.3% (1/3) for PCA expression, 
IFA expression, and H. pylori infection, respectively. In 
the non-AIG group, PCA expression, and IFA 
expression, and H. pylori infection were found in 25.9% 
(7/27; titer, 10 folds in 7 cases), 0% (0/27), and 83.3% 
(5/6, excluding 21 eradication cases), respectively. The 
mean serum G level was significantly higher in the AIG 
group than in the non-AIG group (1065 pg/mL [range, 
440‒1954 pg/mL] vs. 147.6 pg/mL [range, 53‒870 pg/
mL], p< 0.0001). In addition, the mean serum PG1/PG2 
ratio was significantly lower in the AIG group than in 
the non-AIG group (0.87 [range, 0.6‒1.3] vs. 3.75 [range, 
1.3‒5.4], p= 0.0003). Gastric adenocarcinoma was found 
in 1, gastric adenoma in 1, gastric hyperplastic polyp in 
2 patients with AIG, and gastric type 1 neuroendocrine 
tumor in none of the AIG patients.
Conclusion: Our data show that AIG is not a rare 
disease in Japan. The presence of AIG should be 
considered in the diagnosis of endoscopic SAG of the 
corpus. PCA titer and serum levels of G and PG1/PG2 
ratio are useful diagnostic markers of AIG.

OOP-6-1
Prevalence and clinical characteristics of 
autoimmune gastritis among severe atrophic 
gastritis in endoscopic gastric cancer 
screening
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Lung cancer is the main cause of cancer death in 
the world. At present, only 15% of lung cancer can 
be diagnosed at the early stage, resulting in only 
16% of patients with lung cancer having more than 
five years of survival. The use of a computer aided 
detection (CAD) system for screening can be used to 
detect cancer in the early stages of treatment, and 
to make the screening of lung cancer more cost-
effective.
This paper studies and implements a CAD lung 
nodule system using multiple view convolution 
ne tworks ,  wh ich  can  automat i ca l ly  l earn 
identification features from the training data. In the 
candidate detection stage, the nodule candidate in 
the network is obtained by combining three special 
candidate detectors. In the false positive reduction 
stage, the two-dimensional image blocks of each 
ConvNets are extracted from the different directions 
of the plane through the combination of multiple 
ConvNets. And for each candidate, multiple two-
dimensional image blocks are extracted. In the 1086 
scans of the LUNA16 dataset, the CAD system 
reached 90.8% high detection in the detection of 
false positive pulmonary nodules. Sensitivity shows 
that the multi view convolutional network is very 
suitable for screening false positive nodules in CAD 
system. 

OOP-5-4
Detection of Lung Nodules based on a Deep 
Learning Method
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Background; Control of smoking is a global health 
priority. Tobacco or cigarette smoking is responsible 
for substantial morbidity and mortality those include 
cardio- and cerebro-vascular diseases, malignancies, 
pulmonary diseases, etc. It is important to know 
prevalence and trends in smoking for its control.
Methods; We assessed prevalence of smoking among 
participants of health check-up program at Ota 
Memorial Hospital (OMH) in Japan from Jun 2012 to 
Mar 2020. Smoking habits were classified into three 
categories as follows; current smoking, former 
smoking (or quit smoking), and never smoking. 
Trends of smoking habits were analyzed with age 
(younger age: <40 y.o., middle age: 40-59, elder age: 
60-) and gender.
Results; During the term OMH health check-up 
program had 122,877 participants (mean age: 
49.5+12.7y.o.) which consist with 61,442 males and 
61,435 females. Current smoking rate (CSR) was 
18.0% (male: 28.5%, female: 7.5%). CSR decreased 
from 19.4% in 2012 to 15.8% in 2019. All age groups 
showed decreasing of CRS that in middle age had 
the smallest extent (younger: 8.2% down, middle: 
1.7%, elder: 4.4%). CSR increased only in female 
middle age (0.1% up) whereas that in all other 
groups decreased especially in male younger age 
(11.9% down). There was no apparent fluctuation in 
never smoking rate (NSR) during the term although 
each gender showed different tendencies (male: 4.5% 
up, female: 3.5% down). Extent of NSR increasing 
was the highest in male younger (14.6%). Nearly half 
of male younger participants (49.3%) belonged to 
never smoking group in 2019.
Conc lus i ons ;  CSR was  decreas ing  among 
participants in OMH health check-up program 
except for middle aged female in these eight years. 
Moreover, decreasing of CSR in the middle aged 
male was smaller than other groups in this study. 
We need some specific strategy to give up smoking 
for the middle aged population.

OOP-7-1
Eight years trends of smoking habits among 
participants in one private screening center in 
Japan

Division of Health Evaluation and Promotion, Ota Memorial 
Hospital, SUBARU Health Insurance Society, Japan

○Takayuki Nakamura Ayako Hasegawa 
Yutaka Amagasa Kunio Konuma 
Hideyuki Nogawa Masatoshi Ikeda 
Sansei Shibata Toshio Sanada 
Harue Gonda Yasumi Suto

Background: The FIB4 index (FIB-4) is useful for 
diagnosis of advanced fibrosis in patients with non-
alcoholic fatty liver disease (NAFLD). The newly 
proposed cutoffs are 1.05 and 1.21 for those  49 
years, 1.24 and 1.96 for 50‒59 years, 1.88 and 2.67 for 
60‒69 years, and 1.95 and 2.67 for  70 years. We 
validated the revised cutoff points using our health 
examination registry. Methods: Of the total 60,738 
subjects who underwent health check-ups at our 
institution from April 2014 to December 2019, we 
finally included 17,009 non-alcoholic subjects. Fatty 
liver was diagnosed by abdominal ultrasonography. 
Subjects with NAFLD were categorized into 4 age 
groups: 49 years (n=1,833), 50‒59 years (n=1,299), 
60‒69 years (n=1,042), and 70 years (n=305). 
Results: In total, 4,479 (26.3%) subjects had NAFLD. 
As age increased, the ratio of females; presence of 
hypertension, diabetes mellitus, and metabolic 
syndrome; fasting plasma glucose level; and glycated 
hemoglobin A1C level increased, but body mass 
index and platelet count deceased. On comparing 
the old and new cutoffs, the number of cases of low 
cu to f f /  i nde te rminan t/  h igh  cu to f f  were 
3,303/1,093/67 and 3,675/599/189, respectively. 
Using the modified cutoff points, an AST to platelet 
ratio index showed significant stepwise increase 
with higher FIB-4 index categories. The percentage 
of subjects who needed further examination 
increased from 1.5% to 4.2%. Conversely, the 
percentage of indeterminate “grey zone” decreased 
from 24% to 13%. Conclusion: A main goal of 
NAFLD management is to efficiently identify the 
patients at higher risk of clinically significant 
fibrosis. FIB-4 can easily predict the severity of 
hepatic fibrosis but the appropriate cutoff point may 
differ by age group. It is possible that the new 
cutoffs can narrow the number of subjects who truly 
need further examination. 
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Objective: The spread of COVID-19 has dramatically 
affected people's lives and working styles in Japan 
and around the world. This report is prepared to 
clarify the effects on occupational health activities 
and company health checkups.
Method: From April to May 2020, during the period 
for self-restraint from going out, SANPO-society (a 
study group of multidisciplinary occupational health 
staf f  from various industr ies )  conducted a 
questionnaire survey on the corporate response to 
COVID-19 pandemic and the related troubles (issues 
of concern). The survey was conducted online, 
targeting the members of the study group using 
SurveyMonkey.
Result: 122 companies responded. Almost all 
companies in various industries and sizes were 
affected by COVID-19 pandemic in their operations 
and activities. Those ranked top were self-restraint 
of meetings and seminars (92%), installation of hand 
sanitizer (85%), promotion of telework (81%), and 
shortened work hours (74%). Other items included 
health monitoring for employees (59%) and 
postponed annual health checkups (44%). Only a few 
companies selected specific measures to infected 
people (33%). In terms of troubles, lack of masks and 
disinfectants (59%), impact on business performance 
(59%), anxiety about infection (54%), and stress of 
telework (54%) were selected by many.
D i s cu s s i o n :  The r e  a r e  s ev e r a l  l im i t s  t o 
general izat ion as this survey targeted the 
companies in the Tokyo metropolitan area with 
relatively high interest in occupational health. 
However, we could show some insights about the 
effects on the occupational health activities and 
health checkups under self-restraint. In the future, 
comparisons with other countries where stricter 
lockdown was imposed, as well as more detailed 
surveys on the effect on employee health, are 
required.
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Background: Despite the national nutrition policy in 
2000 in Japan, the smoking rates remain high-level. 
The smoking cessation on site was realized 
gradually since introduction of the partial revision of 
the health promotion act in 2018. To avoid 
secondhand smoke risk, our safety and health 
committee has taken intervention since 2015.
Objective: To consider the change of employees’ 
smoking rate by the intervention and to find way to 
reach our goal set by safety and health committee.
Methods: Three pillars were composed to the 
intervention. First is “SWAN DAY” ( in English 
SWAN sounds similar to the word “not smoking” in 
Japanese) that the smoking areas can’t be used. 
Second is to hold workshops for all staff to get 
knowledge  abou t  smok ing  harm and  the 
secondhand risk in 2018 and 2019. Third is to 
support employees who want to quit smoking with 
establishing the cessation support team in 2018.
Results: Employees’ smoking rate for six years from 
2015 to 2020 were 21.5% (1,541 individuals), 23.8% 
(1,390), 23.8% (1,311), 21.2% (1,382), 19.6% (1,444) and 
16.8% (1,238). There was a significant difference 
between 2016 as one of a maximum rate year and 
2020 (P=0.001). However, the rate was not reached 
for our safety and health committee’s goal (15.0%) in 
2019.
Conclusions: The interventions worked well to 
reduce the rate but not enough. We should invent 
more effective plans. To reduce the employees’ 
smoking rate, we need to keep encouraging them to 
stop and consider to make some rules about no or 
stop smoking for the new employees as an example.
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