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 2020年12月吉日

第61回日本人間ドック学会学術大会 

演題取り下げについて

　本学術大会のWeb開催変更に伴う発表形式変更に際しては，演題を応募くださいました皆さまに多大なご負
担をおかけしたこととお察しいたします．新型コロナウイルスの流行という未曾有の事態故，何卒宜しくご理
解・ご了解の程，お願い申しあげます．

　本学術大会における「演題取り下げ」（申し出があった，あるいは期日までに演題登録がなされなかった）演題の
登録番号は以下のとおりです．
　これらの演題は本大会での業績にはなりません．同一内容で次期学術大会等に演題を発表される場合の配慮と
して，ここに演題を取り下げられた由，掲載させていただきます．なお，学会誌『人間ドック』Vol. 35 No. 3 （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　プログラム・抄録集）の印
刷作業後に「演題取り下げ」が確定した演題については，抄録が消去できなかったことをご了承ください．

　　■ 取り下げ演題（登録番号順）
　　　・A-10-03
　　　・B-6-26
　　　・C-1-07
　　　・C-1-08
　　　・C-2-06
　　　・C-4-06
　　　・C-11-08

 第61回日本人間ドック学会学術大会
 実行委員会
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日本人間ドック学会
医師個人会員　各位
 日本人間ドック学会
 編集委員会

学会誌　単位加算の対象論文について

　日頃より，本学会事業および学会誌の査読等において，ご協力頂き誠にありがとうございます．
　人間ドック認定医および人間ドック健診専門医資格における学会誌掲載論文の単位加算について，2020年9月
以降に発刊された，学会誌『人間ドック第35巻 第2号』，英文誌『Ningen Dock International Vol.8』より，【臨床
経験または活動報告】の区分を新たに対象とし，単位加算されることとなりました．
　是非，本学会学会誌へ投稿していただけますようお願い申し上げます．
　皆様からの投稿論文をお待ちしております．

記

　2020年9月の発刊より，追加された論文対象区分および単位数は，下記のとおりです．

　　　　【人間ドック認定医（医師会員）／人間ドック健診専門医　単位対象】

　論文区分（2020年9月以降） 筆頭著者 共同著者

学会誌　人間ドック
　　　　　　　　　　 臨床経験または活動報告

3単位 1単位

英文誌　Ningen Dock International
 Clinical experience or Practice report

6単位 1単位

　　※なお，巻頭言・委員会報告等は単位加算の対象より除きます．
　　※上記は，医師個人会員に付与される単位となります．
　　　ご不明な点等ございましたら，学会事務局までお問い合わせください．
 以上
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 2020年12月
日本人間ドック学会　会員　各位
 公益社団法人日本人間ドック学会
 健診の有用性に関する研究・論文活性化委員会
 　委員長　福井　敏樹

2021年度　学術委託研究の募集について（公募）

　公益社団法人日本人間ドック学会（以下「本法人」という）は，更なる人間ドックの有用性に関するエビデンス作
りを目指す考えから，若干件数の学術委託研究を本法人の会員より公募する．
　2021年度の募集要項を以下に示す．

＜募集要項＞
1．応募資格　応募は自薦を主とする．
　（1） 応募者は，原則として本法人の個人会員，または会員施設に所属する職員であること．
　（2） 応募者は人間ドック健診業務に関わるデータを自身で，集計・解析できること．
　（3） 利益相反等を，明確にできること．
　（4）  研究の課題名・目的・方法・期待される成果や今後の発展などを具体的かつ明確に示すこと．当該研究計

画に関連して現在までに行った研究等があれば明記すること．
　（5） 他の私的・公的研究費の申請と重複することは構わない．

2．応募期間：2021年1月1日～2021年3月31 日　※2021年4月～6月開始の研究対象

3．研究費：  現時点では1研究につき，50～100万円程度を考えている．この基礎研究をベースに今後，文部省
科学研究費など，各種の公的研究費を獲得する礎にしていただきたい．

4．応募方法： 応募者は所定の用紙に入力の上，本法人事務局宛にメール添付にて送信すること．
　　　『学術委託研究計画申請書』 （研究テーマ・研究期間・研究（分担）者の所属等）
　　　『各年度別経費内訳　別紙1』 （研究に対する直接・間接経費等）
　　　『研究目的等　別紙2』  （研究目的・方法・期待される成果・今後の発展など1,000字以内で具体的かつ明

確に記入する）
　　　書類送付先：itakukenkyu@ningen-dock.jp
　　　＊応募書類は本法人ホームページよりダウンロードください．

5．本年度の学会希望研究テーマの例：
　　（2021年度最重点テーマ）
　　　「人間ドックだからこそ実施可能な検査の有用性に関する研究」
　　その他
　　・任意型人間ドックと対策型の健診（特定健診等）との有用性の比較研究
　　・人間ドックの費用対効果に関する研究
　　・人間ドックにおける生活指導・生活習慣病指導の実際に関する研究　　など

6．審議方法等： 委員会委員，および委員会より場合によっては若干名の研究者を指名して審査し，理事会にて
承認・報告する．

7．その他
　  当該研究の学会発表・論文発表等に関しては，本法人の学術委託研究費を使用したことを明記すること．

<問い合わせ先>
　公益社団法人日本人間ドック学会　事務局（渡邊，岩﨑）
　TEL：03-3265-0079　　FAX：03-3265-0083　　E-Mail：itakukenkyu@ningen-dock.jp
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　　　　年度　公益社団法人日本人間ドック学会　学術委託研究計画申請書

健診の有用性に関する研究・論文活性化委員会委員長　殿
 　　　　　年　　　月　　　日

研究課題名
（公募番号）

事務局記入　＊1【　　　　　　　　】

研究種目等
□指定研究：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

□その他研究：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

当該年度の
研究事業予定期間

　　　　　　 　年　　　　月　　　　日　　～　　　　　　年　　　　月　　　　日

（　　　　　　）年計画の1年目

会員番号

研究代表者
氏名

（フリガナ）

生年月日 　　　 年 　　月　　日
（漢字等）

所属施設

所属住所
〒

電話番号 FAX

E-mail

職名

経理事務
担当者氏名等

氏名：　　　　　　　　　施設名：

電話：　　　　　　　　　FAX：　　　　　　　　　E-mail：

会員番号

研究分担者
氏名

（フリガナ）

（漢字等）

所属施設

所属住所
〒

電話番号 FAX

E-mail

職名
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各年度別経費内訳
 （単位：円）
研究組織 （研究代表者及び研究分担者）
　経理事務担当者は，当該研究に係る経理及び連絡等の事務的処理を担当する．

大項目 中項目 金額（単位：円） 備考（各年度ごとの内訳等）

直

　接

　経

　費

1．物品費

設備備品費

消耗品費

2．旅　費 旅　費

3．人件費
　・謝金

人件費

謝金

4．その他
委託費

その他

間接経費等

合　計

円

各年度合計

別紙 1

研究目的 他

【研究目的他】
　別紙2に研究の目的・特色・独創的な点，および方法・期待される成果や今後の発展などを，必要ならば
適宜文献を引用しつつ，1,000字以内で具体的かつ明確に記入すること．
　なお，記入にあたっては以下の点に留意すること．

・ 当該研究計画に関して現在までに行った研究等，研究の最終的な目標を達成するのに必要な他の研究計
画と，当該研究計画の関係を明確にすること．

・研究期間内に何をどこまで明らかにするか，年度の目標を明確にしたうえで記入すること．

・ 当該研究の特色・独創的な点については，他の研究でどこまで明らかになっており，どのような部分が残
されているのかを踏まえて記入すること．

※成果を記載した研究報告書を提出すること（終了後 2ヶ月以内を原則とする）
　 研究成果は，学術論文として研究終了後，6か月以内に公表するよう努めなければならない．公表にあ
たっては本学会英文誌「Ningen Dock International」へ投稿することを原則とする．また，学術大会にて
研究成果発表等をして頂く場合がある．
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【研究目的・方法・期待される成果・今後の発展など】（裏面利用可）
※1,000字以内で具体的かつ明確に記入すること．

別紙 2
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2019年度　優秀論文賞報告

 編集委員会　委員長　井上和彦

　編集委員会では，和文誌「人間ドック」および英文誌「Ningen Dock International」に発表された論文から，人間
ドック学あるいは学会誌の質的向上に寄与すると考えられる論文を優秀論文とし，優秀論文賞を授与しています．
　選考については，2019年度，学会誌掲載された全論文を，査読者・編集委員により審査していただきました．
和文原著1編，英文原著1編を選出し，審議の結果，下記2題が優秀論文として，理事会に報告され，承認されま
した．2019年度の選考対象論文数および受賞論文は以下のとおりです．

選 考 対 象 誌：和文誌「人間ドック」 34巻　1，3，4，5号
選 考 対 象 誌：英文誌「Ningen Dock International」Vol.7 No.1
選考対象論文数：和文原著等26編，英文原著等6編

受　賞　論　文
　　　1．和文　優秀論文賞
　丸山 昌子，石黒久美子，半藤 保，金田由美子，筧 映里，石黒 義隆，小川 弘良，村山 実
　一般社団法人 新潟縣健康管理協会

　　　「子宮頸がん検診における年齢別・受診歴別子宮頸部上皮内腫瘍の発見頻度」
 （人間ドック2019；34-4：52-57）

　　　2．英文　優秀論文賞
　　　Satoru Joshita1）, Ayumi Sugiura1）, Tomoo Yamazaki1）, Naoyuki Fujimori1）, Yuki Yamashita1）,
　　　Akihiro Matsumoto1）, Eiji Tanaka2）, Takeji Umemura1）,3）

　　　1） Department of Medicine, Division of Gastroenterology and Hepatology, Shinshu University School of 
Medicine

　　　2）Department for the Promotion of Regional Medicine, Shinshu University School of Medicine
　　　3）Department of Life Innovation, Institute for Biomedical Sciences, Shinshu University

「 Clinical Influence of Hepatitis C Virus Eradication by Direct-acting Antivirals on Lipid Levels and 
“Ningen Dock” Health Check-up Categories in Patients with Chronic Hepatitis C Virus Infection」

 （Ningen Dock International 2019 ; 7-1 : 19-25）
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第61回学術大会
一般演題プレナリーセッション・学術大会長賞（最優秀発表賞）報告

 日本人間ドック学会　編集委員会

　第61回日本人間ドック学会学術大会へ応募のあった一般演題350題（口頭・ポスター※第4回国際人間ドック
会議の一般演題23題はのぞく）より，2名査読による高得点だった口頭7演題，ポスター7演題を『プレナリーセッ
ション』としてオンライン上発表を行い，編集委員会による採点評価をし，最優秀口頭発表賞・最優秀ポスター
発表賞を選定しました．
　プレナリーセッション発表および学術大会長賞（最優秀発表賞）の表彰については，今後も学術大会にて継続し
ていく予定ですので，今後とも一般演題へ奮ってご応募いただけますようお願い申し上げます．

●最優秀口頭発表賞　　　PO-01　満崎 克彦（済生会熊本病院予防医療センター）
　「人間ドック内視鏡検診で発見された除菌後胃癌の検討」
●最優秀ポスター発表賞　PP-04　佐藤 知香（医療法人　山下病院）
　「便潜血検査におけるHbとTfの安定性の検証」

○プレナリーセッション（口頭発表）
　・PO-02　林 聡（医療法人山下病院　臨床検査部）
　　「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」
　・PO-03　荒井 孝子（静岡県立大学　看護学部）
　　「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」
　・PO-04　中宮 早紀（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）
　　「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」
　・PO-05　栗原 照昌（黒沢病院附属ヘルスパーククリニック）
　　「健診領域における3Dマンモグラフィの活用状況と課題」　　
　・PO-06　春山 光（医療法人　大宮シティクリニック）
　　「LOX-indexと人間ドックの判定結果と生活習慣の関連性」
　・PO-07　三好 佐和子（杏林大学医学部総合医療学）
　　「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」

○プレナリーセッション（ポスター発表）
　・PP-01　宮本 英雄（南長野医療センター篠ノ井総合病院）
　　「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」
　・PP-02　橋口 勝（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）
　　「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」
　・PP-03　小川 恭子（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）
　　「人間ドックで発見されたHp未感染胃癌の報告」
　・PP-05　竹下 彰（医療法人社団相和会横浜総合検診センター）
　　「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～」
　・PP-06　春木 薫（東京女子医大病院　予防医学科）
　　「新しい血小板機能評価法模索の試み―機械学習を用いた平均血小板容積の予測モデルの構築」
　・PP-07　山田 真司（青森県立保健大学　健康科学部　看護学科）
　　「共分散構造分析を用いた保健指導の効果の縦断的分析」



9 

 2020年12月吉日
公益社団法人日本人間ドック学会
医師正会員　各位
 公益社団法人日本人間ドック学会
 理事長　相澤　孝夫
 人間ドック認定医のあり方に関する検討委員会
 委員長　村田　雅彦

人間ドック認定医に関するアンケート調査について（お願い）

　拝啓　初冬の候，貴殿におかれましてはますますご清祥のこととお喜び申し上げます．
　新型コロナウイルス感染症拡大のなか，人間ドック健診事業にご尽力いただいていることに謹んで感謝申し上
げます．
　さて，2020年11月2日現在の医師正会員数は5,962名で，そのうち人間ドック健診専門医1,678名，人間ドッ
ク認定医のみ取得1,907名，どちらも未取得者2,377名となっております．
　健診・予防医療施設において人間ドックや健診業務に携わる人間ドック認定医は，専門医と同様に健診・予防
医療施設を支える貴重な存在であります．本学会としては，人間ドック認定医制度を健診・予防医療に関する基
本的知識や技量を有することを認定する制度として，専門医制度とは別に，発展的に育成を推進していきたいと
考えております．
　以上を目的とし，「人間ドック認定医のあり方に関する検討委員会」が新設され，本委員会において，人間ドッ
ク認定医に関するアンケート調査を行う事となりました．
つきましては，下記URL（または別紙）より，　2021年1月29日（金）までにオンライン入力（またはFAX：
03-3265-0083）にてご回答ください．

　皆様の意見を参考にして，人間ドック認定医のあり方を明確に示し，質の高い魅力ある研修プログラムを策定
することにより，人間ドック認定医が，人間ドック健診専門医と共存しながら発展し，健診・予防医療の底辺拡
大とともに，施設や従事者の質の向上と発展が図られ，健診・予防医療全体が発展できるよう期待しております．
ぜひアンケートにご協力いただけますようお願い申し上げます．
 敬具

　※できるだけオンライン回答にご協力をお願いいたします！

●人間ドック認定医に関するアンケート調査（オンライン）
　URL：https://www.dock-entry.jp/e/enq2/form 

※ 日本人間ドック学会のHP：https://www.ningen-dock.jp/　― トップページ【人間ドック認定医に関す
るアンケート調査】より，オンライン上で回答をお願いいたします．

※オンライン回答が困難な場合はお手数ですが，FAX：03-3265-0083にてご返送ください．

●回答締切日：2021年1月29日（金）

　＜お問合せ先＞
　公益社団法人日本人間ドック学会　事務局（人間ドック認定医のあり方に関する検討委員会）
　　　〒102-0075　東京都千代田区三番町9-15　ホスピタルプラザ1階
　　　　　　　　　 TEL：03-3265-0079　FAX：03-3265-0083　http://www.ningen-dock.jp/
 お預かりした個人情報は，本学会の個人情報取扱規定で定められている利用目的以外では使用いたしません．
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【認定医のあり方に関するアンケート　締切：1/29】　FAX送信先：03-3265-0083

　※オンラインでの回答が困難な場合は，お手数ですが本アンケート用紙2枚をコピーの上，FAXにて回答願います．

1）貴殿の日本人間ドック学会の資格取得状況について，下記より1つ選択ください．
　□A：人間ドック健診専門医　　　□B：人間ドック認定医のみ　　　□C：どちらも未取得

2）日本人間ドック学会の会員歴について，下記より1つ選択ください．
　□①1～2年　　□②3～5年　　□③6～10年　　□④11～19年　　□⑤20年以上

3）性別について，選択ください．
　□①男性　　□②女性

4）年齢について，選択ください．
　□①20代　　□②30代　　□③40代　　□④50代　　□⑤60代　　□⑥70代　　□⑦80歳以上

5）基本領域学会専門医その他の資格取得状況について，下記より選択・ご記入ください．
　□①総合内科専門医　　□②外科専門医　　□③放射線科専門医
　□④上記以外の基本領域学会専門医
　□⑤基本領域以外の学会専門医　　
　□⑥いずれの資格も取得していない

6）その他の認定資格取得状況について，下記より選択ください．（複数回答可）
　□①日本内科学会　認定内科医
　□②人間ドック健診情報管理指導士（人間ドックアドバイザー）
　□③日本医師会認定産業医（以下のいずれか1つを選択ください）
　　　□③ -1長時間労働者やストレスチェック後の面接指導を行っている
　　　□③ -2長時間労働者やストレスチェック後の面接指導を行っていない

7）現在，人間ドック・健診業務に携わっていますか？　　　　□①いる　　　□②いない

　7）で①と回答した方へ
　7）-1 施設の種類は，以下のどれに当たりますか？
　　□①併設型健診施設　　□②専門（独立）型健診施設　　□③併設型と独立型，複数の健診施設
　7）-2 貴殿の医師業務全体のうち，人間ドック・健診業務はどれくらいの比率になりますか？ 
　　□①1-10％　　□②11-30％　　□③31-50％　　□④51-70％　　□⑤71-90％　　□⑥91-100％
　7）-3  貴殿の人間ドック・健診業務のうち，いわゆる人間ドック（一日ドック・二日ドック・健保連人間ドック

健診）業務はどれぐらいの比率になりますか？
　　□①0-10％　　□②11-30％　　□③31-50％　　□④51-70％　　□⑤71-90％　　□⑥91-100％

8） 1）にて，A：人間ドック健診専門医　と回答した方へ　
　 本学会としては，専門医制度とは別に，人間ドック認定医制度の発展的な育成を推進していきたいと考えてお
ります．人間ドック健診専門医のお立場として，「認定医制度」に対するご意見をお尋ねします．下記より選択・
ご記入ください．
　□① 専門医取得には指導施設での研修が必須なので，研修困難な地域や環境などを考慮すれば，認定医制度が

別途あることについて理解できる．認定医制度は現状のままでよい．
　□② 認定医制度の必要性は理解できるが，認定医制度の質の向上のため，理念や基本方針，カリキュラムの見

直しが期待される．以下に具体的にご記載ください． （どんなカリキュラムが期待されますか？）
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　□③ 認定医制度そのものが不要である．（その理由について）
　　　 

　□④ その他
　　　 

9） 1）にて，B：人間ドック認定医のみ　と回答した方へ　

　　「人間ドック認定医」を取得した理由について，下記①～④より1つ選択し，⑤～⑦はご記入ください．
　□① 今後も人間ドック健診業務に携わっていくために，健診・予防医療に関する基本的な知識や技量を有する

証が欲しいと自らが思った
　□②人間ドック健診施設機能評価受審・更新の要件であるため，施設から取得を依頼された
　□③何となく資格が取得したかった
　□④その他 

　⑤資格取得・更新のカリキュラムについて，何かご提案がありますか？（自由記載）
 

　⑥研修内容の充実に関して，希望の内容などあればお教え下さい．どんなことを学びたいか？（自由記載）
 

　⑦認定医制度について，学会に期待するものがありますか．認定医の認知度を高めてほしい等（自由記載）
 

10） 1）にて，C：どちらも未取得　と回答した方へ　

　　認定医制度についてご存知ですか？　下記①～④より1つ選択し，⑤⑥はご記入ください．
　□①認定医制度があることを知らなかった
　□②認定医資格取得の準備をしている
　□③認定医制度があることは知っているが，資格取得の予定はない
　　　⇒□③ -1できれば取得したいが，取得できない事情がある
　　　⇒□③ -2取得する意義が乏しい
　□④専門医資格のみ取得の準備をしている
　⑤どんなメリットがあれば，認定医や専門医の取得を検討されますか？（自由記載）
 

　⑥学会に入会したどんなメリットがありましたか？（自由記載）
 

11）日本人間ドック学会の認定医制度等，全般についてなにかございましたら，ご記入ください．（自由記載）
 

 アンケートにご協力いただき，誠にありがとうございました
 今後とも本学会事業にご協力のほど，何卒宜しくお願いいたします
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※人間ドック健診専門医制度に関しての問い合わせ等はメールにてお願いいたします．
　日本人間ドック学会　人間ドック健診専門医制度委員会事務局　　senmoni@ningen-dock.jp

● 人間ドック健診専門医制度　現状報告 ●
①日本総合健診医学会との合同の『2020年度人間ドック健診専門医認定試験』は10/18（日）に終了しました．
　 両学会の合格者には登録料1万円の請求書を送付し，入金が完了した者を『2020年度人間ドック健診専門医
認定者』とし，両学会理事会にて承認されました．
　※2020年度人間ドック健診専門医認定者の今後の詳細については，次頁をご確認ください．

②セルフトレーニング問題2020の採点結果について
　 人間ドック健診専門医（修了者除く）が対象のセルフトレーニング問題2020の申請者には，12月中に採点結
果を送付予定です．

　※合格者（修了者）には，修了証を同封し，5単位を加算します．
　※  専門医は，認定期間5年間のうちに，セルフトレーニング問題（5単位）を1回修了することが更新条件（必須項目）

となります．
　※セルフトレーニング問題2020の解答と解説は35－5号（3月末発刊号）に掲載します．

③2020年度 研修施設・指導医　新規認定申請について
　 研修施設および指導医の新規認定申請について，認定小委員会にて審議し，両学会理事会にて承認されました．

　　　【認定期間 ：2021年4月1日～2026年3月31日】
　　　※申請された研修施設および指導医には，審査結果をご連絡いたしました．
　　　※認定となった研修施設・指導医には，2021年3月末に認定証等を発行いたします．

★人間ドック健診専門医（2015年度）認定・更新者　更新のお知らせ ★
　 2015年度認定・更新の専門医は，（専門医認定期間：2016/4/1～2021/3/31）更新時期となりましたので 

11月末に更新書類を送付しております． ※専門医認定番号は0からはじまる5ケタ番号

　　【専門医更新申請期間：2020年12月1日（火）～2021年3月8日（月）郵送必着

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

　　　※ 実績報告書（症例サマリー10例）の提出等の更新条件を満たし，専門医更新申請を希望する方は，更新料1万円を
振込み後，必要書類をご準備の上，申請期間内（3/8郵送必着）に申請願います．

　　　※入金確認および申請手続き等が遅れ，理事会にて承認できない場合は，次年度更新となります！
　　　※単位不足等により，【1年間の認定期間延長】を適用し，来年度申請の場合は，今年度の手続きは不要です．
　　　※50単位を超えた単位については，更新後に繰越すことはできません．
　　　※詳しくは，11月末に該当者に送付している『更新手続き方法について』等をご確認ください．

★ 人間ドック健診指導医および研修施設（2015年度）　更新のお知らせ ★
　 2015年度認定の指導医・研修施設は，（認定期間：2016/4/1～2021/3/31）更新時期となりましたので 

11月末に更新書類を送付しております．
　　●指導医更新条件：専門医資格を継続し，『指導医講習会』に1回参加していること
　　●研修施設更新条件：各学会の認定等施設であり，指導医が1名以上在籍していること
　　　※指導医および研修施設には，更新料等は不要です．
　　　※詳しくは，該当者（施設）に送付している『更新手続きの書類』等をご確認ください．

● 現在，『人間ドック健診専門医制度（新制度）』について，掲載しております．
　詳しくは　専門医HP：http://www.senmoni.jp/　をご確認ください．

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

　例　　現：人間ドック認定医認定期間　2018年 4 月 1 日～2023年 3 月31日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　↓　　　↓　　↓
　　　　新：人間ドック認定医認定期間　2021年 4 月 1 日～2026年 3 月31日

※認定期間は専門医の期間にあわせ，変更されます．

　注）  2021年3月末頃，認定医有資格者には人間ドック健診専門医制度に関する書類と併せて，認定期間を
変更した『人間ドック認定医認定証』を送付いたします．

●  2021年4月1日より，人間ドック健診専門医更新のための50単位（両学会企画30単位以上・両
学会以外の企画上限20単位）を認定期間内に取得することとなります．

　注）  現在の日本人間ドック学会人間ドック認定医（更新者は専門医単位）で取得した単位は，3月末でリセッ
トされ，2021年4月1日から，0単位スタートになります．

　注）  合格者・更新予定者で人間ドック認定医の満期日が，2021年3月31日の方は，人間ドック認定医の更
新手続きは不要となります．

　　　 （現在，人間ドック認定医更新が保留となっている方も更新手続きは不要となり，認定医資格の継続
は，可能となります）

　 ※  なお，人間ドック健診専門医認定者で，単位不足等により，【1年間の認定期間延長】を適用し，来年
度申請の場合は今年度の手続きは不要です．（人間ドック認定医有資格者は，認定医期間についても専
門医同様に延長となります）

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

2020年度人間ドック健診専門医認定者（受験合格者）各位

2020年度人間ドック健診専門医認定者（10/18受験合格者）は，今後は両学会の定める専門医制度の施行規則・
施行細則に準じ，更新のための単位取得等を行っていきます．
そのため，下記のとおり期間や手続き等が変わりますので，ご確認ください．

　【 日本人間ドック学会へ受験申請した人間ドック健診専門医認定者で，人間ドック認定医有資格者は，今後は
専門医の更新手続きを優先していただきます．（認定医の更新手続きは不要）】 

　　　　2020年度人間ドック健診専門医認定者（受験合格者・2020年度専門医 更新予定者）
　　　　　　　【認定期間 ：2021年4月1日～2026年3月31日】　5年間

※  上記は，2020年10月18日（日）認定試験に合格した2020年度人間ドック健診専門医認定者が対象です．
（2020年度に専門医資格　更新予定者も対象）
※  2020年度人間ドック健診専門医認定者および更新者には，2021年3月末頃，専門医認定証，更新後の単位
取得方法等について，書類一式を送付いたします．詳細については，送付します関連書類をご確認ください．
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The 62nd Annual Scientific Meeting of Japan Society of Ningen Dock

ご挨拶（第 1報）

第62回日本人間ドック学会学術大会

　学術大会長　那須　繁（総務担当理事）
　特定医療法人財団 博愛会 理事長

　2020年 9 月の第 4回理事会におきまして、第62回学術大会長を拝命いたしました。COVID-19感染の終息

が見通せない状況下において、第61回学術大会に引き続きWEB開催となりますが、学会主催として理事会、

学術大会運営委員会を始めとした全委員会、ならびに学会事務局の総力を挙げ、遅滞なく準備を進めて参り

ます。

　当学会は、1959年「短期人間ドック医療担当者講習会」として産声を上げて以来、人間ドックなどの健診

事業の普及・発展を通じて、国民の健康の保持増進に貢献すべく活動してまいりました。ご承知の通り、わ

が国では人口減少社会の到来とともに、健康寿命の延伸が国家的課題となり、健診や予防医療を始めとした

保健事業に期待される役割は年々大きくなっております。さらに、COVID-19感染の影響により、人々の健

康に対する向き合い方が変容する現在、当学会も健診・予防医療領域における新たな知見の蓄積や情報発信

などを通じて、更なる社会貢献を果たしていく必要があります。

　第62回学術大会では、メインテーマに「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～」を掲げ、会員のみならず社会に対しても、学会としての力強いメッセージを発する

機会にいたしたいと考えております。

　WEB開催の利点を最大限に活かし、全国津々浦々の健診・予防医療に従事する皆様方に多数ご参加いた

だき、満足していただける学術大会になるように最善を尽くしてまいります。

何卒、ご理解ご支援の程をお願い申し上げます。　

2020年12月吉日
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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～

開催概要
■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～」

■会　期
　2021年 9 月10日（金）～24日（金）

■開催方法
　Web配信（オンデマンド配信予定）

■ホームページ
　https://www.c-linkage.co.jp/dock62/

■後　援（予定）
　一般社団法人日本病院会、公益社団法人日本医師会、健康保険組合連合会、
　株式会社日本病院共済会、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
　公益社団法人日本人間ドック学会
　〒102-0075　東京都千代田区三番町9-15　ホスピタルプラザビル 1階
　TEL：03-3265-0079　FAX：03-3265-0083

■運営事務局
　株式会社コンベンションリンケージ　Linkage北陸
　〒920-0025　石川県金沢市駅西本町 1丁目14番29号　サン金沢ビル3F
　TEL：076-222-7571　FAX：076-222-7572
　E-mail：dock62＠c-linkage.co.jp 
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■運営組織

大会顧問 相澤　孝夫（日本人間ドック学会　理事長）
学術大会長 那須　　繁（日本人間ドック学会　総務担当理事）
学術大会副会長 荒瀬　康司（日本人間ドック学会　副理事長）
運営委員長 岩男　　泰（日本人間ドック学会　理事）
委員 井上　和彦（日本人間ドック学会　理事）
 加藤　公則（日本人間ドック学会　理事）
 田口　淳一（日本人間ドック学会　理事）
 福井　敏樹（日本人間ドック学会　理事）
 武藤　繁貴（日本人間ドック学会　理事）
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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～

主要プログラム（案）
■理事長講演
「（タイトル未定）」
　演者：相澤　孝夫（日本人間ドック学会　理事長／社会医療法人財団慈泉会　理事長）

■大会長講演
「（タイトル未定）」
　演者：那須  　繁（日本人間ドック学会　総務担当理事／特定医療法人財団博愛会　理事長）

■特別プログラム　　明日への提言～2020年代の健診・予防医療の発展を目指して～
学会創設以来60年が経過し、少子高齢社会、そして人口減少社会の到来により人間ドックなどの健診事
業を取り巻く環境は大きく変化しようとしている。
さらには、COVID-19感染拡大により、社会の様相も大きく変容した。そこで、健診・予防医療の発展
のため、行政、大学、医師会、保険者など各界の有識者に、これから目指すべきその姿を提言してもらう。

■招請講演
未定

■メインシンポジウム
1 ）データサイエンスで切り拓く健診・予防医療の将来
　　  レセプト情報・特定保健指導等情報データベース（NDB）は、医療費適正化計画の作成、実施及び

評価のための調査や分析に活用されているが、健診を始めとした保健事業や予防医療についても
データにもとづく評価や施策が求められており、その現状について紹介する。

2 ）2020年代における人間ドック・健診のイノベーション
　　  当学会では医学・情報分野の急速な進歩に対応し、より個別化された精密な健康診断および指導を

目指すべく、新規に人間ドック・健診イノベーション創造委員会を立ち上げ、全ゲノム遺伝子情報
を予防医学に応用するためのワーキンググループ（WG）、AIを実際に使用するためのWG、マイ
クロRNAなどの新規マーカーを含むリキッドバイオプシーの利用をもとに健康診断の新しい形を検
討するWGに分けて検討を開始した。今回はそれらの進捗状況と将来の展望に関して討論を行う。

■シンポジウム
1 ）WITH/AFTER CORONA時代の健診事業　　＊一部演題公募
　　  COVID-19感染拡大により大きく影響を受けた健診事業について、保険者や健診機関の視点から現

状を分析し、課題解決に向けた一助となることを目指す。

2 ）WITH/AFTER CORONA時代の保健指導　　＊一部演題公募
　　  COVID-19感染拡大により大きく影響を受けた特定保健指導を始めとした健診現場における保健指

導について現状を分析し、課題解決に向けた一助となることを目指す。

※講演タイトルは予定のものとなります。
※敬称略
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3 ）これからの職域における任意型がん検診
　　  2018年 3 月、厚労省から発表された「職域におけるがん検診に関するマニュアル」をもとに、これ

からの職域における任意型がん検診のあり方について討論する。

■教育講演
未定

■特別企画
1 ）大腸CT検査の現状と人間ドックでの役割
2）産業保健における健診機関に期待される役割
3）健診標準フォーマットによる健診結果のデータベース化
4）健診施設が知っておくべきCOVID-19感染対策
5）地域の病院における健診事業への期待
6）チームで伝える安全とおもてなしの心 日本人間ドック健診協会共催

■委員会企画
1 ）健診施設の運営に関する委員会

　　　健診・医療機関における職員の安全と健康を守る

2 ）健診施設機能評価・支援事業委員会
　　　受けてよかった機能評価

3 ）健診情報管理指導士育成事業委員会
　　　みんなの保健指導

4 ）女性のための健診・予防医療のあり方検討委員会（1）
　　　視触診による乳がん検診は必要でしょうか？

5 ）女性のための健診・予防医療のあり方検討委員会（2）
　　　HPV検査は今後の子宮頸がん検診にどのように用いるべきでしょうか？

6 ）健診判定・指導マニュアル作成委員会
　　　人間ドック超音波検査のレベルアップのために何が必要か？
　　　～腹部超音波検診判定マニュアル2021版のご紹介～

7 ）内視鏡スクリーニングのあり方検討委員会
　　　上部消化管内視鏡スクリーニングの最前線

8 ）健診の有用性に関する研究・論文活性化委員会/編集委員会
　　　もっと研究・論文投稿してみませんか

■認定研修会
遺伝学的検査アドバイザー研修会
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■一般演題
●国際セッション
●公募演題（WITH/AFTER CORONA時代の健診事業、保健指導）
●プレナリーセッション

■スポンサードセミナー
　未定

■WEB市民公開講座
共催：日本人間ドック健診協会　ソニー生命株式会社
　講演未定
　第10回受けて良かった人間ドック体験記コンクール表彰式

■会員集会
会務報告・委員会報告・人間ドック健診施設機能評価優秀賞　優秀論文賞表彰など
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一般演題募集要項
下記のとおり、一般演題を募集いたします。多くの応募をお待ちしております。

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

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

■募集要項
インターネットのオンライン登録で受け付けます。詳細は学術大会ホームページ
（https://www.c-linkage.co.jp/dock62/）の「演題募集」ページをご覧ください。
※投稿されたままの原稿を抄録集に掲載いたします。
※締切後の修正はできませんのでご注意ください。
※一般演題、公募演題等、区分を必ずご選択ください。（次のページをご参照ください）
※抄録本文は、演題名、氏名、所属を含まず全角800文字以内でお願いいたします。
※共著者数は、発表者を含めて10名までといたします。
※応募の際、E-mailアドレスを正しくご入力ください。

■演題登録期間　2021年 2 月 1 日（月）～ 4月15日（木）

■発表形式
WEB開催のため、口頭発表のみとなります。　
音声付きスライド（Power Point形式）での掲載を予定しております。
後日、大会運営事務局よりデータ提出のご案内をお送りいたします。
期日（2021年 8 月10日（火）予定）までにご発表データのご提出をお願いします。

■採否通知
演題の採否につきましては、演題選定委員による査読を行い決定いたします。
採否の通知は2021年 6 月頃、学術大会ホームページに掲載いたします。　
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■一般演題の分類区分
グループA　診断およびスクリーニング機能
A ‐ 1 医療面接、受診者情報、診察 A ‐ 15 子宮、卵巣
A ‐ 2 判定（区分） A ‐ 16 がん（A‐ 1 ～ A ‐ 15 の臓器以外、全般）
A ‐ 3 肥満、メタボリックシンドローム A ‐ 17 血液
A ‐ 4 血圧、脈拍（心拍） A ‐ 18 糖代謝
A ‐ 5 脳、神経、認知症 A ‐ 19 脂質代謝
A ‐ 6 眼、耳、鼻、咽、喉頭 A ‐ 20 尿酸代謝
A ‐ 7 呼吸器 A ‐ 21 内分泌
A ‐ 8 循環器 A ‐ 22 動脈硬化
A ‐ 9 消化器（上部消化管） A ‐ 23 免疫、アレルギー、感染
A ‐ 10 消化器（下部消化管） A ‐ 24 骨、筋、皮膚
A ‐ 11 肝、胆、膵、脾 A ‐ 25 検査法（遺伝子、新技術、ほか）
A ‐ 12 腎、尿路 A ‐ 26 ロコモティブシンドローム・フレイル
A ‐ 13 前立腺、膀胱 A ‐ 27 その他
A ‐ 14 乳腺

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

グループC　人間ドック健診施設機能
C ‐ 1 組織運営（施設運営） C ‐ 7 特定健診
C ‐ 2 受診者サービス C ‐ 8 他の法定健（検）診
C ‐ 3 再検査・精密検査 C ‐ 9 がん登録
C ‐ 4 受診勧奨・医療連携 C ‐ 10 外国人（健診ツーリズム）
C ‐ 5 事業所・保険者との連携 C ‐ 11 その他
C ‐ 6 コンピュータシステム・ICT

グループD　国際セッション
D ‐ 1 人間ドックインターナショナル（Ningen Dock International）

グループE　公募演題
E ‐ 1 WITH/AFTER CORONA時代の健診事業、保健指導

■一般演題についてのお問い合わせ先
第62回日本人間ドック学会学術大会　運営事務局
株式会社コンベンションリンケージ　Linkage北陸
〒920-0025　石川県金沢市駅西本町 1丁目14番29号　サン金沢ビル3F
TEL：076-222-7571　FAX：076-222-7572　E-mail：dock62@c-linkage.co.jp 
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参加受付
■参加登録期間
早期登録　2021年 4 月 1 日（木）～ 8月10日（火）
通常登録　2021年 9 月 1 日（水）～ 9月17日（金）
※施設会員の参加登録は早期登録のみとなりますので、ご注意ください。
※ 通常登録は大会終了の 1週間前までとなります。 9月18日～ 9月24日は大会期間中であっても参加登
録ができませんので、お早めにご登録ください。

■学術大会参加費
早期登録（4/1～ 8 /10） 通常登録（9/1～9/17）

会　員
医 師 10,000円 12,000円
医師以外 5,000円 7,000円
施 設 　　　 30,000円　注 1） 　　　 －　注 2）

非会員
医 師 12,000円 15,000円
医師以外 8,000円 10,000円
施 設 　　　 50,000円　注 1） 　　　 －　注 2）

（禁止行為） 登録者本人以外へ視聴用ID・パスワードの譲渡や共同利用を行わないでください。ただし、
「施設」区分で登録した場合は、同施設職員内でのみ共同利用が可能です。

※参加登録費はご入金後、理由の如何に関わらず返金いたしかねます。
※お支払締切日迄にお支払が無い場合は、早期参加登録、通常参加登録ともに取消となります。
※ 学術大会参加費には抄録集代を含んでおりません。なお、日本人間ドック学会会員の方には学会誌「人
間ドック36巻 2 号第62回日本人間ドック学会学術大会抄録集」を事前に送付いたします。
※非会員の方で抄録集をご希望の方は、 7月末までに運営事務局へお問合わせください。
　抄録集 1冊2,000 円で請求書同封にて送付いたします。
注 1） 本大会では、「施設」区分にて登録した場合、同じ施設の方は皆様視聴可能です。（ただし、医師

会員で単位取得希望の場合は、個人会員での申込が必須です）
注 2） 「施設」区分での登録は早期登録のみです。（通常登録の期間内にお申込できません）

■事前振込についてのお願い
お支払い方法
　・オンライン クレジットカード決済
　　（Visa、Mastercard、JCB、American Express、Diners Clubをご利用いただけます。）
　・ 銀行振り込み（複数名でまとめてお申し込みの際は、振り込み時に各氏名・会員番号を明記してく

ださい。）
　　※郵便振り込みは対応しておりません。予めご了承ください。
　　※決済が最後まで完了しているか、必ずご確認ください。

注意事項
　・ご入金後、理由の如何に関わらず返金いたしかねます。
　・二重振込・誤振込には十分ご注意ください。
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参加登録についてのお問い合わせ先
　第62回日本人間ドック学会学術大会　運営事務局
　株式会社コンベンションリンケージ　Linkage北陸
　〒920-0025　石川県金沢市駅西本町 1丁目14番29号　サン金沢ビル3F
　TEL：076-222-7571　FAX：076-222-7572　E-mail：dock62＠c-linkage.co.jp 

■Web（オンデマンド）配信　視聴方法等について
参加登録をいただいた方には、 9月上旬よりWeb配信特設サイトのログイン用ID・PW を参加登録時に
ご登録いただいたメールアドレス宛に発行いたします。
Web配信特設サイトは2021年 9 月上旬のOPENを予定しております。
視聴方法の詳細は改めて学術大会HP でご案内いたします。

■人間ドック認定医・専門医の認定・更新に必要な単位取得について
ドック学会医師会員は、 9月上旬頃（予定）にお送りするWEB 配信特設サイト用のID・PW にてログ
インして学術大会を視聴することで、10単位の取得が可能です。
詳細に関しては、後日改めてご案内いたします。
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巻　頭　言

第 61回日本人間ドック学会学術大会終了にあたって

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 
第 61回学術大会 大会長 

荒瀬康司

　この度，伝統ある日本人間ドック学会の第61回定期学術大会を担当させていただきましたこと，皆様
に心から感謝申し上げます．本大会は，今般の新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の影響により，
横浜みなとみらいでの集合型の現地開催を断念して完全Web開催へ変更して行わせていただきました．
異例の事態が生じました中で学会員の方々，並びに共済セミナー等にご参画いただきました多くの企業
の皆様方におかれましては，ご理解と温かいご支援を賜りました．ここに心より御礼を申し上げます．
1．第61回日本人間ドック学会学術大会のテーマ
　今回は，国内学会である第61回日本人間ドック学会学術大会と国際学会である第27回国際健診学会／
第4回国際人間ドック会議を同時に開催いたしました．統一メインテーマは「人間ドック健診へのミッ
ション」としました．健診のミッション（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，受診
者第一主義（Customer focus）の精神で提供することと考えられます．
　受診者第一主義では，人間ドック・健診での眼目は，受診者の安心，安全，快適の3項目があげられま
す．まず安心は，その時代に成し得る最新・最良の担保された検査・診断が実施されていること，個人
個人に合わせ選択できるオプション検査が豊富であること，検査・診断終了後のシームレスな対応が実
施されることなどです．次に安全は，検査は受診者の体力・年齢・合併症を考慮して選択・施行される
仕組みができていること，受診者の感染・急変対策に加え防災対策も整備されていることなどです．最
後に快適は，健診での待ち時間の減少を図ること，動線をわかり易くすること，スタッフの適切な応対
辞令を維持・進化させる仕組みがあることなどです．本学術大会では，人間ドック・健診の眼目と思わ
れる安心，安全，快適の3項目を継承し，進歩，発展させうるような最新の知識，技術を学んでいただけ
ればと考えました．このことを念頭に，特別講演，教育講演，シンポジウム，特別企画では表1に示した
ような演題を講演していただきました．これらの演題の選定に当たりましては，日本人間ドック学会理事
ならびにプログラム委員をはじめ多くの先生方に深甚なるご協力をいただきました．いずれの演題も人
間ドック等の予防医療に従事されておられる方々には裨益する最新の内容といえます．
　一般演題に関しては，378題が採択されました．その後発表形式がWeb方式となったため取り下げが
28題にのぼり，最終的には350題の発表となりました．Power pointでの講演内容の提出あるいは音声を
吹き込む等，今までに経験されたことのなかったような事項をお願いいたしました．ご協力いただいた
先生方には心より感謝いたします．

表1　第61回日本人間ドック学会学術大会での特別講演，教育講演，シンポジウム，特別企画の内容
主項目 内　　　容

高齢受診者関係 フレイル・サルコペニア，骨粗鬆症，健康寿命の延伸，高齢者の健診と保健指導，等
健診の有用性 健診データによるエビデンスの構築，がん検診，等
健診経営 健診の費用対効果，健診機能評価，等
疾患拾い上げの新技術 人工知能（AI），遺伝子技術，リキッドバイオプシー，等
画像診断 最新の画像，腹部超音波検査マニュアル，覚えておきたい画像，等
婦人科領域 子宮頸がん検診，乳がん検診，等
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2．第61回日本人間ドック学会学術大会の準備
　今回の学術大会の開催は3年余前に決まりました．当初は2020年東京オリンピック開催と重なってい
た為会場の選定に難儀致しました．オリンピックの主会場となる東京都内では，大型会議場，大型宿泊
施設等の予約がとれず，ようやく横浜のパシフィコ横浜の会場が予約できました．一時は関東を離れ，
神戸，仙台での開催の案もでましたが，運よく横浜の地を確保できました．開催時期は，オリンピックの
関係で夏季は無理とのことで2020年11月26日，27日と晩秋の時期に決まりました．
　その後プログラムの骨格が出来上がり，一般演題の募集を開始する時期となりました．しかしながら，
2020年1～2月頃より新型コロナウイルス感染症が発出しました．その猛威は，現在に至るまで留まるこ
となく世界を覆っています．鎌倉時代に日蓮宗を立ち上げた日蓮聖人という名の方がおられました．こ
の仏道修行者はその御遺文の中で「寸善尺魔」という四字熟語を使用しています．寸と尺は40～50年前ま
で本邦でも使用されていた長さの単位です．私が小学生の頃，向かいの大工さんより一寸は成人男性の
親指付け根の幅で約3cm，寸の十倍が尺で一尺は約30cmと教わりました．「寸善尺魔」の「寸善」は一寸
の善で，少しばかりのよいことを表し，「尺魔」は一尺の悪いこと，寸の十倍の悪いことを意味し，寸善
尺魔は善いことよりも悪いことが十倍多いというように解釈されます．新型コロナ感染症の発出以降は
寸善尺魔の世の中といえるかもしれません．
3．Web開催による学術大会の施行
　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，2020年8月，不本意ながら人
間ドック理事会でWebでの開催をご承認いただきました．密を可能な限り避けるため例年施行されてい
ました「会員集会」「市民公開講座」「懇親会」等，多くの方々の参集が予想される催しは中止させていただ
きました．Web開催に伴い，1年あるいは2年前から本学会の為に準備をお願いしていたにも拘わらず中
止に至った催しをご担当いただきました方々には大変なご迷惑をおかけしました．この場をおかりしお詫
びとお礼を申し上げます．
　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Power point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した．当初，Web方式では，混み
あっている際にはログインできない，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りました．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現地に行かなくても学会に参加できる，等の長所面もみえてきました．
4．未来の学術大会への思い
　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は学術大会の重要な役割です．従って
将来集合型の大会がなくなることはないと思われます．今後，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
広がることが期待されます．
　1923年（大正12年）9月1日昼頃，関東大震災が神奈川・東京を中心とした地域に起こり，10万5,400
人の死者が出るという甚大な被害をもたらしました．死者の内9万2,000人は火災による死亡でした．山
本権兵衛首相は帝都復興院総裁に後藤新平内務大臣を任命して東京の復興事業を行いました．関東大震
災から2週間後の復興取り組みの覚悟では「東京を復興するの努力如何は世界列強の監視する所，我が国
の実力如何を知るの試金石，またここに在り．」という強烈な志を述べ，13億円という当時としては巨額
の予算（国家予算の約1年分）を充てる計画を示しました．予算が巨大すぎたため，議会・財界等の反対に
より予算は5億7,500万円まで減りましたが，①広い道幅の道路建設，②避難場所としての公園の配置，
③建物は不燃のコンクリート・石・レンガにより建設，等がなされました．帝都は，景観に優れ，かつ火
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災等の防災に対しても強靭化された都市に生まれ変わったとされています．
　今回の大会では新型コロナ感染にて多くの制約を受けてしまいました．今後，人間ドック学会では関
東大震災直後の首相，内務大臣のように将来に向けて強い気持ちで対処していくことが肝要と思われま
す．このコロナ感染を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その機能を果たす
上で最も好ましいのかを試行錯誤で構築していくことが本学会に課せられた課題と考えられます．
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人間ドック35：540-551，2020総　説

人間ドックにおける婦人科がん検診 
（子宮頸がん・子宮体がん・卵巣がん・腟がん・外陰がん）

佐々木 寛 1）　小田瑞恵 2）　光永裕子 3）

1）千葉徳洲会病院 婦人科部長，東京慈恵会医科大学 客員教授
2）こころとからだの元氣プラザ，東京慈恵会医科大学産婦人科 准教授

3）千葉徳洲会病院 健診センター

要　約
　婦人科検診は，子宮頸がん検診を主に女性性器の疾患をスクリーニングし，予防医療により受診
者の健康を維持するために行われている．婦人科がんの死亡率低下に寄与する検診は，婦人科医師
が採取した細胞診単独法による子宮頸がん検診のみである．子宮体がん（内膜がん）や卵巣がんの
診断には，経腟式超音波診断法が用いられているが，がん検診で死亡率低下に寄与するエビデンス
は報告されていない．2019年子宮頸がん検診のガイドラインが発行され，ヒトパピローマウイル
ス（Human Papilloma Virus: HPV）単独法が細胞診単独法と同等の推奨レベルAとなった．しかし，
両診断とも医師採取のみが認められ，自己採取はまったく推奨されていない．

キーワード　人間ドック，婦人科がん検診，細胞診，経腟超音波検査

はじめに
　婦人科がん検診において，統計的有意差をもっ
て死亡率低下をもたらす有効な検診は子宮頸がん

表2　我が国で実施されているがん検診
検診方法 対策型検診 任意型検診

目的 対象集団全体の死亡率を下げる 個人の死亡リスクを下げる

概要 予防対策として行われる公共的な医療サービス 医療機関・検診機関などが
任意で提供する医療サービス

検診対象者 構成員の全員（一定の年齢範囲の住民など） 定義されない（個人の希望者）
受診勧奨 あり なし
検診費用 公的資金を使用 全額自己負担

利益と不利益
かぎられた資源のなかで，
利益と不利益のバランスを考慮し，
集団にとっての利益を最大化

個人のレベルで，
利益と不利益のバランスを判断

例 ・市区町村の行う集団検診・個別検診
・職域検診 人間ドック

4

表1　我が国のがん検診

検診のみである 1）．現在子宮体がん，卵巣がんの
検診で死亡率低下のエビデンスはないため，健康
増進法に基づく一般住民を対象とした婦人科がん
検診では，子宮頸がん検診のみが実施されている
（表1，2）．
　一方，労働安全衛生法に基づく職域健診では，
サービスの一環として子宮頸がん検診が近年行わ
れている（表1，2）．
　この理由としては，厚生労働省の年次がん統計
で，20～50歳代では子宮頸がん・乳がんの発生
が多く，罹患率，死亡率とも他のがんに比し，職
域年齢での頻度が1，2位を占める現況に対応す
るためである（図1，2-1，2-2）1）．
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　また，就労状況をみても女性の割合が増えてい
るため，労働力確保またサービスとしての子宮頸
がん検診が健診施設で行われている．
　このように我が国では，2種類の異なる法律に
基づいて子宮頸がん検診が行われている．その検
診精度には差異があり，女性の健康を守る上で問
題であると厚生労働省も認識をし，2018年『職域

におけるがん検診に関するマニュアル』を発行し
ている 2）．
　人間ドックは本来任意健診であり，何の法律に
も基づいていないが，公益社団法人日本人間ドッ
ク学会および一般社団法人日本総合健診医学会が
積極的に普及を行い現在に至っている（表1，2）．
人間ドックで行う婦人科がん検診では，単に子宮

図2-1　年齢階級別罹患率・死亡率の推移（1）（文献1より引用）

図1　年齢階級別罹患率（全国推計値，対人口10万人）2014（文献1より引用）
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頸がん検診だけでなく，婦人科の良性疾患（子宮
筋腫，卵巣のう腫，内膜症など）あるいは，子宮
内膜病変（内膜ポリープ，内膜増殖症，内膜が
ん），卵巣境界悪性腫瘍，卵巣がんなどの悪性腫
瘍の診断の受診機会として，無症状の女性に提供
している．しかしながら，人間ドック検診を行う
ことで偽陽性や検診方法自体の限界に伴う過剰診
断の問題もいわれている．この点から検診は十分
な精度管理がなされた検査方法を用いることに健
診機関の長や医師，臨床検査技師，放射線技師，
事務員，保健師など，健診機関に働くすべての人
は気を配らなければならない．
　本稿では主に子宮頸がん検診の現状と，経腟式
超音波検査の婦人科がん検診での有用性について
論じるものである．

子宮頸がん検診
1． 子宮頸がん検診で現在用いられている検査法
について

　現在主流のスクリーニング検査法は，子宮頸部

擦過細胞診である．細胞診を用いての子宮頸がん
検診の精度管理は，図3で示すような手順で高精
度を保つシステムができている．具体的には，健
診機関でまず細胞診検体採取を行う．次いで細胞
診判定機関に細胞診検体を送付し，診断結果がベ
セスダシステムに基づいて結果判定報告がなされ
ている 3）．
　この手順における大きな問題は，細胞採取の点
である．欧米では，細胞診検体採取には医師で
あっても国家資格が必要な国（例えばオーストラ
リアなど）が存在する．一方我が国では，子宮頸
部の細胞採取は医師であれば可能であり，また，
産婦人科専門医の下での看護師の細胞採取も違法
ではないことが閣議で決定されている．したがっ
て我が国では，精度管理上最も重要な細胞採取に
対しての重要性すなわち診断に適した細胞を採取
する方法について，あまり注意が払われていない
のが現状である．
　一方細胞診の判定については，図3に示すよう
に，公益社団法人日本臨床細胞学会指導の下，細

図2-2　年齢階級別罹患率・死亡率の推移（2）（文献1より引用）
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胞検査士・細胞診専門医の診断精度管理，さらに
施設としての基準に合致した健診機関のみでの診断
がなされ，世界一流の診断精度が保たれている 3）．
　これにもかかわらず，前述のように我が国の若
年者では子宮頸がん罹患率の上昇と，死亡率の若
干増がみられている（図2-1，2-2）．この原因と
して報告されている主な因子は，①ヒトパピロー
マウイルス（Human Papilloma Virus: HPV）予防
ワクチンの接種率の低さ，②検診受診率の低下，
③不適切な細胞採取，④精度の低い自己採取細胞
診の使用，⑤精密検査の低い受診率等，といわれ
ている．これらのなかで健診機関での容易に改善
できる因子は③不適切な細胞採取，である．
　日本人間ドック学会のガイドラインでは，子宮
頸がん検診で細胞採取を直接行う人は産婦人科医
が推奨されている．その理由として，人間ドック
では子宮頸部細胞診のみならず婦人科疾患，例え
ば子宮筋腫・子宮体がん・卵巣腫瘍などを同時に
診断する必要があるからである．これらの診断を
行う上で経腟式超音波診断法（図4）が非常に有用
な診断法で，経腟式を扱える医師は産婦人科以外
では少ない現状がある．
　子宮頸部の細胞採取法については，2019年6月
に一般社団法人日本婦人科がん検診学会が主にな
り他の6学会すなわち，日本産科婦人科学会，日

本産婦人科医会，日本総合健診医学会，日本人間
ドック学会，日本婦人科腫瘍学会，日本臨床細胞
学会の7学会の後援の下に『子宮頸部細胞採取の
手引き』が発刊された 4）．我が国で初めての教本と
いっても過言ではない書である．各健診機関では
この教本を参考にして婦人科検診を行うべきであ
る．
　子宮頸部細胞採取の要点は，主に①腟鏡で子宮
腟部を確実に露出すること，②細胞採取を適切に
行える器具を用い，その使用法を正しく行うこ
と，細胞採取にはこれら2点が重要である．腟鏡
を用いて腟部を露出させることは容易ではなく，
疼痛を伴う例もあり，診察には慣れが必要であ
る．その理由は，図5が示すように，子宮の体位

LBC

Laboratory
Diagnostic ErrorSampling Error

図3　子宮頸がん検診における細胞診精度管理（文献3より改変）
LBC: Liquid Based Cytology.

図4　超音波装置経腟用プローベ
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により子宮腟部の位置関係が様々であることによ
る．容易に診察を行うためには，図6が示す様々
な大きさ・形状のクスコ腟鏡を用意しなければな
らない 4）．また，使用する腟鏡の大きさは，年齢・
性交経験の有無・妊娠や出産回数・経腟分娩回数
などの問診結果と，外性器（処女膜や腟口など）の
視診で選択しなければならない 4）．これには臨床
経験が必要であり，その点でも産婦人科医が適し

ている．
　我が国の産婦人科の医師数は1万人前後を推移
し多くはなく，健診機関では時に産婦人科医の不
足が起こっていることが知られている．日本人間
ドック学会では，数年前より女性のための健診・
予防医療のあり方検討委員会で，産婦人科医不足
の現状の調査が行われている．その結果，女性の
医師（産婦人科以外）が，産婦人科医の急な欠勤に

図5　腟鏡を開いても子宮腟部がみえない場合（文献4より引用）

図6　子宮腟部の露出（腟鏡の使い方）（文献4より引用）
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より婦人科検診を行わなくてはならない事例が確
認された．
　現在，産婦人科医の突然の欠勤に対して，各健
診機関では派遣業界からの医師による婦人科検診
がやむを得ず行われている．しかし，その医師の
検診技術の質は，管理されているわけではなく，
検診精度を保つ上で一つのネックとなっている．
日本人間ドック学会の委員会では，産婦人科医の
不足に対しての解決策を検討中であるが，まずは

『子宮頸部細胞採取の手引き』に基づいて検診を施
行することが当面の解決策である．
　子宮頸部よりの細胞採取を実施する医師は，子
宮頸がんの発癌機構とその好発部位を理解する必
要がある．子宮頸部前がん病変の好発部位である
子宮腟部のいわゆる移行帯（図7）から適切な採取
器具を用いて細胞を採取することが重要である 4）．
適切な採取器具の条件は，細胞診診断に十分な量
の細胞を得られることである 4）．図8に現在利用

図7　子宮頸がん検診で最も重要なのは移行帯を中心とした的確な細胞採取（文献4より引用）
SCJ: squamocolumnar junction.

SCJ
2 SCJ

SCJ
2 SCJ

図8　細胞採取器具とその特性（文献4より引用）
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されている様々な器具を示している．これら器具
の特徴については，前述の『子宮頸部細胞採取の
手引き』4）において，一括して解説されているの
で，是非一読していただきたい．
　このように多くの採取器具が存在する理由は，
子宮頸がんは腺癌（20～30％），扁平上皮癌（80～
90％）の割合で発生する点．また，近年では，細
胞をスライドグラスに直接塗抹する「直接塗抹法」
に加え，固定液中で採取器具を洗い，細胞を採取
する「Liquid Based Cytology（LBC）法」が普及して
いるため，多くの器具が提供されている 4）．
　診断精度上「LBC法」と「直接塗抹法」との比較が
なされ，LBC法は，より多くの細胞の採取が可能
で，検体不良に伴う細胞診断のやり直しが減るこ
とが確認されている．その1例を示すが，柏市の
子宮がん検診では，LBC法を導入することで10％
近くあった検体不良再検が1％弱まで減少した
（図9）．またLBC法では，前がん病変の異形成上
皮の診断率が上昇することも報告されている 4）．
　日本人間ドック学会においてもLBC法を推奨
しているので，各健診機関は是非LBC法の導入
を考えるべきである．LBC法の実際についても『子
宮頸部細胞採取の手引き』に詳細な記述があるの
でご参照をお願いし，本稿では割愛する．
　以上述べたように，たかが細胞採取といえど一

定の技量が必要であり，細胞採取の教育を受けた
医師による採取が精度管理上最も重要な因子であ
ることは肝に銘ずるべきである．
　この点に逆行する検査法として「自己採取細胞
診」が職域健診で未だに使用されている事実があ
る．図10は，平成28年度に神奈川県保健福祉局
保健医療部がん・疾病対策課が調査し，平成29
年4月に公表したデータを示している．神奈川県
の職域における子宮頸がん検診の検査法では，
10～13％の率で自己採取細胞診が行われている．
国内外の報告では，50％程度の偽陰性すなわち病
変の見落としが指摘されている．自己採取細胞診
を利用することは，健診機関の医療安全上の大き
なリスクになると同時に，人間ドックの使命であ
る受診者の健康を守ることに逸脱することになる
ので，その使用は全くすべきでない．日本人間
ドック学会・日本臨床細胞学会では，「子宮頸が
ん検診に自己採取細胞診を用いると偽陰性が多く
発生するため使用すべきでない」との勧告を出し
ている．2019年度版の『有効性評価に基づく子宮
頸がん検診ガイドライン』においては，子宮頸がん
検診に用いる細胞診は医師採取のみに限っている．
　では各健診機関で自己採取細胞診の使用は何故
なくならないのか考察してみると，自己採取細胞
診の利用は勧めなくても，ユーザーである各健康

図9　柏市個別検診不適正率の推移
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図10　事業所における子宮頸がん検診の検査方法
医師による細胞診採取75.3％，自己採取10.2％，医師によるHPV検査5.6％，
自己採取によるHPV検査1.8％．

保険組合からのオーダーが自己採取細胞診である
場合，施行せざるを得ないという実態がある．今
後各健康保険組合や共済組合への啓発活動が重要
であり，四者協議会を介した勧告，各健康保険組
合・共済組合へのパンフレットの配布，学術大会
での教育・普及講演など様々な方法で「自己採取
細胞診の危険性」を認識させる必要がある．
2． 子宮頸がん検診の診断法としてのHPV検査法
について

　従来子宮頸がん検診においては，HPV検査法
は厚生労働省の推奨がなく，医師採取細胞診単独
法（従来法，LBC法とも推奨）が唯一の認められた
スクリーニング法であった．2019年に国立がん
研究センターから発行された『有効性評価に基づ
く子宮頸がん検診ガイドライン』5）では，HPV検
査単独法と細胞診単独法（従来法・LBC法）とも推
奨グレードAとなった．ただし，両者とも医師採
取による診断法のみがグレードAであり，自己採
取法は認められていない．また，細胞診・HPV
検査併用法は，推奨グレードCである．感度・精
度とも高い両者を併用することにより，浸潤がん
の罹患率減少効果のエビデンスが示されている．
しかしながら有効性を評価した研究で得られた効
果は，HPV陽性者に対する長期の追跡を含む精
度管理体制の構築が前提であり，遵守できない場

合は効果が細胞診単独法を下回る可能性がある，
と報告されている 5）．
　また，細胞診単独法に比べて偽陽性がさらに上
昇し，1,000人あたりの偽陽性は101人増加し，
HPV単独法，細胞診単独法に比し最も偽陽性が
多く，受診者に不利益をもたらすため，ガイドラ
インでは，対策型検診・任意型検診として実施で
きる条件は，「細胞診はLBC法を原則とし，検体
は医師採取を原則とする．検診対象は30～60歳，
検診間隔は5年が望ましい」である 5）．
　前述のように細胞診単独法では，医師採取が精
度を維持する上で遵守されなければならない．
2019年版ガイドラインにおいて，HPV単独法を
用いる場合は，HPV陽性者に対する長期の追跡
を含む精度管理体制の構築が前提であり，追跡が
遵守できない場合は，効果が細胞診単独法を下回
る可能性があることを示している．この理由は，
細胞診単独法に比べてHPV単独法では偽陽性が
大幅に上昇し，1,000人あたりの偽陽性は42人増
加すると報告されている 5）．したがって，精度管
理を構築しないままHPV単独法で子宮頸がんス
クリーニングを行った場合，HPV陽性者（偽陽性
を含む）は心配で，健康保険取り扱い医療機関に
殺到する可能性がある．このときのもう一つの大
きな問題は，「HPV陽性のみ」の病名が健康保険
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対象病名ではない点である．現在厚生労働省で
は，HPV単独法の導入をどのようにすべきか検
討中であり，今は安易にHPV単独法を子宮頸が
ん検診に用いるべきではない．
　図10に示すように，神奈川県の職域での子宮
頸がん検診は，2019年版ガイドラインが出る以
前よりHPV単独法（医師採取による）5.6％，HPV
単独法（自己採取法）1.8％と少ないとはいえ，使
用されている事実がある．今後2019年版ガイド
ラインでHPV単独法が推奨されたことのみが広
がり，今回認められたのは医師採取のみであるこ
とが忘れられて使用の注意事項を理解しないで使
用される恐れがある．このため，日本人間ドック
学会の女性のための健診・予防医療のあり方検討
委員会では早急にHPV単独法使用についての勧
告を出す予定である．

経腟式超音波検査法の婦人科疾患（良性・
悪性とも）の有用性について
　職域や任意ドック検診では腹部超音波検査が主
に用いられていて，経腟式超音波の使用が現在認
められていない．しかしながら，健康保険取り扱
い医療機関では，婦人科一般診療において，子宮
および卵巣卵管の良悪性の診断に経腟式超音波診
断は腹部超音波検査法と同様に診察に用いること
が認められていて，婦人科で経腟式超音波機器を
用いない施設は皆無である．経腟式超音波診断は
卵巣の良悪性腫瘍の発見率が内診のみに比し3倍
感度がよく，また，腹部超音波診断に比べ，子宮
内膜病変（内膜ポリープ，内膜増殖症，内膜がん）
の診断は，経腟式が腹式に比し有意に優れてい
る 6-16）．図11-1～7に子宮内膜，図12-1～3に卵
巣腫瘍の経腟式超音波画像を示す．

図11-1　子宮留水症
閉経後内子宮口が閉鎖している． 図11-2　増殖期内膜

木の葉状にみえる．

図11-3　分泌期内膜
高輝度で均一．

図11-4　閉経後内膜
Midline（中央線）のみで薄い．
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図11-7　子宮内膜癌
内膜が肥厚し不均一．

図11-5　子宮内膜ポリープ
辺縁明瞭な高輝度部分．

図11-6　内膜増殖症
高輝度で均一．分泌期内膜と酷似．

図12-1　卵巣漿液性嚢胞性境界悪性腫瘍 図12-2　卵巣境界悪性漿液性嚢胞腺腫

　子宮頸がん検診受診者のほとんどは子宮頸が
ん，内膜がん（子宮体がん）の違いを知らないた
め，子宮がん検診を行えば，両がんともスクリー

ニングしてもらえるとの誤解がある．したがっ
て，子宮がん検診は頸がん検診のみを行っている
ことを文章で説明し，内膜がんの診断は経腟式超
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音波や内膜組織診断法を任意で希望しないと行え
ないことを，受診者に伝えるべきである．実体験
の例ではあるが，人間ドックで毎年子宮がん検診
を受けていた女性が，4期の進行期内膜がんで受
診された例があり，内膜病変や卵巣腫瘍を人間
ドックでスクリーニングするために，経腟式超音
波診断法を用いるべきである．子宮内膜や卵巣疾
患を積極的にスクリーニングするために，婦人科
医による経腟式超音波検査の導入は是非行うべき
である．経腟式超音波による卵巣腫瘍の頻度は，
東京都がん検診センターでの例を示すと，表3に
示すように卵巣癌は1万人あたり約3％弱，境界
悪性も約3％弱であり，発見率は高くない 17）．約
400倍付属器異常をひろうため，感度が低く，検

表3　卵巣検診超音波診断による卵巣検診

a：原発性卵巣癌3例，内膜癌の卵巣転移1例

診手段としては認められていない．しかし，多く
の婦人科疾患を発見できる点では人間ドックにお
いて有用である．

利益相反
　本総説の内容に関連しての申告はない．
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緒　言
　2008年から，高齢者の医療の確保に関する法
律に基づき，特定健康診査・特定保健指導制度が
開始された．特定健康診査では，メタボリックシ
ンドロームに焦点を当て，結果から受診者を階層
化（積極的支援，動機付け支援，情報提供）判定
し，対象者の持つリスクファクターを減らすこと
を目的にした特定保健指導が行われる 1）．
　特定保健指導では，積極的支援と動機付け支援
対象者に，初回に20分以上の個別面接を実施す
る．指導者に求められる資格は，医師・保健師・
管理栄養士などである．初回面接では，厚生労働
省「標準的な健診・保健指導プログラム」2）に従い，
生活習慣を振り返り，健診結果との関連性を確認
し，生活習慣病への理解に重点を置き，指導す
る．指導全体を通し，生活習慣改善への行動目標
を自らが立案できるように支援する．初回指導日
から6ヵ月間以上※にわたって継続的に支援し，改

特定保健指導実施率向上の取り組みと組織作り
辻本直美　田村拓也　小嶋麻美　宮田由加利　松村ゆかり 

山﨑理与　畑中亮二　岬 昇平　西川朋希

要　約
目的：当院における特定保健指導の取り組みと，組織体制の変化を振り返り，特定保健指導実施率
の向上策を検討した．
方法：2011～2018年度の特定保健指導実施率，初回面接実施率，継続支援完了率を算出した．組
織体制としての医療スタッフ数，保健師の力量形成などの取り組みを時系列でまとめ，特定保健指
導実施率，初回面接実施率，継続支援完了率との関連性を検討した．
結果：初回面接実施者数は2011年度357人（実施率54.1％）から2018年度2,309人（99.1％）に増
加した．継続支援完了率は2011年度20.2％から2018年度80.9％に増加した．保健師の入社年数
に応じた力量形成を行い，多職種連携を進めた．2014年から特定保健指導専従の事務担当者を置
いた．2017年度から産業保健活動を強化した．
結論：健診当日に行う初回面接の導入を起点に，2014年度以降，保健指導専従事務が継続支援者リ
ストを管理し，継続支援完了率が高まった．保健師の力量形成として，入社1年目の保健師に健診
業務を広く経験させることで，内部連携が円滑になった．産業保健活動により，企業と連携をとり
やすい保健師が増えた．保健師を中心とした組織作りにより，改善を続ける組織風土が醸成され，
特定保健指導実施率，初回面接実施率，継続支援完了率の向上につながる可能性が示唆された．

キーワード　特定保健指導，組織開発，保健師教育，産業保健

善への励ましや評価を行う（著者注※研究期間中の
2018年の制度改正にて3ヵ月間に変更となった）．
　我が国では，特定健診および特定保健指導の実
施率について，2022年度の全保険者の目標値を
70％以上，45％以上と設定・管理している 2）．し
かしながら，2017年度の全保険者における特定
健診の実施率は53.1％，特定保健指導の実施率
は19.5％であり，低い状況にあることが課題と
なっていた 3）．
　当院では，2011年に本格的に特定保健指導を
開始し，2020年で10年目になる．当初は，健診
事業の立上げと並行して特定保健指導体制を整え
る状況であったが，「生活習慣病の予防」を理念に
置き，保健指導を健診の項目の1つとして，自然
に業務のなかに取り入れることを狙い，組織作り
をしてきた．そのなかで力を発揮していったのが
看護業務もでき，予防医療の専門職である保健師
の存在であった．保健師を中心とした組織作りを
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していくことで，実施率も向上していった．組織
作りやキャリア形成などの業務改善と特定保健指
導実施率の推移との関係を検証した先行研究は少
なかった．そこで，本研究では，特定保健指導を
本格的に開始した2011年度から2018年度の8年
間の活動を振り返り，実施率と組織作りとの関連
性を時系列でまとめ，特定保健指導実施率の向上
策を検証した．

対象と方法
　2011～2018年度の各年度中に，当院で健康診
断を受診した者のうち，特定保健指導対象者数，
初回面接実施者数，継続支援完了者数を集計し
た．次に，初回面接実施者・継続支援完了者それ
ぞれにおける，積極的支援・動機付け支援の人数，
率を算出した．本研究では，特定保健指導実施率
をより詳細に検討するため，初回面接実施者数を
特定保健指導対象者数で除したものを初回面接実
施率，継続支援実施者数を初回面接実施者数で除
したものを継続支援完了率と定義した．特定保健
指導対象者は，特定健診における積極的支援，動
機付け支援に分類された．すべての対象者は，当
院と特定保健指導の契約を結んでいる健保組合の
受診者であった．2011～2018年度の8年間で，
医療スタッフの人数と職種の内訳，保健師の業務
範囲と力量形成のための教育内容や組織作りの工

夫を各年で照らし合わせ，具体的に活動や教育体
制がいかにして実施率向上に結び付いたかを振り
返った．以下，（1）特定保健指導実施率，初回面
接実施率，継続支援完了率，（2）特定保健指導の
スタッフ体制，（3）特定保健指導の取り組み，（4）
保健師の力量形成に分けて詳述した．これらをア
クションチェックリストにまとめた．
統計処理
　特定保健指導実施率，初回面接実施率，継続支
援完了率それぞれについて，サンプル数重み付き
線形回帰分析し，相関係数rとslopeのp値を求め
た．統計処理にはSPSS Statistics ver. 26.（日本ア
イ・ビー・エム，東京）を使用し，有意水準は5％
未満とした．

結　果
（1） 特定保健指導実施率，初回面接実施率，継続

支援完了率
　表1に，当院での特定保健指導実施状況を示し
た．8年間で特定保健指導の対象者数は，健診受
診者数の増加に伴い，660人（2011年度）から2,330
人（2018年度）と，3.53倍に増加した．初年度の
初回面接実施率は54.1％であったが，2014年度
には90.4％，2018年度には99.1％となった．継
続支援完了率においては，2011年度は20.2％で
あった．徐々に増加し，2018年度には80.9％と

表1　特定保健指導実施状況
年　度 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

　健康診断受診者数（人） 14711 16602 20072 26036 28366 30985 33965 34616
　特定保健指導対象者数（人） 660 917 1159 1216 1554 1852 2092 2330
　特定保健指導実施率（％） 10.9 33.5 42.7 68.0 68.7 81.4 84.7 80.2

初回面接
実施者数（人） 357 665 955 1060 1416 1778 2065 2309
積極的支援（人） 236 474 649 699 958 1149 1313 1412
動機付け支援（人） 121 191 306 361 458 629 752 897

　初回面接実施率（％） 54.1 72.5 82.4 87.2 91.1 96.0 98.7 99.1

継続支援
実施者数（人） 72 307 495 827 1068 1507 1772 1869
積極的支援（人） 50 141 303 469 614 882 1044 1017
動機付け支援（人） 22 166 192 358 454 625 728 852

　継続支援完了率（％） 20.2 46.2 51.8 78.0 75.4 84.8 85.8 80.9

完了率
内訳

積極的支援（％） 21.1 29.7 46.7 67.1 64.1 76.8 79.5 72.0
動機付け支援（％） 18.2 86.9 62.7 99.2 99.1 99.4 96.8 95.0

特定保健指導実施率　＝　継続支援完了者数÷特定保健指導対象者数
初回面接実施率　＝　初回面接実施者数÷特定保健指導対象者数
継続支援完了率　＝　継続支援実施者数÷初回面接実施者数
2011年度から2018年度までの健康診断受診者数，特定保健指導対象者数，初回面接，継続支援の人数，比率の内訳を記載した．
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なった．経年的に，特定保健指導実施率は有意に
増加傾向にあった（r＝0.913, p＝0.002）．初回
面接実施率も有意に増加し（r＝0.907, p＝0.002），
継続支援完了率も有意に増加していた（r＝0.768, 
p＝0.026）．継続支援の内訳では，積極的支援の
完了率が2017年度は79.5％となったが，2018年
度には72.0％に低下していた．
（2）特定保健指導のスタッフ体制
　特定保健指導の実施体制を経時的にまとめた．
図1に，体制における職種ごとの人数を月別に示
した．初年度の立上げの際には，「初回面接を当
日に実施することを当たり前に行うこと」を定着
するための業務を行った．スタッフ体制について
は当初は保健師1名で開始した．保健師は，関係
する全スタッフの教育を担った．組織の協力を得
ることを優先的に注力した．2012年には保健師2
名を新たに採用した．その後，常勤保健師がメン
ターとなり，指導対象者の増加に対応すべく，保
健師の人数を増やした．保健師の採用15名のう
ち，家庭の事情を理由に離職した1名と，他地域

の保健師体制の立ち上げ業務のための転勤1名以
外，雇用継続していた．表2に，経年の実施率と
完了率を併記し，年度ごとに築いた体制を示した．
（3）特定保健指導の取り組み
　以下，【初回面接】と【継続支援】に分けて詳述す
る．
【初回面接】
　当初，対象者からは，「指導のために忙しい中
で健診と別日に時間を確保することが難しい」と
いう理由が多く聞かれた．検査室へ依頼し，当日
採血結果が出せるよう改善した．対象者へ，保健
指導の必要性と当日実施によるメリットなどを説
明し，指導を受けるために当日に時間を割くこと
への同意を促した．初回面接の工夫として①健診
当日の機会を逃さないこと，②組織全体で保健指
導に取り組むこと，③受診者が抵抗なく保健指導
を受けられること，の3つに注力した．組織内で，
医療スタッフの理解を得ることと，全員が協力す
るよう働きかけを行った．具体的には，当日指導
の運用マニュアル（表3）を作成し，健診受診者と

図1　スタッフの人数
2011年1月から2017年12月における特定保健指導にかかわるスタッフの人数の推移を職種，雇用形態ごとに月別集計した．
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接点を持つ各セクションに特定保健指導の明確な
役割を持たせた．定期的に特定保健指導について
の理解を深める内容の勉強会を実施した．例えば
受付は，対象者の食事時間の調整等により待ち時
間を短縮し，事前のアンケート記載等，初回面接
前の時間を有効活用した．次に身体測定係では，
身長体重測定時に第一スクリーニングとして腹
囲・BMIの基準値を超える者のカルテにレッド
カードを挿入した．レッドカードが入ったカルテ
を持つ受診者を採血から先に回すようにした．採
血結果が出るまで約40分を要するため，待ち時
間を理由に指導を受けなくなるのを防ぐことが目
的であった．問診には保健師のみではなく，看護
職もかかわっており，レッドカード対象者に必ず
生活習慣の変化等を聞き取り，「採血結果を至急
で出すので，結果を聞いていってほしい」旨を伝
えた．受診者にとって受け入れやすい表現で指導

のための同意説明を誘導した．高血圧，糖尿病，
脂質異常症にて内服中の対象者の確認を行い，
レッドカードを抜き，指導対象候補から除外する
ことで，当日の階層化判定を効率化した．対象者
を見込む工夫として，当日の予定表に過去2年分
の保健指導対象者と階層化判定が載るようにし，
過去の対象者の継続支援状況や行動目標，取り組
み内容などを準備した．事前準備により，当日情
報と合わせてより効率的に特定保健指導が実施で
きた．
【継続支援】
　当院は職域健診がメインであるために，継続支
援では企業担当者との連携を目指した．企業単位
の継続支援完了率が低い企業には，職場訪問を実
施した．定期的に安全衛生委員会や職場巡視の訪
問がある場合は，職場での継続支援面接を取り入
れた．電話支援に関しては，電話がつながらない

表2　特定保健指導の取り組みと体制

年度
常勤
保健師
（人）

非常勤
保健師
（人）

医療
スタッフ
（人）

特定保健
指導実施率
（％）

取り組み 初回面接体制
初回面接
実施率
（％）

継続支援体制
継続支援
完了率
（％）

2011 1 0 2 10.9 健診当日初回面
接実施開始

保健師1名が中心となって，
健診当日に初回面接ができる
ようにする．
組織全体で保健指導が当日で
きるように協力を得る．

54.1

各企業担当者と連絡を取り，
企業に協力をしてもらう．継
続支援の電話時間を勤務時間
外で受け付け．

20.2

2012 3 1 4 33.5 保健指導専用シ
ステム導入

保健師を2名採用し ,育成す
る．当日初回面接するための
運用方法の確立．

72.5

継続支援に専属の非常勤保健
師を雇う．継続支援電話の場
合は時間・優先順位等を明確
にする．

46.2

2013 3 2 7 42.7
継続支援面接に
て来院されると
食事を提供

2名の保健師がメンターとし
て活躍
当日確実に行えるよう各セク
ションでの役割が明確になる．

82.4

非常勤1名追加雇用し，電話
支援を充実させた．
産業保健訪問の際に面接の機
会を得た．

51.8

2014 4 2 9 68.0

継続支援面接の
来院にて，内臓
脂肪CTと採血を
無料で追加

特定保健指導専属事務の導入．
保健師が支援に集中できるよ
うになる．

87.2

特定保健指導専属事務が担当
者配属．産業保健，巡回健
診，訪問予防接種時に継続支
援を実施．
継続支援のタイミングを見え
る化する．

78.0

2015 4 2 10 68.7
対象者の増加に
伴い，システム
変更

保健師ミーティング開始．毎
日の保健指導の事例検討会を
15～30分実施．

91.1

常勤保健師がメンターとして
継続支援を進捗管理し，専属
事務に継続支援の対象者の抽
出を依頼し，見える化する．

75.4

2016 4 4 21 81.4

保健指導コース
の充実
運動面強化のた
め理学療法士介
入

メンター保健師が常勤保健師
を教育．保健師が全体へ保健
指導の業務を徹底する．

96.0

常勤保健師がメンターとして
初回面接と継続支援の運用を
管理．
1週間分の継続支援を見える
化，担当保健師が責任を持つ．

84.8

2017 6 5 32 84.7 面接コースの充
実

4名の常勤保健師が中心とな
り運用．常勤保健師を増やし
運用をカバーする．

98.7

4名の常勤保健師が中心とな
り運用．常勤保健師を増やし
運用をカバー，担当企業ごと
に保健指導実施率を競う．

85.8

2018 8 5 39 80.2 体組成計を用い
た評価導入

保健師の常勤・非常勤ともに
増員にて，特定保健指導の教
育を強化．

99.1 常勤・非常勤ともに増員にて，
継続支援の教育を強化． 80.9

2011年度から2018年度までの特定保健指導にかかわる保健師と医療スタッフの数と取り組み，指導体制を初回面接と継続支援に分け，実施率
と完了率を併記した．
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ケースが多かったため，通話可能な電話番号の優
先順位をつけて聞いたり，必ずつながる時間帯や
曜日を確認したり，対象者にかかってくる電話番
号をその場で電話帳登録してもらった．継続支援
の工夫としては①初回面接はコミュニケーション
を重要視すること，②担当スタッフが相互に連携
すること，③保健指導と産業保健活動に関係を持
たせること，の3つに注力した．保健指導対象者
数が増え，継続支援対象数が増加したため，支援
タイミングの管理が難しい状況になり，2014年
度に保健指導の専従事務担当者を設置した．専従
事務は，対象者リストを作成し，管理した．常勤
保健師は健診業務を兼務しており，継続支援のた
めの電話のタイミングが合わないことが増えたた
め，継続支援担当の非常勤保健師を採用した．専
従事務が継続支援のタイミングを把握し，リスト
管理することにより，各保健師が巡回健診や企業
訪問の機会に特定保健指導を誘導しやすくなっ

た．各指導担当者の1週間ごとの継続支援一覧表
を作成し，支援状況を把握できるようにした．常
勤のメンター保健師は，継続支援の進捗状況を指
導担当保健師や企業担当保健師と共有し，専従事
務へ支援依頼をかけるなどの管理を行っていた．
2017年度からは，産業保健活動を強化すること
で，企業ごとに特定保健指導の実施率を確認し，
企業担当保健師が責任を持って管理できるように
なった．
（4）保健師の力量形成
　図2に，当院が行う予防医療事業での保健師業
務を示した．表4の入社年数と業務内容に示すよ
うに，当院では，保健師が予防医療業務を広く担
当できるように教育していた．入社1年間は，す
べての業務を幅広く経験していた．当院の業務の
基本は，資格所有により実施可能な業務を網羅的
に実践することを重視している．保健師だけでは
なく，看護師や臨床検査技師等も，幅広い業務の

表3　当日特定保健指導を実施するためのマニュアル
前日 内　　容 職種

事前準備

↓

↓

↓

①過去2回分の階層化判定を記載した受診者リストを確認し，見込み対象者の把握を行う． 事務
保健師

②見込み対象者に関しては，事前の保健指導記録を準備しておく． 事務
保健師

③前年が完了者の場合の指導記録や，途中終了者の場合の中断理由等を把握しておく． 事務
保健師

当日 内　　容 職種
健康診断時

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

①身体測定を健診項目の順番の1番に行う．
　腹囲とBMIが基準値以上になった場合は，レッドカードをカルテに挿入する．

検査補助
准看護師

② レッドカードが挿入された方は2番目に必ず採血を実施する．血糖・血圧・脂質異常症で内服中の場合はレッ
ドカードを外す．契約健保や年齢やコース等を確認し対象を絞る．

看護師
保健師

③見込み対象者について保健指導用紙に採血時間を記載し，検査室へ至急で採血依頼をする． 看護師
保健師

④30～40分で採血結果が得られ，検査室から健診センターへデータを届ける． 検査技師

⑤ 各検査を実施する．まれにレッドカード未挿入で問診時に気づかないケースがあるため，各セクションで確
認する．腹囲・BMI・対象健保・年齢などの情報から，レッドカードが入っていないものの対象の可能性が
ある場合，保健師へ報告し，採血を至急で依頼する．

検査技師
放射線技師
検査補助
准看護師など

⑥困難事例などは，医師診察前に相談し，保健指導を受けるよう伝えてもらう． 医師
⑦待ち時間調整のため，飲料や食事を面接前に摂ってもらう等，配慮する． 受付

初回面接時

↓

↓

↓

↓

↓

↓

①対象者を呼び出し，採血結果を参考に保健指導を実施する旨を伝え，面接室に誘導する．

保健師

② 指導者から対象者へ自己紹介を行う．コミュニケーションを重視し，名前を対象者に覚えてもらうようにする．
③対象者本人の生活の振り返りを行い，検査結果との関連性を伝える．
④自ら問題点に気づけるように導き，身近で無理なくできる行動目標の設定を具体的に行う．
⑤ 継続支援の期間やコースの説明．ライフスタイルに合わせた連絡の取り方等を把握する．電話支援の場合
は，2つ以上の電話番号と，通話可能な時間帯を聞き取る．

⑥特別な支援が必要な場合として，運動や食事が中心のプランの対応を行う．
健康運動指導士
管理栄養士
（病院所属）

⑦データの悪化が著しく，指導者の受診勧奨に理解が得られない対象者の場合，重ねて受診勧奨を行う． 医師

当日の特定保健指導を実施するための内容を事前準備・健康診断時・初回面接時に分けて役割と担当職種を記載した．
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表4　入社年数と業務内容

業務名 業務内容 入社1年 ～2年 ～3年 3年～
（選択例1）

3年～
（選択例2）

健診事業
健診業務 問診・採血・検査介助（内視鏡含）など ◎ 〇 △ △ △
結果説明 健診結果に基づく生活指導 ◎ 〇 △ △ △

訪問事業
巡回健診 問診・採血・検査介助など ◎ 〇 △ △ △
訪問予防接種 インフルエンザなど各種予防接種介助 ◎ 〇 △ △ △

産業保健活動
職場巡視 産業医の職場巡視の同行など ◎ ◎ ◎ 〇 ◎
安全衛生委員会 産業医とともに参加 ◎ ◎ ◎ 〇 ◎
健康相談・教育 個別面談・集団健康指導など ◎ ◎ ◎ 〇 ◎

フォローアップ
保健指導 特定保健指導など ◎ ◎ ◎ ◎ 〇
受診勧奨 至急対応・電話対応など ◎ ◎ ◎ ◎ 〇

◎必ず業務を行う．　〇どれかの業務を行う．　△人員不足時に業務を行う．
活動ごとに保健師が行う業務内容と，入社年数ごとに経験する内容をまとめた．
経験と能力に応じて管理業務の割合が高まる．3年目以降は柔軟に選択する．

図2　当院が行う予防医療に関する保健師業務
当院予防医療推進室における保健師業務を活動ごとに分類した．

図3　保健師中心の連携体制
特定保健指導にかかわるスタッフの職種と，保健師を中心にした連携をモデル図で説明した．



26 ( 558 ) 人間ドック　Vol.35  No.4  2020年

経験・実践を重視していた．図3に，特定保健指
導における保健師中心の連携体制を示した．特定
保健指導においては保健師が多職種の中心となっ
て業務を行い，情報を発信し，業務への理解や協
力を得ていた．当院の健診は暦通りの勤務で夜勤
はない．女性スタッフは子育て中の母親が8割以
上を占めているが，急な休みの対応にも業務のす
べてを経験しているために柔軟に対応できた．
個々の力量形成においては，現場での知識や技術
を身に着けたうえで，「保健指導の中心は保健師」，
つまり，「自分たちが中心」に行うという主体性の
意識付けを行うことで，自覚を持って各々が活動
していた．毎日，特定保健指導ミーティングを実
施し，その日に経験した事例検討を行うことで，

新人保健師がベテラン保健師の意見や考え方を身
近に触れることができ，問題点を共有し，疑問や
問題を調べたり勉強したりするハードルを下げる
ことができた．
　これらの8年間に行った取り組みをアクション
チェックリストとしてまとめた（表5）．

考　察
　2017年度の特定保健指導実施率は84.7％，初
回面接実施率は98.7％，継続支援完了率は
85.8％であり，同年度の全国平均19.5％と比較
し，実施率は高かった 3）．厚生労働省が公表する
各自治体の実施率からは，都市規模が大きくなる
につれ，特定保健指導実施率が低下する傾向に

表5　特定保健指導実施率向上のためのアクションチェックリスト

分類 アクション項目
検討しますか（ ）
はい　いいえ　優先

スタッフ体制

1・健診当日の特定保健指導マニュアルを全スタッフが理解する．
2・健診当日に初回面接が実施できるように各職種が連携する．
3・保健指導事務の専従者がいる．
4・保健指導の進捗状況を確認をする指導者（メンター）がいる．
5・産業保健スタッフと協力して継続支援を実施する．

初回面接

1・当日保健指導ができるような運用．（レッドカードの活用）
2・当日に至急で血液検査結果が出せる．
3・待ち時間に考慮して健診を行う．
4・受診者に受け入れやすい表現で保健指導の誘導をする．
5・問診時に服薬の確認など保健指導前の確認をする．
6・過去の保健指導内容や健診結果を経年的情報を準備する．

継続支援

1・初回面接でのコミュニケーションを重視し，信頼関係を得る．
2・電話番号に優先順位を付け，連絡可能日時を明確にする．
3・産業保健活動時に継続支援の機会を作る．
4・専従事務が継続支援のタイミングをリスト化する．
5・指導担当保健師と企業担当保健師が連携をする．
6・指導担当保健師の1週間ごとの継続支援一覧表を作成する．

力量形成

1・予防医療業務のすべての現場を体験する．
2・特定保健指導専従事務を設置する．
3・毎日のミーティングで事例検討会を実施する．
4・定期的なミーティングで保健指導の充実を図る機会を作る．
5・保健指導内容を多職種と共有する．

【特定保健指導実施率向上のためのアクションチェックリストについて】
このアクションチェックリストは，本研究で紹介した取り組みから実施率向上に役立つヒントとなる項目を4分類5～6項目
ずつ選定したものです．各ヒントについて検討するかどうか議論を行うためのものです．
【チェックの手順】－アクションチェックリストの具体的な使い方について－

1．各アクション項目について次のように記入します．
　（ア）その内容が今後検討すべき場合は「はい」にレ点をつけてください．
　　　（すでに行われている場合は，さらに検討が必要と考えられるならば，「はい」にレ点をつけてください．）
　（イ）その内容が検討不要で現状のままでよい場合は「いいえ」にレ点をつけてください．
　（ウ） すべての項目にチェックし終えたら，「はい」にチェックのついた一つひとつの項目について，その内容を優先して取

り組んだ方がよいものに，「優先」にレ点をつけてください．
　　　（「優先」の項目数に上限はありません．）
2．この結果は，保健指導機関の優先課題の洗い出しに使われることを目標にしています．

本研究で紹介した取り組みを4分類，各分類5～6項目ずつ選定した内容をアクションチェックリストとしてまとめた．
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あった 4）．指導対象者数が増えることで，適切な
タイミングを把握し，確実に指導する体制が整備
できず，目標管理が難しくなっている状況が推測
された．当院では，事業拡大に伴う健診受診者
数・指導対象者数の増加に対し，特定保健指導の
専従事務担当者を設置することで，効率的に保健
師を支援できたものと考えられた．また，メンター
の保健師が進捗状況を管理したり，毎日の事例検
討会を中心とした定期ミーティングを行ったりす
る取り組みにより，指導担当者に問題を抱えさせ
ない環境があった．産業保健活動とのつながりを
強化することで，次第に担当保健師が進捗状況を
管理できるようになっていった．このように，保
健師中心の組織作りをすることが，実施率の向上
に役立ったものと考えられた．
　当初，一人の保健師が健診当日に行う特定保健
指導の取り組みを始めたところから，その保健師
がスタッフ全体に教育する役割を担うことで，「初
回面接を健診当日に実施することを当たり前に」
を目標として健診スタッフに浸透させることがで
きた．一貫した理念や目標の共有により，業務改
善を続ける組織風土が醸成され，3年で初回面接
実施率を90.4％まで高めることができた．具体
的な取り組みとして，健診当日指導のための検査
待ち時間の改善，レッドカード運用，待ち時間の
活用などの改善策が実行された．2014年以降は，
専従事務が継続支援者リストを管理し，適時の促
しをすることで継続支援完了率がさらに高まっ
た．年々指導件数が拡大するにつれ，理学療法
士，健康運動指導士など関係するスタッフの職種
を広げることで，検査等との接点を持つことがさ
らに増えた．単に体制作りで保健師を中心に職種
を増やすのではなく，入社から計画的に力量形成
された保健師を通し，セクション間，スタッフ間
のつながりを作ることで，保健指導の重要性を共
有できたと考えられた．
　厚生労働省資料 5）から，保健師が従事している
事業場においては，97.5％の事業場で保健指導を
実施しており，五十嵐ら 6）の報告から，産業保健
師は，保健指導を92.9％の保健師の業務として
行っていると答えていた．当院でも産業保健活動

の機会を活用した訪問指導を取り入れ，産業保健
活動の一環として特定保健指導を行うことについ
て，企業担当者の理解を促した．衛生委員会など
で，健診当日に指導を受けられることを周知し，
初回面接実施におけるコミュニケーションが円滑
になった．初回面接時に健診現場で会った保健師
が，産業保健活動での職場訪問時に継続支援を行
う事例が増えていった．健康保険組合と保健指導
機関の2者間だけでなく，企業の介在により，健
診当日に行う保健指導の勧奨や，後日の継続支援
の訪問調整等が容易になったと考えられた．2018
年度に継続支援完了率が80.9％に低下した要因
として，和田ら 7）の報告から，指導経験年数，保
健指導担当人数が自信を持って特定保健指導を行
うことに関連しており，スタッフが急速に増えた
ことにより，指導者による完了率のばらつきが生
じたためと考えられた．
　これらの組織作り，風土を醸成する教育の仕組
みとして，入社年次に応じた保健師の力量形成を
計画的に実行していた．経験の浅い時期に幅広い
業務を経験することで，特定保健指導以外の業務
への理解，スタッフ間の交流がしやすくなり，柔
軟な改善提案ができる組織風土作りに成功したと
考えられた．入社1年目に幅広い業務を通じて，
各セクションとの接点を持ち，多数のスタッフと
接触機会を持つことで，潜在記憶現象としての単
純接触効果が生じ 8），長期的に持続する相互にポ
ジティブな信頼関係の下地が構築されたと考えら
れた．また，毎日定期的にミーティングを行った
こと，メンター制を導入したこと，理念・目標の
共有を行ったことから，職場の心理的安全性が高
まったと考えられた 9,10）．保健師を中心に組織内
に改善提案・実践における心理的安全性が担保さ
れていき，スタッフ間連携におけるコミュニケー
ションコストに代表される取引コストが下がり 10），
内外の連携施策が功を奏したと考えられた．保健
師自身にとっても，業務を通して多職種と接点が
できることで，入社早期からキャリアに関する視
野が広がり，自他の業務調整における柔軟性が増
した．その結果，離職数も少なく，雇用が定着し
ていた．2018年度における女性スタッフの8割以
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上が子育て中の母親であり，子育て中の母親に
とっても働きやすく，両立できる職場環境が形成
されたと考えられた．
　対象者は，当院と特定保健指導の契約を結んで
いる健保組合に加入する受診者であり，ほとんど
が勤労者に限られていた．当院単独の検討であ
り，対象者の加入健保は被用者健保に限られてい
た．山門 11）の報告から，被用者保険の被保険者の
ほうが市町村国保と比べ健診当日の保健指導（初
回面接）を受ける割合が高く，特定健診・保健指
導を人間ドック健診として受診している実態があ
り，人間ドック健診の推奨との関連性も考えられ
た．各種取り組みは，継続したものに限られた内
容であり，期間中に止めた内容の一部は検証に含
まれていないものの，同様の医療機関において，
特定保健指導の実施率を向上させる方法の参考と
して，本研究で扱った取り組みをまとめた表5の
アクションチェックリストの活用等が有効と考え
られた．本研究は，実施率の向上のみに限定した
検討であり，肯定的な理由による途中終了の評価
を含めた保健指導全体の質の評価を行っていな
い．要医療と判定された対象者には受診勧奨を中
心とした保健指導を行っており，補足的に2015～
2018年度途中終了者の理由を調べたところ，途
中終了のうち少なくとも約17％が医療機関を受
診し，内服開始となったことを理由としていた．
吉田ら 12）の報告によると，被投薬者も特定保健指
導対象者に含めることが望ましく，沖島ら 13）の報
告によると，行動変容ステージにより特定保健指
導の効果は異なる．今後，対象に途中終了者を含
めた検証や，行動変容ステージと途中終了の理由
の関係等の視点で，保健指導の質についての検証
が求められる．

結　語
　健診当日に行う初回面接の導入を起点に，特定
保健指導専従事務の設置，計画的な力量形成と保

健師中心の組織作りを行ったことで，実施率向上
につながった可能性が示唆された．

利益相反
　本研究についての利益相反はない．
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Initiatives of a Public Health Nurse-centered Organization to Improve  
the Implementation Rate of the Specific Health Guidance

Naomi Tsujimoto, Takuya Tamura, Asami Oshima, Yukari Miyata, Yukari Matsumura,  
Riyo Yamasaki, Ryoji Hatanaka, Shohei Misaki, Tomoki Nishikawa

Preventive Healthcare, Sakurajyuji Group

Abstract

Objective: We investigated initiatives to improve the implementation rate of specific health 
guidance and their consequences.
Methods: We described the number of initial interview guidelines and the Health Guid-
ance program’s continuous support from April 2011 to March 2018, and the annual im-
plementation rate. We summarized the transition of numbers of the medical staff and the 
process improvement and organization development initiatives in chronological order for 
the same period.
Results: First, interviews were continued to increase from 357 in 2011 (54.0%) to 2,309 in 
2018 (99.1%). The completion rate for continuation support increased from 20.1% in 2011 
to 80.9% in 2018. We have systematically built the competence of the public health nurse 
over the years since joining the team. All the public health nurses experienced wide-rang-
ing efforts in the health check-up center in the first year. A clerk in charge of specific health 
guidance was assigned in 2014. Since 2017, occupational safety, health activities, and health 
guidance have been conducted in the workplace.
Conclusions: The implementation rate improved steadily due to ingenuity. Our com-
petence formations made it possible to cooperate with other staff members smoothly. 
Through OSH activities, we introduced the health guidance programs in workplaces. It was 
suggested that the public health nurse-centered organization fostered a culture of solving 
their problems with others and achieved high goals efficiently.

Keywords: Specific Health Guidance, organization development, public health nurse edu-
cation, occupational safety and health activities
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緒　言
　非乳頭部十二指腸上皮性腫瘍（non-ampullary 
duodenal epithelial tumor: NADET）は，上部消化
管全体のスクリーニングや，胃や食道の病変の検
索・精査が主目的で行った上部消化管内視鏡検査
（esophagogastroduodenoscopy: EGD）の際に偶然
見つかることが大半である．健診目的のEGDに
おける十二指腸腺腫の発見頻度は0.027％ 1），健
診以外のルーチンのEGDでは十二指腸腺腫と早
期がんを合わせても0.056％ 2）と報告されている．
　近年，十二指腸の上皮性腫瘍は増加傾向である
と報告されている 3-5）．しかしながら疾患頻度が
かなり低いため，その病態には不明な点が多い．
微小腺腫の段階から，粘膜癌，そして浸潤癌に
なっていく時間経過は明らかでなく，どのくらい

健診受診者における 
非乳頭部十二指腸上皮性腫瘍の臨床的特徴

久禮 泉 1）　今田祐子 1）　菅原悦子 1）　森元宏樹 1） 
小谷 芳 1）　水窪由美子 1）　川北かおり 1）　渡辺直也 1） 
北村泰明 2）　阿南隆洋 2）　渡辺明彦 2）　藤田 剛 1）

要　約
目的：上部消化管内視鏡検査（esophagogastroduodenoscopy: EGD）を受けた健診受診者において発
見される非乳頭部十二指腸上皮性腫瘍（non-ampullary duodenal epithelial tumor: NADET）の頻度，
臨床的特徴を明らかにすることを目的とした．
方法：2016～2018年の3年間に淀川キリスト教病院 健康管理増進センターで実施した健診目的の
EGD 32,542件のうち，病理組織学的にNADETと診断された症例を対象に，健診および電子カル
テ情報を後ろ向きに調査した．
結果：NADETは20症例・20病変で発見頻度は0.061％であり，男女比は13：7，平均年齢56.2 ±
11.4歳（35～79歳）だった．内視鏡的特徴については10mm以下の比較的小さな病変が多く
（75.0％，15/20例），肉眼型はⅡaが11例（55.0％）と過半数を占めた．色調は全体もしくは辺縁が
白色調を呈する病変が多かった（75.0％，15/20例）．治療については13例が内視鏡的切除を，1例
が外科的治療を受けた．内視鏡的切除の1例と外科的治療の1例が，切除標本により粘膜癌と診断
された．
結論：NADETの発見頻度は0.061％で，うち10.0％（2/20例）は粘膜癌であった．健診目的のEGD
でも可能な限り十二指腸下行部まで観察し，小病変の段階で発見することが重要と考えられた．

キーワード　健診上部消化管内視鏡検査，非乳頭部十二指腸上皮性腫瘍，臨床的特徴

の期間，発見が遅れたり無治療で放置すると内視
鏡的切除が困難な段階まで進行するかは分かって
いない．小腺腫は治療せず経過観察でよいという
意見もあるが，直径が大きいものや高異型度腺腫
はがんになるリスクが高く 6），小さい病変のうち
に治療すべきという考えが多い．
　本研究では，健診目的のEGDにおいて発見さ
れるNADETの実態を明らかにすることを目的と
した．

対象と方法
　2016年1月から2018年12月までの3年間の当
センターにおける健診目的のEGD 32,542件（男性
18,468名，女性14,074名，年齢19～92歳，平
均年齢54.06±10.8歳）を対象に，病理組織学的
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にNADETと診断された症例を抽出した．
　対象の臨床的特徴については，健診受診時に
行った自己記入式問診票調査データを含む健診
データを用いた．NADET群の内視鏡的特徴およ
び臨床経過は，電子カルテにおいて後ろ向きに調
査した．萎縮性胃炎の診断は内視鏡的に行い，木
村・竹本分類において萎縮粘膜の広がりがC-2以
上のものを内視鏡的萎縮性胃炎とした．
　NADET群とそれ以外の群（対照群）における臨
床的特徴の統計学的比較は，年齢については t検
定を，年齢以外の項目についてはカイ二乗検定ま
たはフィッシャーの正確検定を用いて行った．ま
た，年別のNADET発見率および内視鏡医別の
NADETの発見率の統計学的比較は，フィッシャー
の正確検定により行った．統計解析ソフトはR 
version 3.5.0およびExcel 2016を用いた．
　調査期間における内視鏡システムはAdvancia 
HD，経鼻スコープはEG-580NW2（ともに富士
フイルム，東京）を用いた．鎮静薬は使用せず，
挿入経路は受診者の希望をふまえて経鼻と経口の
いずれかを選択した．内視鏡撮影枚数は日本消化
器がん検診学会の胃内視鏡検診マニュアルに則っ
て食道・胃・十二指腸を合わせて30～40枚程度
を基本としたが，内視鏡医の判断に委ねた．画像
強調イメージ（Flexible spectral Imaging Color 
Enhancement: FICE），インジゴカルミン散布は
内視鏡医の判断で適宜実施した．
　また，本研究は，淀川キリスト教病院倫理審査
委員会の承認を受けて実施した（承認番号2019-
074）．

結　果
頻度，臨床的特徴
　当センターの健診目的のEGDで発見された
NADETは20症例・20病変，発見頻度0.061％で，
男性13例（43～79歳），女性7例（35～71歳），平
均年齢は56.2±11.4歳であった．
　NADET群（n＝20）と対照群（n＝32,522）の2
群における，性別（男性），年齢，年齢構成（49歳
以下，50～69歳，70歳以上の3つの年代層に分
類），肥満（BMI25以上），喫煙，飲酒，内視鏡的

萎縮性胃炎なしといった臨床的特徴を表1に示し
た．
　性別はNADET群で男性が65.0％（13/20）と多
かったが，対照群との間で統計学的に有意差はみ
られなかった（p＝0.639）．平均年齢はNADET群
が56.2±11.4歳，対照群が54.1±10.8歳であり，
NADET群がやや高かったが，統計学的に有意差
はみられなかった（p＝0.374）．年齢構成について
は，70歳以上の比率がNADET群で20.0％（4/20），
対照群で8.5％（2,761/32,522）と，NADET群で
高齢者の比率が高かったが，統計学的には有意差
を認めなかった（p＝0.115）．肥満，喫煙，飲酒
のいずれにおいても有意差はみられなかった．内
視鏡的に萎縮性胃炎を認めない者はNADET群で
70.0％（14/20），対照群で64.8％（21,081/32,522）
であり，やはり有意差はみられなかった（p＝
0.629）．
内視鏡的特徴
　表2は，NADET群20症例の一覧である．病変
の部位はすべて十二指腸下行部であった．下行部
のなかでVater乳頭より口側が9例，肛門側が11
例とほぼ同数であった．壁在性については，内壁
4例，外壁10例，前壁1例，後壁5例であり，外
壁が最も多かった．
　大きさ，肉眼型，色調について，それぞれの内
訳を図1の円グラフに示した．大きさは，5mm
以下 5例（25.0％），6～10mm 10例（50.0％），11～
15mm 4例（20.0％），21mm以上 1例（5.0％）で，

表1　NADET症例群および対照群の臨床的特徴
十二指腸腫瘍症例
（n＝20）

対照群
（n＝32522） p値

n（％） n（％）
性別（男性） 13（65.0） 18455（56.7） 0.639
平均年齢（±標準偏差） 56.2 ± 11.4 54.1± 10.8 0.374
年代層
　49歳以下  8（40.0） 11939（36.7）
　50～69歳  8（40.0） 17822（54.8） 0.115
　70歳以上  4（20.0） 2761（ 8 .5）
肥満  4（20.0） 8110（24.9） 0.798
喫煙  4（20.0） 4772（14.7） 0.522
飲酒 12（60.0） 20584（63.3） 0.760
内視鏡的 
　萎縮性胃炎なし 14（70.0） 21081（64.8） 0.629

NADET: non-ampullary duodenal epithelial tumor
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10mm以下の比較的小さな病変が多かった．肉眼型
はⅡa 11例（55.0％），Ⅱc 5例（25.0％），Ⅱa＋Ⅱc 
2例（10 . 0％），Ⅰs 1例（5 . 0％），Ⅰsp 1例（5 . 0％）
で，Ⅱaが過半数を占め，Ⅱcが次いで多かった．色

調は，病変全体が白色調であるのが 8例（40.0％），
辺縁が白色調であるのが 7例（35.0％），発赤調で
あるのが 5例（25.0％）で，全体もしくは辺縁が白
色調を呈する病変が多かった．

表2　NADET症例一覧
症例番号 年齢 性 乳頭より口側／肛門側 壁在性 直径 肉眼型 色調 転帰 病理組織
2016年
　 1 56 F 肛門側 外壁  7mm Ⅱa 全体が白色調 内視鏡的切除 管状腺腫
　 2 71 F 口側 内壁  4mm Ⅱa 全体が白色調 経過観察 管状腺腫
　 3 47 M 口側 外壁 40mm Ⅱa 発赤調 外科的治療※ 高分化型腺癌
　 4 48 M 肛門側 後壁  4mm Ⅱa 全体が白色調 経過観察 管状腺腫
2017年
　 5 63 M 肛門側 内壁 12mm Ⅱa 全体が白色調 内視鏡的切除 管状腺腫
　 6 63 M 肛門側 外壁 10mm Ⅱa 辺縁が白色調 内視鏡的切除 管状腺腫
　 7 43 F 口側 後壁  6mm Ⅱa 発赤調 経過観察 管状腺腫
2018年
　 8 79 M 口側 内壁 10mm Ⅰs 全体が白色調 内視鏡的切除 高分化型腺癌
　 9 50 F 口側 外壁 12mm Ⅱa＋Ⅱc 辺縁が白色調 内視鏡的切除 管状腺腫
　10 70 M 口側 内壁  8mm Ⅰsp 全体が白色調 内視鏡的切除 管状腺腫
　11 64 M 口側 外壁  8mm Ⅱc 発赤調 他院紹介後，経過不明 管状腺腫
　12 71 M 口側 外壁 15mm Ⅱa 全体が白色調 内視鏡的切除 管状腺腫
　13 47 F 肛門側 外壁  6mm Ⅱa＋Ⅱc 辺縁が白色調 内視鏡的切除 管状腺腫
　14 64 M 肛門側 外壁  6mm Ⅱc 辺縁が白色調 内視鏡的切除 管状腺腫
　15 54 M 肛門側 前壁  9mm Ⅱc 発赤調 内視鏡的切除 管状腺腫
　16 47 M 口側 外壁  4mm Ⅱc 発赤調 経過観察 管状腺腫
　17 48 M 肛門側 後壁 12mm Ⅱa 辺縁が白色調 内視鏡的切除 管状腺腫
　18 43 M 肛門側 後壁  6mm Ⅱc 辺縁が白色調 内視鏡的切除 管状腺腫
　19 61 F 肛門側 外壁  5mm Ⅱa 全体が白色調 内視鏡的切除 管状腺腫
　20 35 F 肛門側 後壁  4mm Ⅱa 辺縁が白色調 他院紹介後，経過不明 管状腺腫

※内視鏡・腹腔鏡合同手術（laparoscopy and endoscopy cooperative surgery: LECS）
NADET: non-ampullary duodenal epithelial tumor

図1　NADETの内視鏡的特徴（大きさ，肉眼型，色調）
NADET: non-ampullary duodenal epithelial tumor
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治療経過
　20例中13例が内視鏡的切除を，1例が外科的
治療を受けた（表2）．残りの症例は，他院に紹介
後の経過不明が2例，逐年のEGDで経過観察の
方針となったのが4例である．内視鏡的切除を受
けた13例については，12例が当院で内視鏡的粘
膜切除術（endoscopic mucosal resection: EMR）も
しくは浸水法によるコールドスネアポリペクト
ミー （underwater cold snare polypectomy: UCSP）
を受け，1例は他院で内視鏡的粘膜下層切除術
（endoscopic submucosal dissection: ESD）を受け
た．当院でEMRを受けた1例（症例番号8）は，高
分化型腺癌（粘膜癌）で治癒切除と診断された．外
科的治療を受けた症例は，病変の大きさが20mm
を超える0-Ⅱa病変（症例番号3）であった．大学
病院に紹介して腹腔鏡・内視鏡合同手術（laparos-
copy and endoscopy cooperative surgery: LECS）
が行われた結果，高分化型腺癌（粘膜癌）で治癒切
除と診断された．
内視鏡医ごとの発見頻度
　調査期間内で2,000件以上の健診目的のEGD
を実施した内視鏡医は7名で，各内視鏡医ごとの
NADET発見頻度を比較した．7名の内視鏡医ご
とのEGD実施件数と，それに対するNADETの
発見数および発見頻度を表3に示した．0.176％
（内視鏡医G）と高い発見率の内視鏡医がいる一方
で，調査期間内に2,000件から3,000件を超える
検診EGDを実施していてもNADETの発見がな
かった内視鏡医が3名存在した．統計学的には7
名の内視鏡医の発見頻度に有意差はなかった（p＝
0.132）．

症例提示
症例1【症例番号3（47歳男性）】（図2上段）
　40mmⅡa病変．十二指腸下行部Vater乳頭より
口側に，約半周性で複数の襞にまたがる発赤調の
扁平隆起性病変を認めた．大きい病変のため，健
診目的のEGD時の観察では全体像の把握が困難
であったが，径20mmを超えると予測された．大
学病院に紹介してLECSが行われた結果，病変の
大きさは30×40mm，高分化型腺癌（粘膜癌）で
治癒切除であった．
症例2【症例番号8（79歳男性）】（図2下段左）
　10mmⅠs病変．十二指腸下行部Vater乳頭より
口側に，白色調の広基性隆起性病変を認めた．生
検では腺腫の診断であったが，当院消化器内科で
EMRを行ったところ，高分化型腺癌（粘膜癌）で
治癒切除であった．
症例3【症例番号13（47歳女性）】（図2下段右）
　6mmⅡa＋Ⅱc病変．十二指腸下行部Vater乳頭
より肛門側の外壁側に，辺縁隆起が白色調で中央
の陥凹面が軽度発赤調の病変を認めた．当院消化
器内科でUCSPを行い，管状腺腫の診断であっ
た．

考　察
　日本消化器がん検診学会による『対策型検診の
ための胃内視鏡検診マニュアル2015年度版』で
は，十二指腸下行部の観察は必須ではない．しか
しながら通常内視鏡と同様に，健診目的のEGD
においてもルーティンの観察範囲は十二指腸下行
部までとする内視鏡医が多いと思われる．
　学会マニュアル上は必須の観察部位ではないた
め，十二指腸下行部の観察時間や撮影枚数は内視
鏡医によりまちまちである．十二指腸はスコープ
の操作性が不安定になりやすく，臓器の構造上，
死角も多い．短時間での十二指腸の網羅的な観察
はきわめて困難であり，局所的な色調や凹凸の変
化に対して内視鏡医が注目したときにのみ
NADETを発見できているのが現実である．
　今回の調査においては，NADET群と対照群の
2群間で臨床的特徴（性別，年齢，肥満，喫煙，飲
酒，内視鏡的萎縮性胃炎を認めないこと）につい

表3　内視鏡医ごとのNADET発見数および発見頻度
医師 検診EGD実施件数 十二指腸腫瘍発見数 発見率（％）

A 4722 2 0.042
B 4081 4 0.098
C 3541 3 0.085
D 3412 0 0
E 2631 0 0
F 2281 0 0
G 2271 4 0.176

NADET: non-ampullary duodenal epithelial tumor, EGD: esophago-
gastroduodenoscopy
p＝0.132
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て比較したが，いずれの因子においても2群間で
有意差は認められなかった（表1）．
　NADETの発見頻度については，満崎らは健診
目的のEGD 74,249件を対象とした調査において
0.027％と報告しており 1），稲土らは市中病院に
おける一般診療のEGD 23,195件を対象とした調
査において0.056％と報告している 2）．本研究は
健診目的のEGD 32,542件を対象とした調査であ
るが，NADETの発見頻度は0.061％と，同じ健
診目的のEGDを対象とした満崎らの報告 1）よりや
や高い頻度であった．
　年別のNADET発見数（表2）は，2016年の4例
（健診EGD 10,595件，発見率0.038％），2017年
の3例（同10,810件，0.028％）に対し，2018年
は13例（同11,137件，0.117％）と多く，統計学
的にも有意差を認めた（p＝0.021）．その要因に
ついて検討したが，2017年から2018年にかけて

内視鏡機器の変更はなかった．内視鏡医について
は，2018年の症例13例中，2017年も当センター
で健診EGDを担当していた内視鏡医が発見した
のが10例であり，2018年からの当センター新任
の内視鏡医が多く病変を発見したわけではなかっ
た．したがって，2018年にNADET発見数が他
の年より多かったのは偶然の影響が大きいと考え
られた．
　調査した母集団の年齢構成の違いによると思わ
れるが，報告されているNADET症例の平均年齢
は，51歳から66歳と幅がある 1-3,7,8）．本研究では
56.2歳であったが，過去の報告 1-3,7,8）の範囲内で
あった．
　本研究のEGD受検者を3つの年代層に分けて
NADET症例の頻度をみると，49歳以下が0.067％
（8/11,947），50～69歳 が0.045％（8/17,830），

70歳以上が0.14％（4/2,765）だった．70歳以上

図2　NADET症例の内視鏡画像
（上段）症例1【症例番号3】40mm Ⅱa病変（47歳男性）
約半周性で発赤調の扁平隆起性病変を認める．大学病院でLECSが施行され，高分化型腺癌であった．
（下段左）症例2【症例番号8】10mm Ⅰs病変（79歳男性）
全体が白色調を呈する広基性隆起性病変を認める．EMRが施行され，高分化型腺癌であった．
（下段右）症例3【症例番号13】6mm Ⅱa＋Ⅱc病変（47歳女性）
中心に陥凹を有する丈の低い隆起性病変を認める．辺縁が白色調，陥凹が軽度発赤調を呈する．UCSPが施行され，管状腺腫であった．
NADET: non-ampullary duodenal epithelial tumor, LECS: laparoscopy and endoscopy cooperative surgery, EMR: endoscopic mucosal 
resection, UCSP: underwater cold snare polypectomy
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の高齢者層が最も高い頻度ではあるが，49歳以
下の若い年代層においても50～69歳の年代層と
ほぼ同等の頻度でNADETが発見されている点に
注目すべきと考える．49歳以下は対策型胃がん内
視鏡検診の対象とならない年代層のため，十二指
腸腫瘍が検診EGDにより早期発見される機会が
失われている可能性がある．
　内視鏡的特徴については，部位は下行部に多い
点，肉眼型はⅡaを中心として隆起型がⅡcより多
い点は過去の報告 1-3,7,8）と同様の結果であった．
病変の全体もしくは一部が白色調を呈する病変が
多い点も，色調について言及のある過去の報告 1-3,7）

と同様の結果であった．下行部における病変部位
の検討では，本調査ではVater乳頭より口側と肛
門側の病変がほぼ同数（9：11）で，稲土らの報告 2）

と同様の結果であった．乳頭より肛門側の11例
のうち，10例は乳頭から比較的近い距離の病変で
あった．乳頭から離れた，下十二指腸角に近い病
変は1例のみであった．壁在性については外壁の
病変が多く，満崎らの報告 1）と同様の結果であっ
た．外壁は，接線方向になりやすい内壁よりも観
察しやすいことが多く，そのためにNADETが多
く発見された可能性がある．
　大きさについては，10mm以下の比較的小さな
病変が多く，腺腫とがんを合わせても腫瘍径の平
均は9.4mmであった．治療を受けなかった症例
も混在しているが腺腫18例の腫瘍径の平均は
7.7mm，治療を受けてがんと診断された2例の腫
瘍径は10mmおよび40mmであり，腺腫よりが
んのほうが腫瘍径が大きい傾向がみられた．
　内視鏡医ごとのNADETの発見頻度は，統計学
的有意差はみられなかった（p＝0.132）ものの，
ばらつきが大きかった．7名の内視鏡医は全員が
十二指腸下行部まで観察していた．全員が10年
目以上であったが，発見頻度が一番高かった医師
の経験年数が最も少なかった．経験年数よりは，
視野に入った粘膜の局所変化に対する注意力，あ
るいは十二指腸腫瘍拾い上げに対する意識といっ
た点において，内視鏡医間で差が存在する可能性
が示唆された．十二指腸下行部は内視鏡操作が不
安定になりやすく，学会マニュアルでは観察が必

須とされていない．十二指腸下行部の観察を標準
化することが理想であるが，それは困難であろう．
　近年の十二指腸腫瘍症例の増加について，萎縮
性胃炎の程度が軽いほど十二指腸腫瘍が多い傾向
がみられるという報告 4）がある．背景にある説と
して，日本人のH.pylori感染率の低下および除菌
治療の普及によって十二指腸に流入する胃酸の量
が増加していることが関与する可能性が挙げられ
ている 9）．十二指腸腫瘍症例数の増加については，
実際の有病率が増加しているのか，あるいは
EGDの普及や内視鏡機器の進歩などによる発見
率の向上が大きな要因なのかは明らかにはなって
いない．今回の調査においてはNADET群と対照
群について，萎縮性胃炎がみられない者の頻度に
有意差はみられなかった．しかしながら49歳以
下でみると，萎縮性胃炎なしはNADET群（n＝8）
で8名（100.0％），対照群（n＝11,941）で9,448名
（79.1％）であった．統計学的有意差はみられな
かった（p＝0.218）が，NADET群では全例に萎縮
性胃炎を認めなかったことから，さらなる検討が
必要と考えられる．
　2010年以降の健診施設からの報告 10,11）では，
施設により差はあるが，近年は萎縮性胃炎がない
受検者の割合がほぼ半数以上と高くなっている．
萎縮性胃炎がみられないために逐年の胃がん検診
EGDを受ける必要性は低いと判断された人たち
は，NADETを発見される機会が失われたり，発
見時期が遅れたりする可能性が考えられる．
　NADETの内視鏡的治療適応の可否については，
偶発症も含めて多くの問題がある．十二指腸の特
徴として壁が薄く，胆汁や膵液といった消化液に
多く曝露することから，NADETの内視鏡的治療
の適応は限られているのが現状である．内視鏡的
切除方法として，EMRやコールドスネアポリペ
クトミー（cold snare polypectomy: CSP）はESDよ
り断端陰性切除能が低く 12）遺残再発の可能性があ
るため 13），小さな腺腫に適応が限られる．一方
ESDは，十二指腸では操作性が悪く高度な技術を
要する．加えて潰瘍底に加わる高周波による熱変
性が多いため，術中あるいは遅発性の穿孔，後出
血などの偶発症が高頻度であり 12,13），緊急手術の
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割合も高率である 12）．多くの施設では十二指腸の
ESDに対して慎重で，最初から外科手術または
LECSが選択されることも多い．治療自体の侵襲
性，偶発症のリスクおよび重篤性，完全切除率と
いった観点から，10mm以下の小さな段階で病変
を発見して内視鏡的切除を行うことが望ましいと
考えられる．

結　語
　NADETの発見頻度は0.061％で，うち10.0％
（2/20例）は粘膜癌であった．また，検診EGDを
受ける頻度が少ないと考えられる49歳以下の若
い年代層や，萎縮性胃炎のみられない受診者にお
いても比較的多くNADETが発見されていた．
　健診目的のEGDを行う内視鏡医は，可能な限
り十二指腸下行部まで挿入し，胃や食道だけでな
く十二指腸も腫瘍の拾い上げを意識して観察する
ことで，NADETを小病変の段階で発見すること
が重要と考えられる．

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

Objective: The purpose of this study was to measure the frequency of non-ampullary duo-
denal epithelial tumors (NADET) and describe their clinical characteristics in healthy sub-
jects in whom tumors were identified.
Methods: We performed esophagogastroduodenoscopy (EGD) in 32,542 subjects during 
health check-ups from 2016 to 2018. We selected subjects diagnosed with NADET by 
pathological examination and investigated the clinical characteristics.
Results: Twenty subjects were diagnosed with NADET, corresponding to an endoscopic 
detection frequency of 0.061%. The male-to-female ratio among the 20 cases was 13:7, and 
the mean age was 56.2 ± 11.4 years (range: 35–79 years). In 15 subjects, (75.0%) lesions 
were 10mm or less in diameter. The most common macroscopic type was Ⅱ a (11 lesions, 
55.0%). Fifteen lesions (75.0%) were either entirely white or had white margins. Thirteen 
patients underwent endoscopic resection, and one had surgery. Two cases (10.0%) were 
diagnosed with intramucosal cancer by analysis of the resected specimen.
Conclusions: The frequency of NADET found on EGD during health check-ups was 
0.061%, and 2 out of 20 cases (10.0%) were intramucosal cancers. Endoscopists who per-
form screening using EGD should examine the descending part of the duodenum as far as 
possible, and check for tumors of small sizes.

Keywords: esophagogastroduodenoscopy for health check-up, non-ampullary duodenal 
epithelial tumor, clinical characteristics
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緒　言
　乳がん検診では任意型検診，対策型検診ともに
マンモグラフィ（mammography: MG）が広く行わ
れている．MGは死亡率減少効果が確立された検
査法であるが，高濃度乳房では乳がん検出の精度
が低下することが知られている 1-4）．このMGの欠
点を補うため，MGに超音波検査（ultrasonography: 
US）を併用し両者の検査結果を総合的に判定する
MGとUSの併用検診による総合判定が，任意型
検診において普及しつつあり，2015年には「マン
モグラフィと超音波検査の総合判定マニュアル」5）

も刊行されている．
　本検討では，MGとUS併用検診による総合判
定におけるMGとUSの特徴を明らかにすること
を目的として，MGのみで乳がんを検出できたが
USでは検出できなかった症例（以下MGのみ検
出）と，USのみで乳がんを検出できたがMGでは

超音波併用乳がん検診の有用性についての検討
四倉淑枝 1）　佐藤 梓 2）　井上真理子 2）　井上淑子 2）　山口麻紀子 2） 
田村宜子 3）　川端英孝 3）　陣内由紀 1）　岩男暁子 1）　荒瀬康司 1）

要　約
目的：マンモグラフィ（mammography: MG）に超音波検査（ultrasonography: US）を併用し総合判定
を行う乳がん検診が普及しつつある．この検診方法で発見された乳がんのうち，MGまたはUSの
一方のみで検出された症例を分析することにより併用検診の有用性と，MG，USの特徴を明らかに
することを目的とした．
方法：2008年5月から2019年4月までの11年間に，当施設では27,449名にMGとUS併用による
総合判定で乳がん検診を実施し，117例の乳がんが発見された．このうち，MG非検出でUSのみ検
出の28例とMGのみ検出でUS非検出の19例の画像所見を分析した．
結果：MGとUS併用により発見乳がんはMG単独に比べ1.3倍に増加した．USのみ検出の症例は，
高濃度乳房が78.6％を占め，高濃度乳房では腫瘍径4～20mmの乳がんを，非高濃度乳房では腫瘍
径4.5～8mmの乳がんを検出できていた．USは1～2mmの軽微な経時的変化を捉えており，早期
浸潤癌の検出に有用であった．MGのみ検出の症例は，所見別では石灰化が63.2％で最も多く，部
位別では乳腺辺縁・乳頭下部が52.6％を占めていた．
結論：USは高濃度乳房における乳がん，特に早期浸潤癌の検出に有用であり，MGはUSで描出困
難な乳腺辺縁部の乳がんの検出が可能であった．MGとUS併用の総合判定による乳がん検診は，
両者の特性を生かし補完することが可能で，効率的な乳がん検診であると考えられた．

キーワード　マンモグラフィ，乳がん検診，超音波併用検診，総合判定

検出できなかった症例（以下USのみ検出）につい
て，それぞれのMGおよびUSの画像所見を分析
した．

対象と方法
　2008年5月から2019年4月までの11年間に，
当施設でMGとUSの併用検診による総合判定を
用いた乳がん検診の受診者は19歳から83歳まで
の延べ27,449名（実人数9,049名）であった．要精
査者数は延べ1,675名，要精査率は6.1％で，精
査により乳がんと判明した者は117名であった．
このうち初回受診で乳がんが発見された者は48
名（41.0％），反復受診者は69名（59.0％）であっ
た．乳がん発見率は0.43％，陽性反応的中率は
7.0％，精検受診率は83.8％であった．乳がんと
判明した117名の検診受診時の年齢は36歳から
83歳，55±10歳（平均±SD）であった．この117
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例のうち，MGのみ検出は19例，USのみ検出は
28例であった．これらのMG，USにおける乳が
ん画像の特徴について分析した．
　使用機器は，MGはMammorex Pe・ru・ru Digital 
MGU-1000（キヤノンメディカルシステムズ，栃
木），乳房超音波検査はXario（キヤノンメディカ
ルシステムズ，栃木），Aplio300（キヤノンメディ
カルシステムズ，栃木），Aplio400（キヤノンメ
ディカルシステムズ，栃木）を，リニア探触子は
PLT-805AT 18MHzとPLT-1005BT 10MHzを使
用した．MG撮影は，日本乳がん検診精度管理中
央機構の認定を受けた放射線技師が2方向撮影
（内外斜位方向［Medio-Lateral Oblique: MLO］，頭
尾方向［Cranio-Caudal: CC］）で行い，腫瘤，石灰
化，局所的非対称性陰影（focal asymmetric density: 
FAD）などを簡単に記した所見メモを作成してい
る．USはMG撮影の直後に施行している．USは
同機構の認定を受けた技師により行われ，一般的
なスクリーニングに加えて放射線技師の所見メモ
を参考に，しかしそれにとらわれ過ぎないように
して検査を行っている．桜井 6）はMGの情報があ
る併用検診においても基本的にはUS単独と同様
の検査精度が必要であると述べており，当施設も
同様の方針で実施している．判定は同機構の認定
を受けた医師がMG読影（二重読影）を行い，MG
とUSの両方の所見を考慮した総合判定（原則とし
てダブルチェック）によりカテゴリー3以上を要精
査とした．MG読影の際にはマンモグラフィガイ
ドライン 7）および日本乳がん検診精度管理中央機
構の乳房構成の判定方法 8）に従って脂肪性，乳腺
散在，不均一高濃度，極めて高濃度，に分類，評
価し，反復受診者には全例にMG，USの過去画
像との比較読影を行っている．
　要精査者には当院乳腺外科または他の医療機関
への受診勧奨を検診結果とともに通知している．
　本研究は虎の門病院倫理審査委員会の承認なら
びに対象者のインフォームド・コンセントを得て
行った（承認番号1962-H/K）．

結　果
　乳がんと判明した117例は，不均一高濃度～極

めて高濃度（以下高濃度乳房）が63例（53.8％），脂
肪性～散在性（以下非高濃度乳房）が54例（46.2％）
であった．
　117例の組織型は浸潤癌82例（硬癌58例，乳頭
腺管癌10例，充実腺管癌5例，小葉癌5例，粘液
癌4例），非浸潤癌（ductal carcinoma in situ: DCIS）
31例，他の医療機関受診等のため不明が4例で
あった．病期はStage 0～Ⅰ（早期癌）が105例
（89 . 7％），StageⅡAが 6例，StageⅡBが 2例，
不明4例であった．
　MGとUSの両方に同一の乳がんの所見を検出
した症例は70例（59.8％），MGのみ検出は19例
（16.2％），USのみ検出は28例（23.9％）であった
（図1）．すなわちUS併用により発見乳がんは28
例増加した．MG単独による乳がん発見数（率）は
89例（0.32％）なので，US併用により乳がん発見
数（率）は117例（0.43％）になり約1.3倍に増加し
た．一方，US単独による乳がん発見数（率）は98
例（0.36％）なのでMG併用により約1.2倍に増加
したことになる．
　MG，US両方で検出された症例で初回受診者と
反復受診者の人数はそれぞれ35名，35名で，
MGのみ検出例では6名，13名，USのみ検出例
では7名，21名であった．
USのみ検出28例の特徴
　平均年齢は55±12歳であった．USのみで検出
の乳がん所見は腫瘤が25例（89.3％），非腫瘤性
病変（6～30mmの低エコー域）が3例（10.7％）で
あった．高濃度乳房と非高濃度乳房の比率は22
例対6例で高濃度乳房が78.6％を占めた．腫瘤と

図1　 乳がん117例のMGおよびUSの検出状況と乳がん
発見率

MG: mammography, US: ultrasonography

MG
19

16.2%

MG US
70

59.8%

US
28

23.9%

117
0.43%

MG 89
0.32%

US 98
0.36%
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して検出された25例のうち，高濃度乳房の腫瘤
は19例で，最大腫瘍径（以下径）4～20mmの乳が
ん（径5mm未満2例，径5～10mm未満8例，径
10～15mm 6例，径16～20mm 3例）が検出され，
径15mm以下が16例で84.2％を占めた（図2a）．
非高濃度乳房の腫瘤は6例で，径は4.5～8mmで
あり，すべて径10mm未満で発見されていた．
　組織型はDCIS  7例（25.0％），浸潤癌 21例
（75.0％）（硬癌11例，乳頭腺管癌5例，充実腺管
癌3例，小葉癌2例）で，浸潤癌はすべてStageⅠ
の早期癌であった（図2b）．
症例呈示
　図3の症例は高濃度乳房で，MGでは腫瘤は認

識できず，USで径20mmの腫瘤が検出された．
過誤腫様の所見を呈していたが腫瘤辺縁は一部不
明瞭であったため総合判定で要精査となり，精査
の結果，DCISであった．
　図4の症例も高濃度乳房で，MGでは腫瘤は認
識できず，USで径19mmの腫瘤が検出された．
精査の結果，浸潤癌（乳頭腺管癌）であった．
　図5の症例も高濃度乳房で，MGでは所見なく，
2年前のUSでは径3mmの嚢胞と診断されてい
た．2年後，径4mmとなり境界も不明瞭なため
要精査と判定された．精査の結果，浸潤癌（硬癌）
であった．
　このほか，USで径4mmの嚢胞所見（1年前）か

図2　USのみ検出例
a：高濃度乳房内でのUS発見乳がんは約8割が径15mm以下であった．b：浸潤癌が75％ですべて早期癌であった．
DCIS: ductal carcinoma in situ, US: ultrasonography

DCIS
7 (25.0%)

(Stage I)5
(17.9%)

(Stage I)3
(10.7%)

(Stage  I)
2 (7.1%)

(Stage I)
11 (39.3%)

b: 28

16-20mm
3 (15.8%)

10-15mm
6 (31.6%)

10mm
10 (52.6%)

a: 19

図4　40歳，US
MG（高濃度乳房）では腫瘤は認識できず，USでBD区域に径19mm
の腫瘤が描出された．乳頭腺管癌であった．
MG: mammography, US: ultrasonography

図3　57歳，US
MG（高濃度乳房）では腫瘤は認識できず，USでB区域に径20mm
の腫瘤が描出された．DCISであった．
DCIS: ductal carcinoma in situ, MG: mammography, US: ultrasonography
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ら径7mmの不整形に変化し小葉癌と判明したも
の，径6mmの嚢胞所見（1年前）から径8mmの不
整形に変化し乳頭腺管癌と判明した症例があっ
た．これらも反復受診で過去比較により軽微な形
状，境界の性状などの変化により要精査とされた
症例であった．
MGのみ検出19例の特徴
　平均年齢は53±8歳であった．MGにおける乳
がん所見は，石灰化病変12例（63.2％），FAD 4
例（21.0％），構築の乱れ3例（15.8％）であった．
乳腺濃度は，高濃度乳房10例（52.6％），非高濃

度乳房9例（47.4％）であった．乳腺濃度と病変部
位の関係は，高濃度乳房では乳腺内に3例，辺縁
に7例，非高濃度乳房では乳腺内に6例，辺縁・
乳頭下に3例であった（図6a）．したがって，乳腺
辺縁（後隙付近を含む）および乳頭下に半数以上
（10例，52.6％）を認めた．
　組織型は，DCISが9例（47.4％），浸潤癌10例
（52.6％）（硬癌6例，乳頭腺管癌2例，充実腺管
癌1例，アポクリン癌1例）で，浸潤癌はすべて
StageⅠの早期癌であった（図6b）．

図5　50歳，US
MG（高濃度乳房）では所見なく，初回（左）のUSでは径3mmの嚢胞と診断された．2年後（右），径4mm，
境界不明瞭となり要精査となった．硬癌であった．
MG: mammography, US: ultrasonography

図6　MGのみ検出例
a：半数以上が乳腺辺縁・乳頭下の病変であった．高濃度乳房では辺縁が多かった．
b：DCISはいずれも石灰化病変であった．浸潤癌もすべて早期癌であった．
DCIS: ductal carcinoma in situ, FAD: focal asymmetric density, MG: mammography
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石灰化病変12例について
　集簇石灰化10例（83.3％），区域性石灰化2例
（16.7％）であった．高濃度乳房8例，非高濃度乳
房4例で，集簇石灰化の範囲円は直径が5mm以
下が6例，6～10mmが2例，11～14mm以上が2
例であった．集簇石灰化の数は5個以下が1例，
6～10個が6例，11～20個が3例，形態は微小円
形が8例，多形性が2例であった．石灰化病変12
例中8例は反復受診者で，これらは新出や増加に
より要精査と判断された．集簇石灰化5個以下で
カテゴリー3となったものは多形性集簇が新出し
た症例であった．存在部位は，集簇石灰化10例
中6例が乳腺の辺縁部（後隙付近を含む）または乳
頭下に存在していた．区域性石灰化の2例は，1

例はA区域に，1例はB区域に，多数の微小円形
石灰化がみられた．
FADまたは構築の乱れ7例について（表1）
　MGでの病変はいずれも10mm以下の病変で，
7例中5例が非高濃度乳房であった．
　図7（表1の症例1）は極めて高濃度の乳房で，乳
腺上端部に非常に濃度の高いFADを認めた．US
では非検出であったが，悪性が強く疑われたため
総合判定で要精査と判断され，精査で浸潤癌（乳
頭腺管癌）と判明した．
　症例2～4は非高濃度乳房の脂肪濃度のなかに
FADを認めた症例で，USでは非検出であった．
しかし，反復受診者で，新出病変であることも考
慮し総合判定で要精査となった．精査では3例と

表1　MGのみ検出例のFAD，構築の乱れの7例の詳細
症例 年齢（歳） 受診歴 MG乳腺濃度 MG所見・直径・部位 病理組織型

1 45 初回 極めて高濃度 FAD・8.5mm・AC 乳腺辺縁部 浸潤癌（乳頭腺管癌）
2 59 反復 散在性 FAD・7.0mm・A 脂肪濃度内 （新出） 浸潤癌（充実腺管癌）
3 57 反復 脂肪性 FAD・6.5mm・A 脂肪濃度内 （新出） 浸潤癌（硬癌）
4 62 反復 脂肪性 FAD・6.5mm・C 脂肪濃度内 （新出） 浸潤癌（硬癌）
5 64 反復 不均一高濃度 構築の乱れ・6mm・C 乳腺辺縁 （増強） 浸潤癌（硬癌）
6 58 反復 散在性 構築の乱れ・8mm・乳頭下 （増強） 浸潤癌（アポクリン癌）
7 60 初回 散在性 構築の乱れ・8mm・C 乳腺辺縁 浸潤癌（硬癌）

MG: mammography, FAD: focal asymmetric density．A：内上，B：内下，C：外上，D：外下

図7　45歳，MG（表1の症例1）
極めて高濃度の乳腺の上端のAC区域（写真の円内）にFADを認めたが，USでは検出されなかった．乳頭腺管癌であった．
CC: Cranio-Caudal, FAD: focal asymmetric density, MG: mammography, MLO: Medio-Lateral Oblique, US: ultrasonography
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も浸潤癌であった．
　症例5～7は構築の乱れを乳腺辺縁部や乳頭下
に認めた．USでは非検出であったが，総合判定
により要精査とし，精査によりいずれも浸潤癌と
診断された．

考　察
　我が国では乳がん検診における超音波検査の有
効性を検証するための比較試験（J-START）が2007
年から行われ，USをMGと併用することの有用
性が検証され，その結果が2016年1月のLancet
に報告された 9）．それによると，40歳代にUSを
併用することにより乳がんの発見率は上昇する
が，J-STARTではMGとUSを別々に判定し，ど
ちらかが要精査であれば精査とする方式であった
ため，受診者の不利益となるとされる要精査率の
上昇がみられた．そこでMGとUSの両者の所見
を合わせて総合的に判定する，MGとUS併用の
総合判定による乳がん検診が任意型検診に取り入
れられるようになり，2015年には標準化を目指
した「マンモグラフィと超音波検査の総合判定マ
ニュアル」5）が刊行され，普及が進みつつある．
　当施設ではMGとUSの併用検診による総合判
定を2008年5月から行っている．11年間の発見
乳がん数（率）は117例（0.43％）で，MGとUSの
両方に同一の乳がんの所見を検出した症例は70
例（59.8％），MGのみ検出は19例（16.2％），US
のみ検出は28例（23.9％）であった．阿部ら 10）の
報告では，MGとUSの両方で検出された乳がん
は53.5％で，MGのみ検出は22.8％，USのみ検
出は23.8％であった．後山ら 11）は65％，20％，
15％，山崎ら 12）は72％，12％，16％と報告して
いる．当施設では59.8％，16.2％，23.9％であ
り，施設によりその比率が異なっている．検査機
器が年々進歩していることや，施設により検査の
環境や条件などが異なることがその要因と考えら
れる．
　当検討の乳がん発見率については，MG単独に
よる乳がん発見数（率）が89例（0.32％）であった
ためUS併用により乳がん発見数（率）は117例
（0.43％）になり約1.3倍に増加した．一方US単

独による乳がん発見数（率）は98例（0.36％）で
あったためMG併用により約1.2倍に増加したこ
ととなる．伊藤ら 13）はMG単独では23例でUS併
用により33例となり約1.4倍に増加したと報告し
ている．鈴木ら 14）は，40歳代を対象とした高濃
度乳房では乳がん発見率はMG単独と比べてUS
併用では0.40％から0.74％に，非高濃度乳房で
は0.46％から0.75％になり，約1.9～1.6倍の増
加を報告している．報告により増加幅は異なるが
MGにUSを併用することの効果は高いことが示
されており，当検討でも同様であった．
　初回受診と反復受診のがん発見率は，MGと
US両方で検出された症例では同率であったのに
対し，MGのみ検出例では反復受診が68.4％，
USのみ検出例では反復受診が75.0％と高率にみ
られ，併用検診の反復受診は有用と思われた．
USのみ検出の28例について
　高濃度乳房ではその濃度が高くなるほどMGで
の乳がん検出感度が下がるといわれている 1-4）．
当検討では高濃度乳房の症例が78.6％で約8割を
占めていた．その高濃度乳房におけるUSのみ検
出の乳がんは径4～20mmで，腫瘍径15mm以下
が84.2％を占めた．小田ら 15）は，US発見乳がん
の71％が，小柳ら 16）はUS発見乳がんの73.7％
が径15mm以下であったと報告しており，当検討
とほぼ一致している．すなわち高濃度乳房のMG
では径15mmまでの腫瘤は検出が困難であるこ
とを示唆しており，高濃度乳房におけるUSの効
用は大きいと思われる．
　一方，非高濃度乳房でもUSのみで検出された
症例が6例あった．すべて径10mm未満の乳がん
腫瘤であったが，東野ら 17）も，非高濃度乳房の
MGでの乳がんの検出感度は約70％以上である
が，検出できない乳がんもあるとし，残存乳腺内
に隠された径11×14mmの腫瘤例（浸潤癌）を報
告している．
　USは高濃度乳房に比べて非高濃度乳房では病
変の検出能が下がるとされている 18）が，機器の進
歩と熟練した超音波検査技師による検査によって，
より小さな変化の描出が可能となっており，当検
討では高濃度乳房では最小で径4mmの乳がん腫
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瘤を，非高濃度乳房では最小で径4.5mmの乳が
ん腫瘤を検出できていた．鈴木ら 14,19）も，USは
小さな浸潤癌すなわち早期癌の発見に役立ち，高
濃度乳房のほか非高濃度乳房でも効果がみられて
いると報告している．小柳ら 16）はUSのみで所見
を認めた乳がんは早期浸潤癌が78.9％，DCISが
15.8％で，94.7％が早期癌であったと報告して
おり，当検討でも，早期浸潤癌が75.0％，DCIS
が25.0％で，全例が早期癌であった．USは早期
癌，特に早期浸潤癌の発見に有用であると考えら
れる．
MGのみ検出の19例について
　所見別にみると，石灰化病変12例（63.2％），
FAD 4例（21.0％），構築の乱れ3例（15.8％）で，
石灰化病変が最も多かった．組織型では，当検討
では早期浸潤癌が52.6％，DCISが47.4％で全例
早期癌であったが，USのみ検出例と比べると早
期浸潤癌が少なくDCISの比率が高かった．
　石灰化病変は集簇が8割以上（83.3％）を占めて
いたが，10個以下の集簇で，範囲円も直径5mm
以下の小さいものが半数以上であった．石灰化病
変12例中8例は反復受診者で，新出や増加など過
去比較により要精査となった．石灰化自体はUS
では検出困難なことがあるが，病変が小さいうえ
に集簇石灰化10例中6例が乳腺の辺縁部（後隙寄
りを含む）または乳頭下に存在していたこともUS
での検出を困難にしていたと考えられる．FAD，
構築の乱れを呈した乳がんも，表1に示すように
乳腺の脂肪組織内，辺縁部や乳頭下に病変が存在
していた．
　MGのみで検出された乳がんの部位は，乳腺辺縁
（後隙付近を含む）および乳頭下に10例（52.6％），
乳腺内に9例（47.4％）みられ，USでの検出が困
難な部位とされる乳腺辺縁，乳頭下に半数以上が
存在していた．このような部位はUSでは病変の
検出が困難なことがあるため，検査に際しては特
に注意が必要とされており 5），当検討でもこのこ
とが確認された．MGとUS併用による総合判定
はMG，USそれぞれの特性を生かし補完するこ
とが可能なため，効率的な乳がん検診として有用
であると考える．

結　語
　MGとUS併用の総合判定による乳がん検診に
おいて，乳がん発見数はMG単独の場合の1.3倍
に，US単独の場合の1.2倍に増加した．USのみ
で検出された症例は高濃度乳房（78.6％）に多く，
径4～20mmの乳がんの腫瘤を検出できていた
が，非高濃度乳房においても径10mm以下の乳
がんの検出に有用であった．MGのみまたはUS
のみでの発見乳がんはすべて早期癌であったが，
特にUSでは早期浸潤癌の発見に有用であった．
MGのみでの発見乳がんは所見別では石灰化病変
が63.2％と最も多く，部位別では乳腺辺縁・乳
頭下部が52.6％で半分以上を占めていた．
　MGとUS併用の総合判定による乳がん検診は
MG，USそれぞれの長所を生かし短所を補える効
率的な検査法であると考えられた．

利益相反
　本論文についての利益相反はない．

　本論文の一部は第60回日本人間ドック学会学
術大会（2019年，岡山）において発表した．
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Value of Mammography and Ultrasonography  
in Combination for Breast Cancer Screening

Yoshie Yotsukura1), Azusa Sato2), Mariko Inoue2), Yoshiko Inoue2), Makiko Yamaguchi2),  
Nobuko Tamura3), Hidetaka Kawabata3), Yuki Jinnai1), Akiko Iwao1), Yasuji Arase1)

1) Health Management Center, Toranomon Hospital
2) Department of Clinical Laboratory, Toranomon Hospital
3) Department of Breast and Endocrine Surgery, Toranomon Hospital

Abstract

Objective: The combination of mammography and ultrasonography for breast cancer 
screening has recently become more common. We aimed to evaluate the value of the com-
bined assessment by analyzing breast cancer cases that were positive only on either mam-
mography or ultrasonography.
Methods: Of the 27,449 patients who underwent combined screening for breast cancer 
using mammography and ultrasonography at our institution, 117 were diagnosed as having 
breast cancer. We analyzed the characteristics of 28 patients with ultrasonography-positive 
and mammography-negative cancer and 19 patients with mammography-positive and 
ultrasonography-negative cancer.
Results: The detection of breast cancer by mammography and ultrasonography in com-
bination was 1.3 times higher than that by single-modality screening. High breast density 
accounted for 78.6% of the cancers cases that were positive only on ultrasonography during 
screening. The diameters of the cancers that were positive only on ultrasonography were 
4–20mm and 4.5–8mm in high- and non-high-density breasts, respectively. Ultrasonogra-
phy screening permitted the detection of early-stage invasive ductal carcinoma and changes 
in lesions of even 1–2mm. The most common finding and site of the cancer that showed 
positive results on only mammography were calcification (63.2%) and periphery of the 
breast and below the nipple (52.6%), respectively.
Conclusions: Owing to the specific characteristics of each modality, the use of mammogra-
phy and ultrasonography in combination is valuable for breast cancer screening.

Keywords: mammography, breast cancer screening, mammography screening combined 
with ultrasonography, combined assessment
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緒　言
　喫煙は高血圧，糖尿病，脂質異常症，肥満など
の生活習慣病と並ぶ，動脈硬化の危険因子であ
る．そして動脈硬化の進行を経年的に把握し，治
療介入等への指標とし，動脈硬化性血管病変の発
症を未然に防ぐことは，人間ドックなどの健診に
おける非常に大きな役割の一つである．
　我が国で開発され測定可能となった上腕足首間
脈波伝播速度（brachial-ankle pulse wave velocity: 
baPWV）は，非侵襲的に比較的短時間で再現性よ
く検査結果が得られること，足関節上腕血圧比
（ankle-brachial index: ABI）も同時に測定できる
ことで，保険適用もあり，人間ドックなどの健診
で広く汎用されるようになっている 1）．baPWV
は主に大血管のスティフネスを測定しているもの

10年間の喫煙が大血管スティフネス指標である 
上腕足首間脈波伝播速度（baPWV）に及ぼす影響

福井敏樹　山内一裕　松村周治　丸山美江　岡田紀子　佐々木良輔

要　約
目的：我々はこれまで種々の生活習慣病関連因子と大血管のスティフネス指標である上腕足首間脈
波伝播速度（brachial-ankle pulse wave velocity: baPWV）の関連について報告を続けてきた．喫煙は
動脈硬化の危険因子であるが，baPWVに対する喫煙の影響についての縦断解析的な報告はまだほ
とんどみられない．
方法：これまでbaPWVを測定した男性7,251名，女性2,707名のなかで，10年間の喫煙状況の推
移を把握し得た非喫煙継続者（非喫煙群）および10年間喫煙継続者（喫煙群）である男性419名，女性
38名を抽出した．女性は抽出された喫煙者が非常に少なく，今回は男性のみを対象とした．そし
て，10年の経過中で禁煙を開始した者，禁煙と喫煙を繰り返していた者は除外し，さらにbaPWV
に最も影響を与える血圧の影響を除外するために，10年間の経過のなかでの高血圧治療薬服用者を
除外した男性274名を今回の解析対象者とした．
結果：解析対象者男性274名のうち非喫煙群は181名，喫煙群93名であった．両群の初年度およ
び10年後の年齢，BMI，血圧，生活習慣病関連因子のなかで，有意差を認めたものはHDLコレス
テロールと中性脂肪のみであった．10年間のbaPWVの変化量は，非喫煙群128cm/sec，非喫煙群
200cm/secと喫煙群の方が有意に大きかった．また初年度，3年後，5年後，7年後，10年後のすべ
ての測定結果がそろっている者による解析では，3年後以降の喫煙群においてbaPWV変化量が有
意に大きかった．
結論：喫煙による大血管の動脈硬化の進展への影響を，経年的なbaPWV変化量で把握できること
が初めて示された．

キーワード　上腕足首間脈波伝播速度（baPWV），喫煙，動脈硬化，スティフネス

と考えられており，心血管性動脈硬化病変の発症
や生命予後への関与などについて数多くの結果が
蓄積されてきており，従来の動脈硬化性血管病変
のリスク因子とは独立した予後規定因子であるこ
とが示されている 2-5）．
　我々もこれまでbaPWVの有用性について多く
の結果を報告してきた．そのなかで，高血圧，糖
尿病，脂質異常症，肥満といった動脈硬化の危険
因子を重ね持つことにより，危険因子の数の重積
に伴いbaPWVが上昇することを報告した 6）．そ
の一方で，血圧や心拍数の変動によりbaPWVが
影響を受けやすいことなど，検査実施に際しての
注意点などについても言及してきた．そして喫煙
も動脈硬化の危険因子の一つであるが，横断的解
析では，喫煙のbaPWVへの影響については検出
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できないということも報告した 7）．
　さらに最近，10年以上蓄積された我々の施設で
のbaPWVの測定結果を改めて解析することで，
生活習慣病関連因子の重積と10年間のbaPWVの
変化量について検討し，継続的な人間ドックや健
診の受診により生活指導を受け続けることの重要
性と，より若年からの動脈硬化対策の必要性につ
いて報告した 8）．また，内臓脂肪蓄積，高尿酸血
症がbaPWVの経年変化に与える影響についての
解析結果も報告した 9,10）．
　喫煙は動脈硬化の危険因子であるが，喫煙の
baPWVに対する経年的な影響についての検討報
告はまだほとんどみられない．
　以前の我々の横断的解析では喫煙のbaPWV値
に対する影響を検出できなかったが，今回10年
以上蓄積されたbaPWVの測定結果を解析するこ
とにより，動脈硬化の危険因子としての10年間
の継続喫煙がbaPWV値の変化へ与える影響につ
いて経年的な変化を検討することを研究の目的と
した．

対象および方法
　対象は，我々の施設で問診上の喫煙記録が追跡
可能である2005年4月以降に血圧脈波検査装置 
BP-203RPEIII form（フクダコーリン，東京）を用
いてbaPWV値を測定した男性7,251名，女性
2,707名である．そのなかで，受診時問診から10
年間の喫煙状況を把握し得た10年間非喫煙継続
者（非喫煙群）および10年間喫煙継続者（喫煙群）
の男性419名，女性38名を抽出した．そして10
年の経過中で禁煙を開始した者，禁煙と喫煙を繰
り返している者は除外し，さらにbaPWV値に最
も影響を与える血圧の影響を除外するために，10
年間の経過のなかでの高血圧治療薬服用者を除外
した男性274名を解析対象者とした．女性は抽出
された解析対象者が35名と非常に少なく，35名
中継続喫煙者が4名とさらに少ないため，今回の
解析対象は男性のみとした．
　また，解析対象者において，受診初年度と10
年後，1年後と11年後，2年後と12年後と複数の
10年間の経過を把握し得た場合には，初回検査

時の年齢が最も若い時の結果を解析に用い，同一
者が重複して解析対象とされることがないように
した．
　最終的な解析対象者男性274名のうち非喫煙群
は181名，喫煙群93名となり，10年間の喫煙の
影響をbaPWV値変化で検討した．
　解析対象から解析期間中の高血圧治療薬服用者
はすべて除外されているが，糖尿病および脂質異
常症の治療薬服用者はそれぞれ8名（非喫煙群2
名，喫煙群6名），21名（非喫煙群12名，喫煙群9
名）が含まれていた．
　さらに，今回の解析対象者男性274名のなか
で，初年度，3年後，5年後，7年後，10年後のす
べてのbaPWV値測定結果がそろっている178名
（非喫煙群116名，喫煙群62名）について，継続
喫煙がbaPWV値へ与える経年的な変化について
も検討した．
　統計解析ソフトはSPSS ver 21 for Windows（日
本アイ・ビー・エム，東京）を使用，有意差は t検
定あるいはMann-Whitney U検定を用い，有意水
準は，p＜0.05を有意差ありとした．
　なお，本研究は後ろ向きのデータ解析であり，
個人名と特定されない匿名で，健診結果を研究報
告等に使用することがあることを当施設内に文書
で掲示，また人間ドック受診案内書および口頭で
も説明し，同意されない方のデータは削除してい
る．また今回はすべて非侵襲的な検査データのみ
を用いての研究ではあるが，今回論文として報告
することを施設内倫理委員会の承認を得たうえで
実施している．

結　果
　対象者男性274名の非喫煙群と喫煙群における
初年度および10年後各々の身体計測値および生
活習慣病関連因子の比較を表1に示す．初年度対
象者の平均年齢は非喫煙群46歳，喫煙群45歳と
有意差はなかった．体重，BMIや血圧にも有意差
なく，HDLコレステロールのみ喫煙群で有意に
低値であった（p＜0.01）．中性脂肪は喫煙群で高
値を示す傾向はあったが有意差は認めなかった．
10年後の非喫煙群，喫煙群はともに初年度よりそ
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れぞれ10歳加齢しているが，10年後においても
体重や血圧に有意差はなかった．HbA1cにも有
意差はなく，HDLコレステロールは喫煙群にお
いて有意に低値（p＜0.01）で，中性脂肪は有意に
高値（p＜0.05）であった．
　非喫煙群と喫煙群各々における初年度と10年
後の比較を表2に示す．両群ともに10年間に体
重，BMIに変化を認めなかったが，両群ともに
10年後では収縮期血圧，拡張期血圧，HbA1cは
有意に増加（p＜0.01）していた．一方両群におい
てHDLコレステロールは変化を認めなかったが，
中性脂肪は非喫煙群においてのみ10年後に有意
に低下（p＜0.05）を認めた．
　初年度baPWV測定値は，非喫煙群1,343±174　
cm/sec，喫煙群1,307±155cm/secと両群間で有
意差が認められず，10年後のbaPWV測定値も非
喫煙群1,471±212cm/sec，喫煙群1,507±228cm/
secと両群間で有意差は認められなかった（図1）．

　しかしながら，baPWV測定値の10年間の増加
量は，非喫煙群128±136cm/sec，喫煙群200±
152cm/secと喫煙群で有意に大きかった（p＜0.01）
（図2）．
　解析対象者274名のなかで，初年度，3年後，5
年後，7年後，10年後のすべてのbaPWV値測定
結果がそろっている非喫煙群116名，喫煙群62
名による解析では，両群ともに10年後では初年
度と比較して有意にbaPWV値が増加していたが
（両群ともにp＜0.001），非喫煙群では7年後以
降（p＜0.01），喫煙群では5年後以降（5年後：p
＜0.05，7年後：p＜0.001）においてそれぞれの
群の初年度と比較して有意にbaPWV値が増加し
ていた（図3）．baPWV測定値の初年度からの増
加量の比較では，3年後以降において喫煙群で有
意に大きかった（図4）．

表1　初年度および10年後各々における非喫煙群と喫煙群各々の各種背景因子の比較
初年度 10年後

非喫煙群
（n＝181）

喫煙群
（n＝93） p 非喫煙群

（n＝181）
喫煙群

（n＝93） p

年齢（歳） 46 ± 7  45 ± 6 　0.06 57 ± 7 56 ± 6 　0.06
体重（kg）  67.6 ±10.0  68.0 ± 9.7 　0.75  67.4 ± 11.0  68.3 ± 10.3 　0.51

BMI（kg/m2） 23.4 ± 2.9  23.3 ± 3.2 　0.93 23.5 ± 3.2 23.7 ± 3.4 　0.80
収縮期血圧（mmHg） 117 ±11 116 ± 9 　0.55 125 ±13 128 ±15 　0.19
拡張期血圧（mmHg） 74 ± 8  73 ± 8 　0.22 79 ± 9  80 ± 11 　0.59
HbA1c（NGSP）（％）  5.6 ± 0.5   5.6 ± 0.6 　0.50  5.7 ± 0.7  5.9 ±1.0 　0.18
空腹時血糖値（mg/dL）  97 ±12   98 ±17 　0.56 103 ±10 115 ± 25 　0.08

HDL-C（mg/dL）  58 ±15   53 ± 12 ＜0.01  59 ±15  53 ±13 ＜0.01
TG（mg/dL） 129 ± 82   156 ± 140 　0.08 116 ± 67  142 ± 105 ＜0.05

 （mean±SD）

表2　非喫煙群と喫煙群各々における初年度と10年後の各種背景因子の比較
非喫煙群（n＝181） 喫煙群（n＝93）

初年度 10年後 p 初年度 10年後 p
年齢（歳） 46 ± 7 57 ± 7 ＜0.01  45 ± 6 56 ± 6 ＜0.01
体重（kg）  67.6 ±10.0  67.4 ± 11.0 　0.25  68.0 ± 9.7  68.3 ± 10.3 　0.07

BMI（kg/m2） 23.4 ± 2.9 23.5 ± 3.2 　0.69  23.3 ± 3.2 23.7 ± 3.4 　0.12
収縮期血圧（mmHg） 117 ±11 125 ±13 ＜0.01 116 ± 9 128 ± 15 ＜0.01
拡張期血圧（mmHg） 74 ± 8 79 ± 9 ＜0.01  73 ± 8  80 ± 11 ＜0.01
HbA1c（NGSP）（％）  5 .6 ± 0.5  5.7 ± 0.7 ＜0.01   5.6 ± 0.6  5.9 ± 1.0 ＜0.01
空腹時血糖値（mg/dL）  97 ±12 103 ±10 ＜0.01   98 ± 17 115 ± 25 ＜0.01

HDL-C（mg/dL）  58 ±15  59 ± 15 　0.08   53 ±12  53 ±13 　0.95
TG（mg/dL） 129 ± 82 116 ± 67 ＜0.05   156 ± 140  142 ± 105 　0.07

 （mean±SD）
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図1　男性対象者における初年度と10年後の非喫煙群と喫煙群におけるbaPWVの比較

図2　男性対象者における非喫煙群と喫煙群における10年間のbaPWV変化量の比較
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図3　経年的なbaPWV測定値がすべてそろっている男性対象者の非喫煙群と喫煙群におけるbaPWVの経年変化の推移
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考　察
　喫煙が動脈硬化の危険因子であることは，これ
までの数多くの疫学的な研究によって明らかにさ
れており，喫煙の動脈硬化性血管病変への影響に
ついて報告されている 11-13）．しかしながら，喫煙
が動脈硬化にどのように関与するのか，詳細なメ
カニズムについては，まだ十分に解明されていな
い．過去の多くの基礎的研究からは，喫煙の血管
への影響は，血管内皮への障害を中心とする慢性
的な原因によるものと血栓の形成など急性的な原
因の二つの側面からの影響を考慮すべきであろう
と考えられている 14）．
　脈波伝播速度（pulse wave velocity: PWV）は動
脈壁の硬化（スティフネス）を反映する指標とされ
ており，欧米では従来から頚動脈－大腿動脈間
PWV（carotid-femoral PWV: cfPWV）が測定されて
きており，PWVのスタンダードとなっている 15）．
一方我が国では，より簡便に測定可能なbaPWV
測定装置が開発されて以来，数多くの研究が報告
され，現在ではいずれの検査法によっても動脈硬
化性血管病変の予後規定因子であることが示され
ている 2-5）．
　現状，約1,400cm/sec以上が動脈硬化ありと判
断する一つの基準で 16,17），約1,800cm/sec以上が
心血管疾患発症を予測するカットオフ値として考
えられている 4）．

　我々も，その有用性と同時に，結果の解釈の注
意点についても言及してきた．最も重要な知見
は，血圧，糖代謝，脂質代謝，肥満という四つの
動脈硬化危険因子の重積とbaPWVが非常に顕著
な相関を示すことであった 6）．この四つの危険因
子の重積によるbaPWVへの影響については横断
的な解析だけでなく，我々の施設で蓄積された測
定結果を縦断的に解析した10年間のbaPWV変化
量の検討でも報告している 8）．
　またbaPWVは主に動脈壁のスティフネスを測
定しており，頚動脈エコーのように，動脈壁の粥
状硬化などの形態的変化をみる検査やFMD（flow 
mediated dilatation）のように動脈の血管拡張機
能・内皮機能を測定する検査との違いを理解した
うえで使用するべきであり，お互いに補完して使
用されるべきであるとも述べてきた 18,19）．
　喫煙も動脈硬化の危険因子であることから，喫
煙の動脈硬化への影響が動脈壁硬化の指標である
baPWVによって本当に検出可能であるかどうか
についても検討した．baPWVは多くの報告が示
しているように，種々の因子によって影響を受け
る．以前の我々の報告が示すように，血圧や性
別，年齢など強い影響を受けるものもあれば，心
拍数や糖および脂質代謝因子，肥満のように弱い
影響を受けるものもある．そこで影響因子をでき
るだけ排除して，喫煙のみの影響について検討す

図4　 経年的なbaPWV測定値がすべてそろっている男性対象者の非喫煙群と喫煙群における
baPWV経年変化量の推移
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るため，動脈硬化の危険因子である高血圧，糖尿
病，脂質異常症，肥満をまったく持たない50歳代
を中心とした男性のみ500名以上を抽出して検討
を試みた．結果から示唆されたことは，喫煙の影
響はbaPWVが主に測定している大血管の動脈壁
硬化に対してはそれほど大きなものではなく，横
断的な解析では喫煙の影響をbaPWV値で検出す
ることは困難だということであった 7）．ただし，
我々の結果でも，喫煙のブリンクマン指数 20）が
1,000を超えるヘビースモーカーでは有意に
baPWVの上昇が認められた．しかしながら，加
齢の影響を越えて，喫煙の影響を検出できたとは
いえない結果でもあった 7）．
　解析期間中の高血圧治療薬服用者は解析対象か
らすべてあらかじめ除外したが，糖尿病および脂
質異常症の治療薬服用者は少数含まれていた．し
かしながらもとより糖尿病や脂質異常症のbaPWV
への影響は血圧に比べて小さいので解析結果への
影響は認められなかった．
　今回の我々の結果から分かったことは，主に40
歳代半ばの男性が10年間喫煙を続けた場合には，
非喫煙者と比較して，有意にbaPWVの変化量が
大きかったということである．以前の我々の横断
的な解析では，喫煙のbaPWVへの影響は検出が
難しいと結論付ける結果となり，今回の結果から
も10年間の経過が蓄積された解析対象者の初年
度どうし，10年後どうしのbaPWV測定値には有
意差が認められなかった．その意味では，以前の
我々の報告と同様に横断的な調査では喫煙の
baPWVへの影響を検出できなかったが，10年以
上の測定結果の蓄積から初めて検出可能であると
示せたことが，本研究の最大の知見である．
　これまで冨山らは，平均5～6年間の喫煙影響
について前向きに検討し，1日20本以上喫煙者に
おいて，baPWVの変化量が有意に大きいことを報
告している．この報告のなかでは，1日20本以下
の喫煙者や禁煙者では変化を認めていなかった 21）．
　今回の我々の検討では受診者の自己申告の問診
を解析しているため，1日の喫煙本数についての
違いを検討できていない．また禁煙の効果につい
ても，禁煙開始してからの年数にもばらつきがあ

り，さらに問診上は，喫煙と禁煙を繰り返してい
る者も多くみられたため，本研究期間である10年
以上の喫煙継続が明らかな者と10年以上非喫煙
が明らかな者のみを抽出して解析対象者とした．
　さらに喫煙の影響が経年的なbaPWV測定に
よって可能であることが示されたうえで，継続的
な喫煙が何年程度でbaPWVに有意な影響を及ぼ
すのかについても検討したが，今回の対象者にお
いては，baPWV変化量は3年後から有意に大き
くなっていた．しかしながら，対象者数が少ない
ので，今後さらに対象者を増やして検討する必要
があると思われる．また，女性の喫煙者はどうし
ても少ないこと，また我々の施設のように人間
ドック健診契約先との交渉のなかであらかじめ人
間ドックの基本検査項目としてbaPWV測定を組
み込んでいないと，オプション検査としてbaPWV
測定しているだけでは経年的な測定結果の蓄積が
できず，今回のような検討は難しい．その意味で
も多施設における前向き共同研究も今後検討して
いきたいと考えている．

結　語
　喫煙の影響が経年継続的なbaPWV変化量の解
析により検出可能であることが初めて明らかと
なった．経年的にbaPWV測定することの意義が
改めて示された．

利益相反
　本論文に関連する開示すべき利益相反はない．

　また本論文の要旨は，2018年度日本人間ドッ
ク学会学術委託研究の多施設による研究の先行研
究として実施したものである．
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Effects of Smoking for 10 Years on Brachial-Ankle Velocity (baPWV),  
a Large Arterial Stiffness Index

Toshiki Fukui, Kazuhiro Yamauchi, Syuji Matsumura,  
Mie Maruyama, Noriko Okada, Ryousuke Sasaki

Center for Preventive Medical Treatment, Olive Takamatsu Medical Clinic

Abstract

Objective: Here, we continue to report the relationship between various factors associated 
with lifestyle-related disease and brachial-ankle pulse wave velocity (baPWV), which is a 
stiffness index of large arteries. Although smoking is a risk factor for arteriosclerosis, there 
are few longitudinal analysis reports related to the effects of smoking on baPWV.
Methods: Overall, 419 men and 38 women who smoked continuously for 10 years (smok-
ing group) and those who did not smoke continuously (nonsmoking group) were selected 
from among 7,251 men and 2,707 women who underwent health checkups and for whom 
baPWV was measured at our facility.
As very few female smokers could be included and to exclude those who quit and re-started 
smoking in the course of 10 years and also exclude the effect of blood pressure that greatly 
affected baPWV, 274 men, i.e., 181 nonsmokers and 93 smokers, who had never been on 
antihypertensive drugs were included in this analysis.
Results: Among age, BMI, blood pressure, and various lifestyle-related disease factors, 
HDL cholesterol and triglyceride levels were significantly different between the first year 
and tenth year in both groups. The increase in baPWV during the 10-year period was sig-
nificantly greater in the smoking group (200 cm/sec) than in the nonsmoking group (128 
cm/sec). In addition, among the analyzed subjects who had all measurement results, in the 
first year, after 3 years, after 5 years, after 7 years, and after 10 years, the change in baPWV 
was significantly greater in the smoking group from after 3 years and above.
Conclusion: Our findings suggest for the first time that the effects of smoking on the pro-
gression of the stiffness of large arteries can be detected by changes over years in baPWV.

Keywords: brachial-ankle pulse wave velocity (baPWV), smoking, atherosclerosis, arterial 
stiffness
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肺がん検診における 
問診票による COPD検診の実施可能性に関する検討
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要　約
目的：日本人のCOPD有病率は，喫煙経験者のほうが非喫煙者よりも高く，高齢になるほど高くな
る傾向があることが分かっている．こうした有病率の高い層へ，住民肺がん検診において問診票を
併用することで，潜在的に存在するCOPD患者を拾い上げ治療まで持ち込むことができるか，ま
た，その有用性や効果について検討した．
方法：肺がん集団検診における喀痰細胞診受診者（原則50歳以上かつ喫煙指数600以上）730名
にCOPD問診票を配布．記載のあった問診票に対してmodified British Medical Research Council
（mMRC）Gradeや自覚症状をもとにCOPD評価をした．これより要精密検査者を抽出し，当施設ま
たはかかりつけ医にての精密検査を促した．精密検査実施とともに必要に応じ吸入薬による治療・
禁煙指導を行い，2週間後の再受診で状況を確認．地域医療機関へと紹介した．
結果：喀痰細胞診受診者730名中，問診票に記載があったのは306名であった．これに対し問診票
によるCOPD評価を行い，64名を要精密検査とし，このうち精密検査を受けたのは37名であった．
精密検査における肺機能検査によりCOPD確定となったのは13名，境界例を含めると17名であっ
た．当施設にて治療を行った11名中6名において治療前後のCOPD assessment test（CAT）問診票で
3点以上の症状軽減があった．現在喫煙ありの8名に禁煙指導を行い，3名が禁煙，3名が減煙した．
治療継続が必要と考えられる9名は地域医療機関へ紹介し終了とした．
結論：肺がん集団検診において，問診票を利用し730名中17名のCOPD確定13例，境界4例を拾
い上げることができた．精密検査受診者37名に対する陽性反応的中度は35.1％であり，さらに
QOLの改善例，禁煙，減煙の成功例があった．

キーワード　COPD，肺がん集団検診，問診票，禁煙指導

はじめに
　COPDはタバコ煙を主とする有害物質の長期に
わたる吸入による炎症が主たる原因とされる疾患
である．2014年の厚生労働省の患者調査によれば，
COPD患者数は26万人となっているが 1），2001
年に発表された我が国の疫学調査Nippon COPD 
Epidemiology study（NICE study）では，日本人
の40歳以上のCOPD患者は約530万人（有病率
8.6％）と推定されており，未診断のCOPD患者が
多く潜在していると示唆される 2）．日本人のCOPD
有病率は，非喫煙者より喫煙経験者の方が高く，
高齢者になるほど高くなる傾向がある 2-4）．こう
した有病率の高い層へ，簡便かつなるべくコスト
をかけずに成果を出せるような，スクリーニング

から診断に至る方法の検討が必要である．そこ
で，住民対象の肺がん検診において問診票を併用
することで，潜在的に存在するCOPD患者を拾い
上げ，治療まで持ち込むことができるか，また，
その有用性や効果について検討した．

対　象
　2018年に実施した宮城県内1市内の2地区の肺
がん集団検診における喀痰細胞診受診者（原則50
歳以上かつ喫煙指数600以上）は730名であった．
今回730名全員にCOPD問診票（図1，2）と返信
用封筒を配布し，COPD検診を受診希望する場合
は問診票に記入のうえ封筒に入れ，後日喀痰容器
の提出時に一緒に提出することとした．問診票は
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COPD検診のために作成され，検診の結果を検診
の改善や臨床研究に使用することを記載してお
り，オプトアウトが可能であることも明示し，提
出をもって本研究への参加の同意とみなした．今
回問診票の提出があり，記載不備のなかった306
名（男性278名，女性28名）を対象とした．

方　法
スクリーニング
　今回使用した問診票は，表面（図1）に検診の説
明，裏面（図2）に問診項目を記載し，該当する項
目を自らチェックする方法とした．問診項目は，
modified British Medical Research Council

図1　COPD問診票（COPDの啓発，問診記入方法）



56 ( 588 ) 人間ドック　Vol.35  No.4  2020年

（mMRC）問診票 5,6）の他に動作時息切れ，咳，痰
等の質問を追加し，年齢・性別・喫煙歴・喫煙指
数は肺がん検診受診票より引用した．

　問診票回収後，記入不備のなかった問診票の
チェック項目を評価した．評価の方法はmMRC
を主とし，Grade 0は異常なし・精密検査不要，

図2　COPD問診票（Ⅰ：mMRC　Ⅱ：症状やQOLを中心とした質問）
mMRC: modified British Medical Research Council
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Grade 2以上は全員を要精密検査とした．Grade 1
は精密検査の実施能力から，受検者の要精密検査
率を約20％以内とすることを想定し，副次的に
図2に示すmMRC以外の各種症状を項目に加え，
判定の補助とすることとした．具体的には，一定
の評価を得ている問診票に含まれている，咳嗽，
喀痰に関する項目を追加した（9，10，11）．さらに，
息切れ症状があっても本人が自覚しないことがあ
ることを踏まえて，仙台COPDの会 7）で推奨して
いる，歩行とは異なる運動負荷における息切れを
項目に加えた（5，6，7，8）．さらに，息切れとは
自覚しなくても，結果としてQOLに影響を及ぼ
す状況が反映できる可能性を考えた項目（12，13）
を設定した．すでに治療を受けている受診者は検
討から除外するための項目（14）を設定した．
Grade 1に該当した症例は，5から13の項目にお
いてチェックされた個数の多い順に受検者の要精
密検査率が約20％になるように選択した．なお，
本研究は当施設倫理委員会の承認を経て実施し
た．
精密検査（図3）
　当施設にて精密検査を希望した受診者に対し
て，COPD assessment test（CAT）問診票・mMRC
問診票にて問診．ミニパスを用いて診察し，日本
呼吸器学会COPDガイドライン第5版に従ってス

パイロメトリーによる肺機能検査を実施．閉塞性
障害を認める場合は可逆性試験も実施し診断した．
必要に応じ吸入薬による治療・禁煙指導を行った．
　治療・指導対象となった受診者は，2週間後の
再受診で症状と肺機能の改善の有無，喫煙状況，
副作用等を確認し，要望に応じて地域医療機関へ
紹介した．再受診までの経過観察期間はより長く
とることが望ましいと考えられるが，当施設が受
診者の居住区から遠方であったため，送迎等の都
合から今回は短期間の観察となった．

結　果
　表1に，今回行ったCOPD検診受診者（問診票
記載不備を除く）の分布を示した．COPD検診受
診者は，喀痰細胞診受診者730名の41.9％にあ
たる306名（男性278名，女性28名）で，受診者の
75.8％が65歳以上であった．喫煙中もしくは喫
煙経験者が約9割であり，喫煙指数600以上が
67.0％を占めた．mMRC評価は，Grade 0：194
名，Grade 1：96名，Grade 2：13名，Grade 3：
3名であった．年齢・喫煙指数が上がるとGrade 2・
Grade 3の出現がみられた．
　mMRCとmMRC以外の自覚症状を含めて評価
した判定結果において，異常なし・精密検査不要は
242名（79.1％）であった．要精密検査は，Grade 3：

図3　ミニパスによるCOPD精密検査の流れ
CAT: COPD assessment test, mMRC: modified British Medical Research Council
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3名，Grade 2：13名，Grade 1の上位50％の48名
で合計64名となり要精密検査率は20.9％であっ
た（図4，表2）．

　当施設にて精密検査を行ったのは27名，かか
りつけ医より精密検査結果の返送があったのは10
名であった（表3）．当施設とかかりつけ医を合わ

図4　mMRC評価と判定結果（問診票記載不備分を除く306名）
mMRC: modified British Medical Research Council

表1　COPD検診受診者分布（問診票記載不備分を除く306名）

男性 女性 計
mMRC

Grade 0 Grade 1 Grade 2 Grade 3
n＝278 n＝28 n＝306 n＝194 n＝96 n＝13 n＝3

平均年齢± SD 69.7 ± 8.5 67.7 ± 9.0 69.5 ± 8.7 69.6 ± 8.5 68.6 ± 9.0 72.7 ± 8.7 80.3 ± 7.5
年齢構成 ～49歳 6（ 2 .2％） 1（ 3 .6％） 7（ 2 .3％） 3 4 0 0

50～54歳 10（ 3 .6％） 4（14.3％） 14（ 4 .6％） 8 6 0 0
55～59歳 14（ 5 .0％） 0（   0％） 14（ 4 .6％） 10 3 1 0
60～64歳 34（12.2％） 5（17.9％） 39（12.7％） 26 12 1 0
65～69歳 74（26.6％） 7（25.0％） 81（26.5％） 55 24 2 0
70～74歳 63（22.7％） 5（17.9％） 68（22.2％） 41 23 3 1
75～79歳 39（14.0％） 2（ 7.1％） 41（13.4％） 24 15 2 0
80～84歳 25（ 9 .0％） 4（14.3％） 29（ 9 .5％） 17 8 3 1

85歳～ 13（ 4 .7％） 0（   0％） 13（ 4 .2％） 10 1 1 1
喫煙指数 0（喫煙歴なし） 19（ 6 .8％） 14（50.0％） 33（10.8％） 20 13 0 0

～400未満 16（ 5 .8％） 6（21.4％） 22（ 7 .2％） 15 6 0 1
400～600未満 44（15.8％） 2（ 7.1％） 46（15.0％） 31 14 1 0

600～1200未満 168（60.4％） 5（17.9％） 173（56.5％） 115 47 10 1
1200以上 31（11.2％） 1（ 3 .6％） 32（10.5％） 13 16 2 1

mMRC: modified British Medical Research Council
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表2　mMRCおよび判定別受診者数に対する各問診項目において〇印で回答のあった受診者の割合（％）
mMRC Grade 判定 受診者数 問診5 問診6 問診7 問診8 問診9 問診10 問診11 問診12 問診13

0 精密検査不要 194 0.5 2.6  0.5  7.7 38.1 53.1 27.8  7.7 12.4

1
精密検査不要  48 0 0  0 10.4 18.8 45.8 22.9  6.3 33.3
要精密検査  48 2.1 5.2 14.6 50.0 60.4 81.3 35.4 22.9 30.3

2 要精密検査  13 7.7 0 38.5 38.5 61.5 61.5 30.8 23.1 53.8
3 要精密検査   3 0 0 33.3 33.3 66.7 66.7 66.7  0 66.7

mMRC: modified British Medical Research Council

表3　精密検査結果

精密検査
受診者数 COPD確定 陽性反応

的中度
確定率

（対：細胞診受 
730名中）

COPD境界 COPD否定

当施設にて検査 27  8 29.6％ 1.1％ 3 16
当施設＋かかりつけ医にて検査 37 13 35.1％ 1.8％ 4 20

表4　mMRC，喫煙指数別精密検査結果
精密検査
受診者数

COPD
確定 境界 否定

mMRC Grade 1 27 8（29.6％） 3（11.1％） 16（ 59.3％）
Grade 2  9 5（55.6％） 1（11.1％） 3（ 33.3％）
Grade 3  1 0（   0％） 0（   0％） 1（100.0％）

喫煙指数 0（喫煙歴なし）  2 0（   0％） 0（   0％） 2（100.0％）
～400未満  1 0（   0％） 0（   0％） 1（100.0％）

400～600未満  4 1（25.0％） 1（25.0％） 2（ 50.0％）
600～1200未満 20 9（45.0％） 2（10.0％） 9（ 45.0％）

1200以上 10 3（30.0％） 1（10.0％） 6（ 60.0％）

mMRC Grade 3の1名は背景疾患に間質性肺炎があった．
mMRC: modified British Medical Research Council

せた精密検査受診者37名のうち，COPD確定：
13名，COPD境界：4名，COPD否定：20名で
あった．なお，今回境界例としたのは，可逆性試
験における1秒率が70％を超えたが75％未満で，
症状を有していた症例であり，このような症例に
も留意すべきとするWoodruffら 8）の指摘もあり，
検討に加えた．今回の検討におけるCOPD確定
例13名の精密検査受診者数に対する陽性反応的
中度は35.1％（全喀痰細胞診受診者730名中1.8％）
であった．確定例・境界例を合わせると17名で
あり，これは精密検査受診者の45.9％（730名中
2.3％）にあたる．

　mMRC Grade，喫煙指数別におけるCOPD判
定分布を表4に示す．喫煙指数400未満にCOPD
確定者はいなかったものの，対象人数が少なく
mMRC，喫煙指数とCOPD判定結果に有意な差
があるとはいえなかった．COPD確定・境界例に
おける各問診項目の分布では，他の項目に比べ，
問診8，9，10で該当率がやや高かったが，これ
も対象人数が少ないため，問診項目に有意な差が
あるとはいえなかった（表5）．
　当施設における精密検査の結果より，11名が治
療を開始し，2週間後の再受診にて11名中6名に
おいて，治療前後のCAT問診票で3点以上の症状

表5　COPD確定・境界例およびmMRC別受診者数に対する各問診項目において〇印で回答のあった受診者の割合（％）
mMRC Grade 受診者数 問診5 問診6 問診7 問診8 問診9 問診10 問診11 問診12 問診13

COPD
確定例

1 8 0 0 25.0 50.0  50.0  75.0  12.5 12.5 25.0
2 5 20.0 0 20.0 40.0  40.0 100.0  40.0 0 40.0

COPD
境界例

1 3 0 0 0 33.3 100.0 100.0  33.3 33.3 66.7
2 1 0 0 0 0 0 0 100.0 0 0

mMRC: modified British Medical Research Council
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軽減があった．また，精密検査時喫煙中の8名へ
禁煙指導を行い，再受診時には3名が禁煙，3名
が減煙した．治療継続が必要と考えられる9名は
地域医療機関へ紹介し，終了とした（表6）．

考　察
　COPDは，我が国における2018年の統計によ
ると死亡者数18,572人，男性の死因順位8位に
位置し 9），有病者も約530万人と推定される重要
な疾患である 2）．COPD患者の早期発見から診断・
治療へと導くための検討や報告が行われている
が 10-15），いまだ適切な方法は確立されていない．
　厚生労働省は2012年に「健康日本21（第2次）」
を公表し，22年度までにCOPD認知度80％とい
う目標を掲げたが 16），2018年のGOLD日本委員
会の調査によると認知度は28.1％であり17），COPD
はいまだ認知度の低い疾患である．
　今回の調査は，既存の肺がん検診の場を活用し
て，COPDが高い濃度で含まれていると考えられ
る喀痰細胞診の対象である高危険群，すなわち重
喫煙者を対象とすることにより，人的資源や費用
を極力抑えることが可能であった．
　その結果，労せずして多数の参加を得ることが
できた．COPDの認知度向上に関しては，すべて
の対象住民に情報を提供することはできなかった
が，検診を受診した重喫煙者に対するCOPDの
啓発には寄与できたと考える．COPD単独の検診
では人々の関心は薄いが，今回のように高危険群
へのアプローチは興味を惹き，また，集団検診の
機会を利用して問診票に記入するだけという手軽
さも，多くの受診者に受け入れられた一因であろ
うと考える．
　今回の検討では，COPD検診をできるだけ既存
の検診の枠組みを利用して人手や経費をかけず，

高い陽性反応的中度の実現を目的とした．従来，
我が国において住民に対して実施された問診票に
よるCOPD検診の検討をみると，IPAG12），COPD-
PS18），COPD-Q19）などによる報告があり，高い
水準で行われているが，要精密検査率が高い一
方，陽性反応的中度は20％以下と低い．そのた
め，COPD検診を一般化させるためには，効率性
や経済性の面で課題が残る．
　しかし，カットオフ値を上げることにより感度
が低下すれば，他方で陽性反応的中度を上げるこ
とができる．COPDは悪性疾患ではないことから，
実現可能性を追求するうえで感度を下げ，陽性反
応的中度を上げるという試みは意義があると考え
られた．したがって，感度が低下する欠点を有す
るが，陽性反応的中度を上げて，効率的な検診を
行うことを第一の優先事項とした．
　そこで，もっともCOPDの症状を反映する問診
の一つとされるmMRCを問診項目の中心に据え
て，Grade 2以上を要精密検査とすることを計画
した．
　検診を実施してみると，重喫煙群であったにも
かかわらず，mMRCのGrade 2以上は16名のみ
で，Grade 1が96名と多くみられた．精密検査処
理能力と受診者の送迎バスの確保という制約もあ
り，要精密検査者をCOPD検診受診者の約20％
程度以下を目安と考え，Grade 1の50％を精密検
査対象とし，mMRC以外のチェックされた問診
項目の数の多いものから順に半数を選択した．
　今回は地域医療機関の協力もあり，要精密検査
とした64名中37名の精密検査結果が得られ，17
名のCOPD確定・境界例を拾い上げることができ
た．結果として37名中13例が確定し，35.1％と
いう比較的高い陽性反応的中度を得ることができ
た．また，当施設にて治療・指導を行った受診者
のなかには，QOLの改善例，禁煙・減煙の成功
例があり，生活習慣病としてのCOPDに対する一
般住民レベルの介入方法が確立していない状況を
打破しうる可能性が示唆され，今回の調査は貴重
な実証的介入であったと考える．一方で，精密検
査対象者のうち4割が未検査であった．未検査と
考えられる受診者に連絡して再度精密検査の受診

表6　当施設にて精密検査実施後の指導内容
医師による判定 医療機関紹介 有症状時受診 合計

COPD境界 3 0 3
COPD軽度 3 0 3

COPD中等度 1 2* 3
COPD高度 2 0 2

*今回継続治療希望せず
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を促すことも不可能ではないと考えられ，今後の
課題である．
　今回使用した問診票では，際立って有用と考え
られる項目は見受けられなかった．今回の対象者
のほとんどが喫煙者と偏った集団であることや，
受診者のCOPDの有無を全員には判断していな
いことより，感度は測定できないため，各項目が
COPD発見にどの程度寄与するかについての詳細
な検討は行えなかった．問診票の妥当性について
の見直し，検討も同様に今後の課題である．

結　語
　肺がん集団検診において，問診票を利用し
COPD検診を行い，未診断のCOPD患者を拾い
上げることは可能である．

　なお，本論文の要旨は第60回日本人間ドック
学会学術大会（2019年，岡山）において発表した．

利益相反
　本調査における利益相反はない．

文　献
 1） 日本呼吸器学会COPDガイドライン第5版作成委員会編：

第Ⅰ章　疾患概念と基礎知識．COPD（慢性閉塞性肺疾患）
診断と治療のためのガイドライン2018［第5版］，日本呼
吸器学会，東京，2018，13-14.

 2） Fukuchi Y, Nishimura M, Ichinose M, et al: COPD in 
Japan: the Nippon COPD Epidemiology study. Respirolo-
gy 2004; 9: 458-465.

 3） 日本呼吸器学会COPDガイドライン第5版作成委員会編：
第Ⅱ章　診断．COPD（慢性閉塞性肺疾患）診断と治療の
ためのガイドライン2018［第5版］，日本呼吸器学会，東
京，2018，48.

 4） 繁田正子，中澤敦子，中山昌彦ほか：人間ドックにおけ
る慢性閉塞性肺疾患（COPD）早期発見の重要性．人間
ドック 2003；18：25-28.

 5） GOLD日本委員会：慢性閉塞性肺疾患の診断，治療，予
防に関するグローバルストラテジー2011年改定版．

2012，https://goldcopd.org/wp-content/uploads/2016/ 
04/GOLDReport2011_Japanese.pdf［2020.1.7］

 6） Bestall JC, Paul EA, Garrod R, et al: Usefulness of the 
Medical Research Council（MRC）dyspnea scale as a mea-
sure of disability in patients with chronic obstructive pul-
monary disease. Thorax 1999; 54: 581-586.

 7） 仙台COPDの会：COPD Smile Sheet．http://sendaicopd.
web.fc2.com/download/smilesheet.pdf［2020.3.30］

 8） Woodruff PG, Barr RG, Bleecker E, et al: Clinical signifi-
cance of symptoms in smokers with preserved pulmonary 
function. N Engl J Med 2016; 374: 1811-1821.

 9） 厚生労働省：平成30年（2018）人口動態統計月報年計（概
数）の概況．2019，https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/ 
hw/jinkou/geppo/nengai18/index.html［2019.12.18］

10） 厚生労働省：今後の慢性閉塞性肺疾患（COPD）の予防・
早期発見のあり方について．2010，https://www.mhlw.
go.jp/stf/houdou/2r9852000000z9eb-img/2r9852000000 
z9gj.pdf［2019.12.19］

11） 小倉 剛，手島建夫，守谷欣明ほか：人間ドック健診を対
象としたCOPD質問票のスクリーニング効果の検討．日
呼吸会誌 2009；47：971-977.

12） 安藤守秀：特定健診を用いた慢性閉塞性肺疾患（COPD）
検診の試み．日呼吸会誌 2015；4：52-58.

13） 柳堀朗子，藤澤武彦，鈴木公典ほか：COPDスクリーニ
ング高リスク群における気流閉塞該当者の特徴から見た
COPD問診票の検討．調研ジャーナル 2014；3：19-31.

14） 山路治子：人間ドックにおける呼吸器疾患スクリーニン
グの可能性～肺の生活習慣病，慢性閉塞性肺疾患（COPD）
の早期発見を中心に～．調研ジャーナル 2017；6：4-11.

15） 寒川卓哉，井上博雅：日本人を対象としたCOPDスク
リーニング問診票．『呼吸』eレポート 2017；1：66-72.

16） 厚生労働省：健康・医療：国民の健康の増進の総合的な
推進を図るための基本的な方針．2012，https://www.mhlw.
go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/
kenkounippon21.html［2019.11.19］

17） GOLD日本委員会：COPD情報サイト・COPD認知度把
握調査の実施．2018，http://www.gold-jac.jp/copd_facts_
in_japan/copd_degree_of_recognition.html［2019.11.19］

18） Tsukuya G, Samukawa T, Matsumoto K, et al: Compari-
son of the COPD Population Screener and International 
Primary Care Airway Group questionnaires in a general 
Japanese population: the Hisayama study. Int J Chron 
Obstruct Pulmon Dis 2016; 11: 1903-1909.

19） Samukawa T, Matsumoto K, Tsukuya G, et al: Develop-
ment of a self-scored persistent airflow obstruction 
screening questionnaire in a general Japanese population: 
the Hisayama study. Int J Chron Obstruct Pulmon Dis 
2017; 12: 1469-1481.

（論文受付日：2020.1.29　論文採択日：2020.6.29）



62 ( 594 ) 人間ドック　Vol.35  No.4  2020年

Study of the Feasibility of COPD Screening during Lung Cancer  
Screening Using a Questionnaire

Mika Sato, Tsuyoshi Kato, Yukiko Dazai, Kiyo Takeda, Yukie Sasaki, Miho Asano,  
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Miyagi Anti-tuberculosis Association

Abstract

Objective: In Japan, the prevalence of COPD increases with smoking history and age. 
During a population-based lung cancer screening, we conducted COPD screening of these 
highly prevalent aged smoking group using a questionnaire. We investigated whether 
COPD patients could be identified and whether they could be effectively treated. Further-
more, the feasibility and usefulness of COPD screening were assessed.
Methods: A questionnaire, including items from the mMRC questionnaire and other 
items related to subjective symptoms, such as shortness of breath, cough, and sputum, was 
distributed among 730 patients who underwent sputum cytology examination during lung 
cancer screening performed annually in Miyagi Prefecture. Based on the results of the ques-
tionnaire, we evaluated the possibility of COPD in all the study participants. Thereafter, we 
identified patients who required further examination and recommended that they should 
be examined at our institution or by their family doctors.
After further examination, including lung function tests, treatment with inhalants and 
smoking cessation guidance were provided as necessary. Two weeks later, a reexamination 
of the lung function was conducted to confirm improvement of COPD, and the affected 
patients were referred to a primary care doctor.
Results: Of 730 patients, 306 completed the questionnaire. After evaluating patients for 
COPD using the questionnaire, 64 patients were selected to undergo a detailed examina-
tion.
A pulmonary function test confirmed the diagnosis of COPD in 13 patients and identified 
four additional borderline COPD cases.
Of 11 patients treated at our facility, six experienced a reduction in the symptoms by ≥ 3 
points in the CAT questionnaire after treatment. 
Eight people who smoked at the time of pulmonary function test examination were in-
structed to discontinue smoking, and three people subsequently quitted smoking and three 
reduced smoking.
Conclusion: Patients with confirmed or borderline COPD were diagnosed using a ques-
tionnaire distributed during lung cancer mass screening. Using treatment and intervention, 
we improved the quality of life of patients and successfully introduced smoking cessation in 
many cases. Thus, this COPD screening could be considered useful and feasible.

Keywords: COPD, lung cancer screening, questionnaire, smoking cessation
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はじめに
　高尿酸血症は痛風の原因のみならず，メタボリッ
クシンドローム，高血圧，糖尿病，心血管疾患，
腎機能低下のリスク因子と考えられている 1）．特
にCKDは，高齢化とともに増加し，末期腎不全
や心血管疾患の重要なリスク因子である．高尿酸
血症診療は，腎機能低下に及ぼす影響も考慮して
行われなければならない 2）．
　日本痛風・核酸代謝学会の高尿酸血症・痛風の
治療ガイドラインでは，血清尿酸値が7.0mg/dL
以下でも生活習慣病のリスクが高まると指摘して
いるが，明確な基準値はいまだ示されておらず，
男女共尿酸沈着症の観点より尿酸の析出する濃度
の7.0mg/dL以上を高尿酸血症と定義している 3）．
日本人間ドック学会の判定区分でも，7.9mg/dL
までをB軽度異常，8.0～8.9mg/dLをC要経過観
察，9.0mg/dL以上をD要医療として，痛風発作

10年間の平均尿酸値よりみた尿酸の腎機能低下への影響
亀谷富夫

要　約
目的：高尿酸血症は慢性腎臓病（CKD）のリスク因子である．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が，平均尿酸値（mean uric acid: MUA）
で長期間観察した研究は少ない．今回，MUAとCKDについて10年間の観察で男女別に検討した．
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一日ドックとして受診
し，2019年3月28日まで再診し，糖尿病患者，高血圧患者，eGFR 60mL/分 /1.73m2未満の者を
除外した男性1,429名，女性1,652名を対象とした．観察開始時尿酸値または観察期間中の平均尿
酸値で，A群（男性5.9mg/dL以下，女性4.4mg/dL以下），B群（男性6.0～6.9mg/dL，女性4.5～
5.4mg/dL），C群（男性7.0～7.9mg/dL，女性5.5～6.4mg/dL），D群（男性8.0mg/dL以上，女性
6.5mg/dL以上）の4群に分けて検討した．観察期間中にeGFR 60mL/分 /1.73m2未満となった場合
をCKD発症とした．
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，飲酒量，eGFR，高尿酸血症治療の有無で調整した．平均尿酸値での検
討では，CKD発症ハザード比は男性でA群1，B群1.34（p＝0.07），C群1.64（p＜0.04），D群2.32
（p＜0.04）であった．女性では，A群1，B群1.22（p＜0.19），C群2.18（p＜0.001），D群11.20
（p＜0.001）であった．
結論：観察開始時の尿酸値より平均尿酸値を使用した方が長期のCKD発症を検討するには有用と
思われた．また，女性は男性より尿酸の影響を強く受けやすいと考えられた．

キーワード　尿酸，性，慢性腎臓病，平均尿酸値

予防の観点のみから男女の区別もしていない 4）．
しかし，男女で尿酸のCKD発症に関する感受性
が違う報告は多い．
　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
みられるが，長期間の平均尿酸値で観察した研究
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年間の観察で男女別に検討した．

対象と方法
　2008年4月1日から2011年3月31日まで富山
県厚生連高岡健康管理センターの一日ドックを受
診した6,635名を対象とした．2019年3月28日
までに再診のない1,798名を除外した．さらに空
腹時血糖（FBG）126mg/dL以上，糖尿病薬で治療
中のもの，収縮期血圧140mmHg以上，拡張期血
圧90mmHg以上，高血圧治療中のもの1,512名，



64 ( 596 ) 人間ドック　Vol.35  No.4  2020年

eGFR 60mL/分 /1.73m2未満244名を除外した．
最終的に男性1,429例（平均年齢52.8±12.3歳），
女性1,652例（平均年齢53.2±10.7歳）を対象と
して，後ろ向きに10年間観察した（図1）．
　採血は早朝空腹時に行い，クレアチニン（Cr），
FBG，中性脂肪（TG），γ-GTPを測定した．eGFR
は，日本人のGFR推算式を用いて算出した
（eGFRcreat（mL/分 / 1 . 73 m 2）＝194×血清Cr
（mg/dL）－1.094×年齢（歳）－0.287，女性の場合には
×0.739）．
　観察開始時の尿酸値または経過観察中の平均尿酸
値でA群（男性～5.9mg/dL，女性～4.4mg/dL），
B群（男性6.0～6.9mg/dL，女性4.5～5.4mg/dL），
C群（男性7.0～7.9mg/dL，女性5.5～6.4mg/dL），

D群（男性8.0mg/dL～，女性6.5mg/dL～）の4群
に分けた．測定値は平均値±標準偏差で示した．多
重比較は一元配置分散分析で行った．独立性の検
定はχ 2検定で行った．またCKDをeGFR 60mL/
分 /1.73m2未満と定義し，経過中にCKD発症と
なるハザード比は，Cox比例ハザード検定を使用
し，年齢，eGFR，BMI，FBG，TG，γ-GTP，血
圧，飲酒量，高尿酸血症治療の有無で調整し検討
した．統計処理はエクセル統計2017（社会情報
サービス，東京）で行い，有意水準は両側検定で
危険率5％とした．
　なお，本研究は厚生連高岡病院の臨床研究に関
する倫理マニュアルと個人情報保護マニュアルを
遵守して行った．

図1　対象者選定のフローチャート
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結　果
　観察開始時尿酸値で分類した男性受診者の特性
では，年齢では，B群，C群，D群ともA群に比
べ有意に若く，BMIも有意に高値であった（表1，
p＜0.001）．観察開始時のeGFRは，B群，C群
ともA群に比べ有意に低値であった（p＜0.003）．
γ-GTPとTGはB群，C群，D群ともA群に比べ
有意に高値であった（p＜0.001）．飲酒量では，A
群に比べC群で有意に高値であった（p＜0.05）．
尿酸降下薬の使用頻度では，C群，D群で高く有
意差がみられた（p＜0.001）．観察期間中のCKD

発症率は，A群12.0％，B群15.0％，C群17.8％，
D群で22.9％と尿酸値上昇につれて増加し有意
差を認めた（p＜0.002）．
　女性受診者では，B群，C群，D群でA群に比
べ年齢が高かった（表2，p＜0.03）．BMIは，B群，
C群，D群でA群に比べ有意に高値であった（p＜
0.001）．観察開始時のeGFRは，B群，C群，D
群でA群に比べ有意に低値であった（p＜0.001）．
γ-GTPとTGは，B群，C群，D群でA群に比べ
有意に高値であった（p＜0.001）．飲酒量では，D
群で高値であったが有意ではなかった．また尿酸

表1　観察開始時尿酸分類による男性対象者の特性
観察開始時尿酸値

総計 p値A群　　　　　 B群 C群  D群
～5.9mg/dL 6.0～6.9mg/dL 7.0～7.9mg/dL  8.0mg/dL～

人数 761 413 185 70 1429
年齢  55.8 ±12.0  50.6 ±12.4  48.3 ± 10.7   46.2 ± 10.8  52.8 ± 12.3 ＜0.001
BMI（kg/m2） 22.1± 2.6 23.2 ± 3.0 24.0 ± 3.3  24.6 ± 3.8 22.8 ± 3.0 ＜0.001
尿酸値（mg/dL）  5 .0 ± 0.7  6.4 ± 0.3  7.4 ± 0.3   8.5 ± 0.6  5.8 ± 1.0
eGFR（mL/分 /1.73m2）  87.3 ±14.1  84.8 ±13.9  82.1± 11.5   82.1± 12.5  85.7 ± 13.8 ＜0.003
収縮期血圧（mmHg） 115.9 ±11.8 116.5 ±11.2 117.2 ± 11.5  117.5 ± 12.0 116.3 ± 11.6 ns
拡張期血圧（mmHg） 73.7 ± 9.4 75.1± 8.7 75.8 ± 9.1  76.8 ± 9.0 74.5 ± 9.2 ns
空腹時血糖（mg/dL） 99.9 ± 8.8 99.0 ± 8.8 99.5 ± 8.9 100.1± 8.1 97.6 ± 8.8 ns
γ -GTP（U/L）  39.0 ± 50.3  47.6 ± 50.1  63.7 ± 70.1   65.6 ± 42.9  46.0 ± 53.7 ＜0.001
TG（mg/dL） 106.4 ± 74.7 128.7 ± 83.4  156.3 ±110.6   185.5 ±130.9 123.2 ± 88.9 ＜0.001
飲酒量（g／日）  16.5 ±19.8  17.6 ±19.8  23.3 ± 22.0   18.9 ± 18.9  17.5 ± 20.3 ＜0.002
尿酸降下薬使用率（％） 0.9 1.0 7.0 22.9 2.8 ＜0.001
CKD発症率（％） 12.0 15.0 17.8 22.9 14.1 ＜0.002
平均観察期間（年）  7 .4 ± 3.1  7.5 ± 3.1  8.2 ± 2.7   7.8 ± 2.9  7.2 ± 3.1

表2　観察開始時尿酸分類による女性対象者の特性
観察開始時尿酸値

総計 p値A群　　　　　 B群 C群  D群
～4.4mg/dL 4.5～5.4mg/dL 5.5～6.4mg/dL  6.5mg/dL～

人数 978 523 134 17 1652
年齢  52.5 ±10.9  54.1±10.0  54.5 ± 10.4  57.0 ± 8.7  53.2 ± 10.7 ＜0.03
BMI（kg/m2） 21.0 ± 2.6 21.8 ± 2.6 22.9 ± 3.4  23.7 ± 2.1 21.4 ± 2.7 ＜0.001
尿酸値（mg/dL）  3 .7 ± 0.6  4.8 ± 0.3  5.8 ± 0.3   6.8 ± 0.3  4.3 ± 0.8
eGFR（mL/分 /1.73m2）  88.7 ±15.5  82.7 ± 13.3  80.0 ± 12.8   77.7 ± 10.4  86.0 ± 15.0 ＜0.001
収縮期血圧（mmHg） 114.4 ±12.5 116.6 ±12.2 118.5 ±11.4 124.3 ± 9.7 115.5 ±12.4 ns
拡張期血圧（mmHg） 70.1± 9.5 71.6 ± 9.5 72.5 ± 8.9  78.0 ± 5.6 70.9 ± 9.5 ns
空腹時血糖（mg/dL） 94.8 ± 8.0 96.3 ± 9.0 96.9 ± 9.2   98.8 ± 12.0 95.5 ± 8.5 ＜0.004
γ -GTP（U/L）  18.8 ±14.4  22.6 ±17.7  25.8 ± 46.5   46.5 ± 35.1  20.9 ± 17.4 ＜0.001
TG（mg/dL）  79.9 ± 44.6  91.0 ± 48.6  94.3 ± 43.5  111.5 ± 39.1  84.9 ± 46.2 ＜0.001
飲酒量（g／日）  3 .0 ± 8.5   4.0 ±10.6   5.3 ±14.7    9.2 ±12.1   3.5 ±10.8 ns
尿酸降下薬使用率（％） 0 0.2 0 0 0.06 ns
CKD発症率（％） 10.9 15.7 22.4 29.4 13.5 ＜0.001
平均観察期間（年）  7 .0 ± 3.2  6.5 ± 3.2  6.2 ± 3.3   6.6 ± 3.1  6.7 ± 3.1 ns
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降下薬使用は，B群で1例のみ認められた．CKD
発症率は，A群10.9％に比しB群で15.7％，C群
で22.4％，D群29.4％と有意に高値であった（p＜
0.001）．
　eGFR 60mL/分 /1.73m2未満のCKD発症の有
無を目的変数として，4群のハザード比をCox比
例ハザード検定にて計算した（表3）．モデル2で
は年齢，FBG，血圧，BMI，γ-GTP，TG，飲酒量，
観察開始時eGFR，さらに男性のみで尿酸降下薬
の使用の有無で調整を行った．男性では，各因子
で調整してないモデル1で観察開始時尿酸値で分
類した場合，A群に比しD群2.03倍（p＜0.01）と
有意にCKD発症が増加していた．しかし，各因
子で調整すると有意差は認めなかった．一方，平
均尿酸値で分類した場合，モデル1でA群に比し
B群1.39倍，C群1.71倍，D群3.20倍と有意に
増加していた（それぞれp＜0.04，p＜0.02，p＜
0.002）．しかも因子で調整後もC群1.64倍，D

群2.32倍と有意にCKD発症を認めた（それぞれ
p＜0.04）．
　女性ではモデル1で，観察開始時尿酸値で分類
した場合，A群に比しB群1.63倍，C群2.51倍，
D群3.19倍（それぞれp＜0.001，p＜0.001，p＜
0.02）と有意にCKD発症が増加していた．しか
し，各因子で調整すると有意差は消失した．平均
尿酸値で分類した場合，モデル1でA群に比しB
群1.94倍，C群3.80倍，D群11.55倍と有意に
増加していた（それぞれp＜0.001）．しかも因子
で調整後もC群2.18倍，D群11.20倍と有意に
CKD発症を認めた（それぞれp＜0.001）．

考　察
　今回の平均6.7年間の観察研究では，男性で
CKD発症のハザード比は，平均尿酸値5.9mg/dL
以下と比較し7.0～7.9mg/dL群で1.6倍，8.0mg/dL
以上群で2.3倍と有意に上昇していた．女性では，

表3　Cox比例ハザード法による各群のCKD発症ハザード比

共変量
男性 女性

ハザード比 95％CI p値 ハザード比 95％CI p値
モデル1
　観察開始時尿酸値
　　A群 1  1
　　B群 1.265 0.916 1.747 ns  1.628 1.221  2.173 ＜0.001
　　C群 1.383 0.929 2.061 ns  2.507 1.671  3.762 ＜0.001
　　D群 2.028 1.192 3.451 ＜0.01  3.192 1.301  7.831 ＜0.02
　平均尿酸値
　　A群 1  1
　　B群 1.393 1.026 1.892 ＜0.04  1.939 1.451  2.593 ＜0.001
　　C群 1.714 1.122 2.619 ＜0.02  3.804 2.537  5.703 ＜0.001
　　D群 3.196 1.552 6.594 ＜0.002 11.549 4.243 31.430 ＜0.001
モデル2
　観察開始時尿酸値
　　A群 1  1
　　B群 1.313 0.94 1.835 ns  0.889 0.659  1.199 ns
　　C群 1.126 0.724 1.753 ns  0.973 0.627  1.509 ns
　　D群 1.402 0.746 2.632 ns  0.594 0.231  1.524 ns
　平均尿酸値
　　A群 1  1
　　B群 1.338 0.97 1.844 ns  1.221 0.903  1.652 ns
　　C群 1.639 1.044 2.574 ＜0.04  2.181 1.405  3.384 ＜0.001
　　D群 2.323 1.071 5.040 ＜0.04 11.202 3.813 32.907 ＜0.001

尿酸値：A群（男性≦5.9mg/dL，女性≦4.4mg/dL），B群（男性6.0～6.9mg/dL，女性4.5～5.4mg/dL），C群（男性7.0～
7.9mg/dL，女性5.5～6.4mg/dL），D群（男性≧8.0mg/dL，女性≧6.5mg/dL）.
モデル1：調整なし．モデル2：年齢，BMI，eGFR，収縮期血圧，拡張期血圧，γ-GTP，FBG，TG，飲酒量，尿酸治療の
有無（男性のみ）で調整．
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CKD発症のハザード比は5.5～6.4mg/dL群で2.2
倍，6.5mg/dL以上群で11.2倍と有意に上昇して
いた．以上より高尿酸血症はCKD発症の独立した
因子と考えられた．Weinerら 5）は，13,338例8.5
年間のコホート研究で尿酸1mg/dLの増加でCKD
が1.07倍発症すると報告している．Kawashima
ら 6）も，日本人男性1,285例を7.9年間観察し尿酸
7mg/dLより高値群で，7mg/dL以下に比べeGFR 
60 mL/分 /1.73 m2未満のCKDは3.99倍発症し
たと報告している．辻ら 7）は，同じく日本人男性
7,026例を最長10年間観察し尿酸5.1mg/dL以下
に比べ7.1mg/dL以上でCKDは1.6倍発症すると
報告している．
　Huら 8）は，糖尿病や高血圧を合併していない
6,776人の女性横断研究でCKD合併率は，尿酸
5.7mg/dL以上は尿酸4.5mg/dL未満に比べ3.1
倍であったと報告し，また非線形重回帰分析で
CKD発症する尿酸閾値は4.5mg/dLとしている．
高尿酸血症がCKDを発症する機序は，血管収縮
物質のエンドセリン1を分泌し，糸球体高血圧，
輸入細動脈の動脈硬化，尿細管間質の線維化が進
み腎障害が発生すると考えられている 9）．
　近年はベースの尿酸値よりは尿酸変化量の方が
大きなリスク因子であるとする報告が多い 10）．
Isekiら 11）は，16,630例の10年間観察研究で観察
開始時尿酸が7mg/dL未満と正常であっても10年
後7mg/dL以上の高尿酸血症がある例では，尿酸
1mg/dL増加につれてeGFRは4.19mL/分 /1.73m2

と高尿酸血症が持続した例よりも低下すると報告
している．Kuwabaraら 12）も，12,578例の5年間
のコホート研究でeGFR 20.6mL/min/1.73m2以
上の低下がベースの尿酸1mg/dL増加で1.27倍，
経過中の尿酸1mg/dLの増加で3.77倍起きると報
告し，ベースラインの高尿酸血症とその後の尿酸
増加とは腎機能低下の独立したリスク因子として
いる．またKawamotoら 13）も，1,095例，3年間
のコホート研究でeGFR低下は尿酸のベースライ
ン値と変化量に独立して相関し，尿酸の変化量の
方が影響が大きいと報告している．しかし，Ye
ら 14）は，我々と同じように6年間の平均尿酸値で
調査して，観察開始時尿酸値より平均尿酸値を使

用した方が尿酸が低値な領域でも有意差を認め有
用であると報告している．今回の研究でも観察開
始時の尿酸値より平均尿酸値を使用した方が明ら
かに有用と思われた．観察開始時尿酸値または尿
酸値の変化量を検討するのは変化の一部分しかみ
ていないと思われる．本来，尿酸は食習慣，運動
習慣などの影響を受け変動しやすい．1回の測定
値よりは，CKD発症に関しては経時的な平均尿
酸値が重要であると思われる．多くの観察研究が
ベースラインと観察終了時の2回のみでしか検討
しておらず，今回は複数回の尿酸値の平均で長期
観察し分析したのは意義があると思われる．
　今回の研究でも，糖尿病と高血圧を除外した観
察者の平均尿酸値は男性5.8mg/dL，女性4.3mg/
dLと約1.5mg/dLの男女差があった．女性は，男
性に比べ尿細管での尿酸再吸収が少ないと報告さ
れている 15）．尿酸値の男女差については，性ホル
モンの影響が考えられている．若い女性では，黄
体期にエストロゲン分泌により尿酸値が最低にな
るサイクルがあり 16），閉経期は尿酸6mg/dL以上
の高尿酸血症は2.1倍多くなると報告されてい
る 17）．エストロゲンは，尿細管のUrat1やGlut9
などの尿酸再吸収のトランスポーターや腎尿細管
の尿酸分泌に働くABCG2，OAT1やOAT3トラ
ンスポーターを抑制し，一方アンドロゲンやプロ
ゲステロンは，エストロゲンの効果を抑制し，糸
球体濾過量，尿酸クリアランスを増加すると報告
されている 18-20）．
　また今回の観察では，CKD発症は男性では尿
酸7.0mg/dL以上，女性では5.5mg/dL以上から
有意に上昇しており，明らかに尿酸の腎機能に及ぼ
す影響は男女で違うと考えられる．しかも女性で
は，尿酸6.5mg/dL以上で11.2倍と著明なCKD
発症が認められており，男性に比べ尿酸の影響を
受けやすいと考えられる．Isekiら 21）は，2001年
に腎機能正常な6,210例を2年間観察し，尿酸
8mg/dL以上で尿酸5mg/dL未満に比べ，男性で
クレアチニン1.4mg/dL以上になる相対リスクは
2.9倍，女性でクレアチニン1.2mg/dL以上にな
る相対リスクは10.4倍と報告している．さらに
2004年に沖縄の健診者48,177例を7年間観察し
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て，女性では尿酸6mg/dL以上で腎不全が有意に
5.7倍発症したが男性では有意な上昇はなかった
と報告している 22）．また，Obermayrら 23）も尿酸
7mg/dL以上で，CKD発症リスクは男性1.7倍，
女性3.1倍と女性の方が高いと報告している．
Kameiら 24）は，CKDが出現する尿酸の閾値は，
男性で6.3mg/dL，女性で5.5mg/dLとしている．
Kontaら 25）も微量アルブミン尿が出現する尿酸の
閾値は男性で7mg/dL以上，女性で6mg/dL以上
と報告している．CKD発症からみた尿酸の基準
値は，報告者によって違いはあるが，女性は男性
に比べ低値であるのは間違いないと思われる．
　Maruhashiら 26）は，閉経後の女性では尿酸
1mg/dL増加ごとに血管内皮機能低下が1.27倍認
められたが閉経前には関係が認められなかったと
高尿酸血症の動脈硬化進展には女性ホルモンの関
与が大きいと報告している．Zhaoら 27）は，2,834
人の閉経後女性を12.1年観察し，テストステロ
ン／エストラジオール比が1SD増加するごとに
1.45倍冠動脈疾患が増加すると報告している．テ
ストステロンとエストロゲンは，動脈硬化予防に
相乗的効果があり，バランスが動脈硬化の進行に
重要であると考えられてきている 28）．女性が男性
よりCKD発症に尿酸の影響を受けやすいのは，
テストステロン／エストラジオール比が閉経に
よって男性よりも大きく変化する可能性があるた
めと考えられる．
　以上より，女性は男性よりも低値の尿酸から
CKD発症の影響を受け，また強く影響を受ける
と考えられ，基準値は男性と女性は区別するべき
と考えられた．
　本研究の限界は，男女とも比較的高齢者が多
く，特に女性では閉経者が多いと考えられバイア
スがかかっている可能性もある．本研究は健診者
を対象としており，女性では，高尿酸血症を呈す
る症例は少なかった．また男性では，尿酸降下薬
を使用している者を含めての検討であり，薬剤の
尿酸低下以外の影響については不明である．さら
に後ろ向き観察研究であり，尿酸とCKDとの因
果関係は証明されていない．しかし，対象人数は
3,168人で観察期間も9年間弱で研究の信頼性は

あると考えられた．今後，日本人女性での尿酸の
基準値の見直しがCKD発症予防の面からも必要
と思われる．

結　語
　CKD発症のリスクを検討する際に，平均尿酸
値は観察開始時尿酸値より有用と考えられた．
　またCKD発症のハザード比は，男性では，平
均尿酸値7.0mg/dL以上で，女性では，5.5mg/dL
以上で有意に上昇し性差を認めた．しかも女性
は，男性に比べ特に強く高尿酸血症の影響を受け
やすいと考えられた．
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Effect of Mean Uric Acid on Chronic Kidney Disease Incidence

Tomio Kametani

Takaoka Health Care Center, Toyama Prefecture Kouseiren

Abstract

Objective: Hyperuricemia is a risk factor for chronic kidney disease (CKD). I examined 
gender-specific differences in the association between mean uric acid (MUA) and progres-
sion to CKD.
Methods: Between 2008 and 2011, 3,166 participants from the Takaoka Health Care 
Center who did not have diabetes or hypertension, or an eGFR<60mL/min/1.73m2, were 
followed up for an average of 6.7 years. Study participants were divided into four groups 
according to results of baseline uric acid or follow-up MUA. CKD was defined as an 
eGFR<60mL/min/1.73m2.
Results: In men, patients with MUA < 6mg/mL were used as the baseline group and mul-
tivariate adjusted hazard ratios for incident CKD were: 1.34 (95% CI: 0.97–1.84, p=0.07) 
in patients with MUA ranging from 6 to < 7mg/dL, 1.64 (95% CI: 1.04–2.57, p<0.04) in 
patients with MUA ranging from 7 to < 8mg/dL, and 2.32 (95% CI: 1.07–5.04, p<0.04) in 
patients with MUA > 8mg/dL. In women, patients with MUA < 4.5mg/dL were the base-
line group and hazard ratios for incident CKD were: 1.22 (95% CI: 0.90–1.65, p=0.19) 
when MUA ranged from 4.5 to < 5.5mg/dL, 2.18 (95% CI: 1.41–3.38, p<0.001) when MUA 
ranged from 5.5 to < 6.5mg/dL, and 11.20 (95% CI: 3.81–32.91, p<0.001) when MUA was 
> 6.5mg/dL.
Conclusions: MUA is a better predictor of CKD compared to baseline uric acid. The risk of 
CKD was higher when MUA was > 7mg/dL in men and > 5.5mg/dL in women. Hyperuri-
cemia was associated with a higher risk of CKD in women compared to men.

Keywords: uric acid, gender, chronic kidney disease, mean uric acid
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緒　言
　近年，我が国における急速な高齢化や生活様式
の欧米化により，脳心血管病（cerebral cardiovas-
cular disease: CVD）が増加している 1）．そのよう
ななかで，2014年からは腹部超音波検査での対
象臓器に大動脈の観察（大動脈および大動脈周囲
のリンパ節）が含まれるようになった 2）．さらに，
2016年にはCVDによる年齢調整死亡率の減少と
健康寿命の延伸を目的とした「脳卒中と循環器病
克服5ヵ年計画」が策定され 1），CVDへの取り組
みは喫緊の課題になっている．そこで我々は，腹
部超音波検査で得られた腹部血管の所見について
調査し，今後の健診における課題について検討を
行った．

対象および方法
　2015年度から2017年度に職域を中心とした健
康診断にて腹部超音波検査を受検した10,594名，

健診腹部超音波検査による腹部動脈疾患の評価
長谷部靖子　尾上秀彦　松木直子　渡邉早苗　八木 完

要　約
目的：近年，我が国における急速な高齢化や生活様式の欧米化により，脳心血管病（cerebral 
cardiovascular disease: CVD）が増加しており，CVDへの取り組みは喫緊の課題になっている．今
回，腹部超音波検査で得られた腹部血管の所見について調査し，今後の健診における課題を検討し
た．
方法：2015年度から2017年度に健診腹部超音波検査を受検した10,594名を対象とし，腹部動脈
の所見と背景因子を調査した．
結果：腹部超音波検査にて指摘した所見は，腹部大動脈瘤8名（0.08％），総腸骨動脈瘤4名
（0.04％），内臓動脈瘤6名（0.06％）（脾動脈2名，腎動脈3名，右胃大網動脈1名）であった．また，
腹部大動脈の穿通性アテローム性潰瘍（penetrating atherosclerotic ulcer: PAU）は10名（0.09％）に
認めた．粥状硬化は腹部大動脈と腸骨動脈病変で強く，内臓動脈瘤では目立たなかった．
結論：健診腹部超音波検査で動脈疾患を指摘することは，CVDによる死亡率の減少と健康寿命の
延伸のために意義がある．内臓動脈瘤の指摘には嚢胞と確信の持てない無エコー腫瘤に対して，カ
ラードプラやFast Fourier Transform 解析（FFT解析）を行うことが重要である．腹部大動脈の走査
では，腹腔動脈，上腸間膜動脈，腎動脈の起始部や腸骨動脈の狭窄評価，特に粥状硬化が目立つ症
例では血管内膜下の低エコーの有無を確認しながら可能な限り腸骨動脈末梢まで走査することが
PAUの前駆病変やPAU，動脈瘤の評価には必要である．

キーワード　腹部大動脈瘤，総腸骨動脈瘤，内臓動脈瘤，穿通性アテローム性潰瘍

（延べ17,906名）が対象である．検査レポートよ
り腹部血管に所見があるものを抽出し，画像にて
血管の再評価を行ったうえで血管疾患症例の背景
因子を調査した．
　動脈瘤は本来の血管が1.5倍以上に膨れた状態
とされているが，今回の検討では，腹部大動脈瘤
（abdominal aortic aneurysm: AAA）は3cm以上，総
腸骨動脈瘤（common iliac artery aneurysm: CIAA）
は2cm以上のもの，内臓動脈瘤（visceral artery 
aneurysm: VAA）は瘤の直前もしくは直後の血管
径の1.5倍以上に瘤化して観察されたもので診断
した．腹部大動脈粥状硬化の評価基準を図1に示
す．動脈硬化の所見を認めないものを（－），内膜
輝度の上昇や内膜の肥厚・不整が軽度であるもの
を（±），限局性に粗大な石灰化や硬化像を認める
ものを（＋），連続した粗大な石灰化を認め，内腔
の不整を認めるものを（＋＋）と評価した．
　使用機器はLOGIQ P5（General Electric Company, 
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図1　腹部大動脈粥状硬化の評価（ARIETTA 850）
a：動脈硬化の所見を認めないもの（－）
b：内膜輝度の上昇や内膜の肥厚・不整が軽度であるもの（±）
c，d：限局性に粗大な石灰化や硬化像を認めるもの（＋）
e：連続した粗大な石灰化を認め，内腔の不整を認めるもの（＋＋）

表1　性別・年代別　腹部超音波検査受診者数
男性 女性 全体

検査件数 11090 6816 17906
受診者数（重複なし）  6354 4240 10594

平均年齢 49.2 ± 9.9 48.5 ± 9.8 48.9 ± 9.9
～29歳 65（ 1.0％） 56（ 1.3％） 121（ 1.1％）
30歳代 1226（19.3％） 793（18.7％） 2019（19.1％）
40歳代 2430（38.2％） 1661（39.2％） 4091（38.6％）
50歳代 1672（26.3％） 1184（27.9％） 2856（27.0％）
60歳代 835（13.1％） 444（10.5％） 1279（12.1％）
70歳～ 126（ 2 .0％） 102（ 2 .4％） 228（ 2 .2％）
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USA），Aplio 300（キヤノンメディカルシステム
ズ，栃木），ARIETTA 850（日立ヘルスケア，東京），
検査にはコンベックス型探触子（周波数：LOGIQ 
P5 1.8－6.0 MHz，Aplio 300 3.5 MHz，ARIETTA 
850 1－6 MHz）を使用した．
　本検討では，倫理的配慮として，個人が特定で
きない形で匿名化を行い実施した．さらに関連法
令，規則等を遵守していることを確認し，院内お
よびホームページに掲載するオプトアウトにて対
応を行った．また，腹部血管疾患の症例に関して
は，対象者に文書にてインフォームドコンセント
を行い，承諾を得た．

結　果
　腹部超音波検査の性別・年代別受診者数を表1

に示す．腹部超音波検査は3年間で10,594名に
実施しており，男性6,354名（平均年齢49.2±9.9
歳），女性4,240名（平均年齢48.5±9.8歳）であっ
た．また，年齢別受診者割合では，30～50歳代
が多かった．
　腹部動脈疾患の内訳を表2に示す．動脈瘤は18
名（0.17％）に認められ，男性が16名，女性が2名
であった．血管別では，AAA 8名（0.08％），CIAA 
4名（0.04％），VAA 6名（0.06％）（脾動脈2名，腎
動脈3名，右胃大網動脈1名）であった．動脈瘤の
形態では，紡錘状はAAA 6名，CIAA 3名，嚢状
はAAA 2名，CIAA 1名であった．また，VAA 6
名はすべて嚢状であった．AAAとCIAAを合併し
たものはなく，紡錘状CIAAのうち2名に腹部大
動脈の拡大（3cm未満）を認めた．また，10名の
腹部大動脈に大動脈径3cm未満の穿通性アテロー
ム性潰瘍（penetrating atherosclerotic ulcer: PAU）
を認めた．AAAとCIAAはすべて男性であり，女
性は2名ともVAA（脾動脈1名，右胃大網動脈1
名）であった．年代別では，CIAAとVAAは30歳
代から指摘されたのに対し，AAAと腹部大動脈
のPAUはすべて50歳以上での指摘であった．
　腹部動脈疾患の動脈硬化リスク因子・血管評価
を表3に示す．AAA 8名のうち，高血圧3名，脂
質異常4名，糖尿病1名であった．CIAA 4名のう
ち，高血圧3名，脂質異常3名であった．特に瘤 表
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化した2名を含む腹部大動脈PAUの12名では，
高血圧8名，脂質異常10名，糖尿病4名であり，
特に動脈硬化リスク因子の保有割合が高かった．
また，腹部動脈疾患の28名のうち26名が喫煙者
（禁煙者を含む）であった．腹部大動脈の粥状硬化
は，紡錘状CIAA1名を除く腹部大動脈のAAA，
PAU，CIAAの症例で（＋）以上であったが，VAA

では腎動脈瘤1名を除く5名は（－）から（±）であっ
た．経過中にAAA1名，CIAA（嚢状）1名，VAA3
名（脾動脈瘤1名，腎動脈瘤1名，右胃大網動脈瘤
1名）に対し，画像下治療（interventional radiolo-
gy: IVR）が施行された．
　図2～5に腹部血管症例を提示する．図2はPAU
の所見である．腹部大動脈内膜下に10×20mm

図2　穿通性アテローム性潰瘍（penetrating atherosclerotic ulcer: PAU）（Aplio 300）
a：腹部大動脈の総腸骨動脈分岐部より約2cm中枢側の大動脈内膜下に深さ10mm，長さ20mmにわたり低エコー（粥腫）を認める．
b：カラードプラでは内部への血流はない．c：低エコーを覆っていた内膜の一部が崩壊し，内膜は可動性の少ないflap様に観察さ
れる．d：カラードプラにて，低エコー（粥腫）内部に血流信号を認める．

表3　動脈硬化リスク因子・血管評価
腹部大動脈（18症例） 総腸骨動脈（4症例） 内臓動脈（6症例）

AAA
PAU

CIAA VAA
紡錘状 嚢状（PAU） 紡錘状 嚢状（PAU） 脾動脈瘤 腎動脈瘤 右胃大網動脈瘤

症例数 6 2 10 3 1 2 3 1

動
脈
硬
化
リ
ス
ク
因
子

高血圧 2 1 7 2 1 1
脂質異常症 3 1 9 2 1 1 2 1
糖尿病 1 3
高尿酸血症 1 1 6 1 1 1
脂肪肝 3 1 6 1 1 2 1
喫煙歴あり 6 2 9 2 1 2 3 1
（現在禁煙） （5） （6） （1） （1） （1）

メタボリックシンドローム 1 3 1 1 1
脳卒中 1
心疾患 1

血
管
評
価

動脈瘤径　（mm） 30－46 32－33 24－25 30 10－25 12－18 9

腹部大動脈粥状硬化
（－）～（±） 1 2 2 1
（＋） 6 2 7 2 1 1
（＋＋）～ 3

AAA: abdominal aortic aneurysm, CIAA: common iliac artery aneurysm, VAA: visceral artery aneurysm, PAU: penetrating atherosclerotic ulcer.
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図3　脾動脈瘤（Aplio 300）
a：脾門部に11×9mmの無エコー腫瘤を認める（白矢印）．辺縁は石灰化を疑う高エコーを認め，内部エコー輝度は脾臓と異なり，
後方エコーの増強は認めない．b：カラードプラでの観察ではエイリアシングを伴った血流信号を認める．c：Fast Fourier Transform 
解析（FFT解析）にて拍動性の血流を認める．

図4　腎動脈瘤（Aplio 300）
a：右腎門部に18×13mmの無エコー腫瘤を認める．後方エコーの増強は認めない（白矢印）．
b：カラードプラにて内部にエイリアシングを伴った血流信号を認める．c：Fast Fourier Transform 解析（FFT解析）にて拍動性の血
流シグナルを認める．

Ao

pancreas

Ao

SMA

a b

図5　右胃大網動脈瘤（Aplio 300）
a：膵体部腹側に径9×6mmの無エコー腫瘤を認める（白矢印）．明らかな後方エコーの増強は認めない．b：カラードプラにて内部
にエイリアシングを伴った血流信号を認める．
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の低エコーが観察され，翌年の検査で低エコー内
部への血流を認めたため，PAUと診断した．図3

は脾動脈瘤，図4は腎動脈瘤の所見であり，いず
れも脾門部，腎門部に血管と連続性のある無エ
コー腫瘤が観察され，カラードプラで血流信号あ
り，Fast Fourier Transform 解析（FFT解析）にて
拍動性の血流を認めており，動脈瘤と診断した．
図5は右胃大網動脈瘤症例であり，膵体部腹側に
無エコー腫瘤が観察され，カラードプラで血流信
号あり，責任血管不明のVAAとして精査になっ
た．精査CTAにて責任血管は右胃大網動脈と診
断された．

考　察
　健診腹部超音波検査で指摘される血管疾患の多
くはAAAである．解剖学的に，胸腹部大動脈お
よびその分枝動脈起始部，肺動脈は弾性型動脈で
ある．弾性型動脈ではアテローム性動脈硬化が起
こり，内膜の粥腫の増大とともに中膜の弾性線維
が断裂・消失・菲薄化し，外膜方向に膨大すれば
紡錘状動脈瘤，粥状硬化により内膜の潰瘍性病変
から嚢状病変に進行すれば嚢状動脈瘤の形態をと
る．AAAの発見率は，竹内ら 3）は健診腹部超音波
検査で0.03％，妹尾ら 4）は60歳から79歳の男性
を対象とした研究で0.61％と報告している．当
センターの結果では，AAA指摘率は0.08％，60
歳以上の男性に限ると0.62％であった．また，
AAAの危険因子は高齢者，男性，喫煙者，脂質
異常といわれているが 5），今回の症例では8名す
べてが男性，喫煙者であり，約半数に脂質異常も
認めた．形態的にはAAAは紡錘状のものが多く，
今回の検討でも8名のうち6名が紡錘状であった．
また，炎症性動脈瘤に特異的な，大動脈瘤前方ま
たは前側方の低エコー輝度の壁肥厚所見（mantle 
sign）を認める症例はなかった．
　CIAAは4名であり，うち2名が大動脈の拡張
を伴っており，1名が両側性，2名に閉塞性動脈
硬化症（arteriosclerosis obliterans: ASO）の合併を
認めた．原因としてはAAAと同様にアテローム
性動脈硬化が多い．CIAAの多くはAAAに合併
することが多く，腸骨動脈だけに限局する孤立性

腸骨動脈瘤（solitary iliac artery aneurysms: SIAA）
は少ない．胡ら 6）のメタ解析によると，我が国の
SIAAは4.7～6.8％程度であり，発生部位では
CIAAが67.3％と最も多く，多発するものが34～
60％と報告されている．特に，腸骨動脈は骨盤深
部で内・外に分かれるため詳細な観察は困難であ
るが，動脈硬化が強い症例，腹部大動脈の拡張を
認める症例，片側に動脈瘤が観察された症例では
追える限り末梢までの血管観察が必要である．ま
た，腸骨動脈瘤にはASOの合併も多いが，画像
のみで診断に至ることは難しい．今回のASO合
併CIAA症例では画像で狭窄が疑われ，上腕足関
節血圧比（ankle-brachial index: ABI）を併用した
評価が有用であった．
　そして，今回の腹部大動脈から腸骨動脈の観察
で特に目立ったのがPAUである．Nathanら 7）は，
PAUの発生部位は下行大動脈が61.2％，次いで
腹部大動脈が29.7％，そのうち孤立性が57.7％
と報告している．複数のPAUが発見されることも
あり，PAUを認めた際には胸部大動脈も含めた評
価も必要である．一般的に血管径10mm以下の
動脈は筋性動脈に分類されるが，冠動脈は弾性型
動脈様の像を示す．よって提示症例（図2）の腹部
大動脈内膜下の低エコー所見は冠動脈の血管内超
音波検査（intravascular ultrasound: IVUS）で観察
される，粥腫と同様の所見と考えられる．経皮的
に線維性皮膜の菲薄化を評価することは難しい
が，1年後の所見は，冠動脈と同様に thin-cap 
fibroatheroma（TCFA）の破裂によって生じた可能
性が考えられた．冠動脈のように径が細い動脈の
プラーク破裂では血栓による閉塞により症状が出
現するが，大動脈のような太い血管では無症状で
病変が進行する．今後，内部の粥腫が溶解し，血
管内膜が不安定な可動性プラークになれば末梢血
管の塞栓リスクも高まり，病変部はプラーク破裂
の程度により内中膜層に潰瘍形成が留まるもの，
中膜層で解離が進行するものや，外膜を突き抜け
て大動脈破裂に至るものまでさまざまな形態を示
すようになる．特に，PAUの最大長2cm以上，
深さ1cm以上のもの，持続もしくは再発する症状
があるもの，瘤径が増大・瘤化したものは動脈破
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裂や大動脈解離など，急性大動脈症候群を引き起
こすリスクが高く 7,8），慎重な経過観察が必要で
ある．当センターは健診に特化した機関であり，
急性大動脈症候群の原因となるPAUや動脈瘤な
どを指摘した場合には超音波画像の結果説明時
に，動脈破裂も含めた今後起こりうるリスク，心
血管精査の必要性，動脈硬化危険因子の治療の必
要性について十分に説明を行ったうえで，手術適
応の有無にかかわらず心臓血管外科・循環器科への
早急な受診勧奨を行っている．今回検討したPAU
の症例は，IVRが行われたCIAA 1例を除き，無
症状で径も小さく，精査病院にて経過観察になっ
ており，健診逐年受診者には必ず受診状況を聴取
し，治療が中断されていないか確認も行っている．
　大動脈は弾性動脈であるが，四肢動脈や内臓動
脈の多くは筋性動脈である．VAAの原因として
は動脈硬化（非アテローム性動脈硬化）や動脈硬化
による狭窄後動脈拡張，外傷性，線維筋性異形
成，動脈形成不全，分節性動脈中膜壊死（seg-
mental arterial mediolysis: SAM）などが挙げられ
る．VAAは比較的まれな疾患であり，有病率は
0.1～2％程度である．Pittonら 9）は，VAAのうち
77.9％は動脈硬化が原因であるが，血管内治療等
による医原性が9.1％に認められ，真性瘤の局在は
脾動脈40.3％，腹腔動脈23.0％，腎動脈13.8％，
肝動脈11.2％と報告している．今回の症例は動
脈瘤指摘以前に血管内治療や外科治療を受けた症
例はなく，すべて真性動脈瘤と考えられた．VAA
症例は，AAAやCIAAと比較して若い年齢での
指摘が多く，腹部大動脈の粥状硬化は目立たな
かった．以下に今回のVAA症例の検討を行った．
　脾動脈瘤に関して森ら 10）は，男女比は1：2，発
生部位は脾門部が40.8％と最も多く，主枝35.0％，
分岐部16.7％であり，原因としては脾腫を伴っ
た門脈圧の亢進，経産婦で内分泌や血行動態の変
化によるものを挙げている．今回の2名はともに
脾門部の動脈瘤であり，腹部大動脈に動脈硬化所
見はなかったが，脾動脈瘤に特徴的な瘤内の石灰
化を認めた．1名には IVRが行われたが，病理組
織学的な原因究明には至らなかった．
　腎動脈瘤に関して北村ら 11）は，発生に男女差は

なく，片側多発21.4％，両側8.2％，他臓器動脈
瘤合併が8.4％に認められ，発生部位は腎動脈主
幹および第1分岐部が61.5％，腎内26.3％，第1
分岐から第2分岐部までが12.2％と報告してい
る．紡錘状や狭窄後拡張による動脈瘤は線維筋性
異形成によるものが多く，嚢状の動脈瘤は動脈壁
の弾力線維や中膜の先天性脆弱性により起こり，
腎実質内動脈瘤は先天性血管奇形（動静脈瘤）に起
因するといわれている 12）．今回の3名はすべて嚢
状動脈瘤，腎動脈主幹および第1分岐部の発症で
あり，1名が両側および片側多発であった．両側
腎動脈瘤症例は，健診超音波検査では片側1個の
動脈瘤の指摘であったが，精査CTAにて両側の
腎動脈瘤を指摘されており，小瘤径のため観察困
難であったと考えられた．腎動脈瘤も多発，両側
性の動脈瘤があるため，片側に認められた場合は
対側に対しても詳細な観察が必要である．
　右胃大網動脈瘤は報告数が少ないが，径が小さ
くても破裂リスクが高いため治療を要する．動脈
瘤の原因としては動脈硬化性が多いとされている
が，不明のものも多い 13）．今回の症例のように，
解剖学的，もしくは後方エコーの増強がないなど
の超音波検査の所見から嚢胞と確信が持てない症
例では必ずカラードプラやFFT解析を行うことに
より動脈瘤の鑑別が必要と考えられた．
　近年，動脈疾患は技術の進歩により，IVRが行
われるようになってきた．VAAに関しての IVR
と開腹治療の比較では，IVRでは再治療率が高く，
合併症として塞栓症やコイルの移行などがある
が，入院期間の短縮と術後の心血管合併症の発生
率が少ないことが報告されている 14）．European 
Society of Vascular Surgeryの腸間膜動静脈疾患ガ
イドラインには，「解剖学的に適応となるVAA症
例は周術期合併症が少ないため IVRを考慮すべ
き」（class IIa，エビデンスレベルC）と記載されて
おり 15），VAAに関しては IVRも可能な病院への
紹介が望まれる．

結　語
　健診腹部超音波検査で，破裂時に致死率が高い
腹部動脈疾患を指摘することは，CVDによる死
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亡率の減少と健康寿命の延伸のために意義があ
る．検査時間，約10分ですべての血管評価を行
うことは難しいが，そのなかで上腹部臓器の走査
時に，嚢胞と確信の持てない無エコー腫瘤に対し
て，必ずカラードプラやFFT解析を行うことが
VAAの指摘には重要である．腎動脈では片側に
動脈瘤が認められた場合には対側の評価を十分に
行うことも必要である．また，腹部大動脈の走査
に移った際，腹部大動脈全体の粥状硬化の程度や
蛇行などオリエンテーションを付けた後で，腹腔
動脈，上腸間膜動脈，腎動脈の起始部や腸骨動脈
の狭窄評価，腹部大動脈の粥状硬化が目立つ症例
では特に血管内膜下の低エコーの有無を確認しな
がら可能な限り腸骨動脈末梢まで走査することが
PAUの前駆病変やPAU，AAA，CIAAの評価に
は必要である．
 
　なお本論文は，第60回日本人間ドック学会学
術大会（2019年，岡山）において発表したものを
加筆，修正した．
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Evaluation of Abdominal Artery Disease using Abdominal Ultrasonography  
in Medical Examinations

Yasuko Hasebe, Hidehiko Onoue, Naoko Matsugi, Sanae Watanabe, Kan Yagi

Junpu Health Care Center

Abstract

Objectives: In recent years, the incidence of cerebral cardiovascular disease (CVD) has 
increased due to the rapid aging of the population in Japan and westernization of lifestyles. 
Therefore, the initiatives to combat CVD have become an urgent issue. Abdominal vascular 
findings obtained through abdominal ultrasonography were investigated, and issues requir-
ing future medical examinations were considered.
Method: Overall, 10,594 individuals who underwent abdominal ultrasonography from 
2015 to 2017 were enrolled in this study; their abdominal artery findings and background 
factors were investigated.
Results: Abdominal ultrasonography revealed abdominal aortic aneurysms in 8 patients 
(0.08%), common iliac artery aneurysms in 4 patients (0.04%), and visceral artery aneu-
rysms in 6 patients (0.06%) (splenic artery in 2, renal artery in 3, and right gastroepiploic 
artery in 1 patient). In addition, penetrating atherosclerotic ulcers (PAUs) of the abdominal 
aorta were found in 10 patients (0.09%). Atherosclerosis was severe in the abdominal aorta 
and iliac artery lesions but hardly noticeable in the visceral artery aneurysms.
Conclusion: The indication of arterial disease with abdominal ultrasonography in medical 
examinations has significance in terms of reducing mortality from CVD and extending 
healthy life expectancy. For the indication of visceral artery aneurysms, it is important 
to perform Color Doppler and Fast Fourier Transform analysis for anechoic masses that 
cannot be confidently identified as cysts. When scanning the abdominal aorta, it is neces-
sary, as much as possible, to scan the periphery of the iliac artery for the evaluation of PAU 
precursor lesions and PAU/aneurysms, while checking for the existence of subintimal hy-
poechoic images, in cases diagnosed with stenosis in the: celiac artery, superior mesenteric 
artery, origin of the renal artery or iliac artery, and arteries with noticeable atherosclerosis.

Keywords: abdominal aortic aneurysm (AAA), common iliac artery aneurysm (CIAA), 
visceral artery aneurysm (VAA), penetrating atherosclerotic ulcer (PAU)
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はじめに
　上部消化管検査はかつて胃X線検査を中心に行
われていたが，近年一般診療や個別検診（人間
ドック）は多くの施設において上部消化管内視鏡
検査（esophagogastroduodenoscopy: EGD）が主流
となっており，対策型検診でも2016年よりEGD
による検診が正式に認められるようになった．
EGDは胃X線検査に比べて①病変の存在診断能
に優れる，②必要に応じて生検組織採取が可能，
③食道や十二指腸の観察ができる等の優位点があ
り，胃がんや食道がんの早期発見に有用である．
　一方，EGDは咽頭反射のために個人差はある
ものの「苦しい検査」であるというイメージが強
く，EGDを受けることを敬遠する受診者が少な

人間ドックにおける上部消化管内視鏡検査時の 
プロポフォール鎮静に関する現状と問題点
村山佳緒理 1）　千葉あかね 1）　佐藤千鶴 1）　三上香緒里 1,2）　呉羽由江 2） 

須藤恭弘 1）　上野陽子 1）　上沢奈々子 1）　赤松泰次 1,2）

要　約
目的：人間ドックにおける上部消化管内視鏡検査（esophagogastroduodenoscopy: EGD）時のプロポ
フォール（propofol: Pf）鎮静の有用性と問題点を明らかにする．
対象と方法：対象は，Pfによる鎮静を開始した2014年4月より2019年3月までに当院の人間ドッ
クを受診した延べ8,889人（そのうち内視鏡を受けたのは8,375人，Pf使用者が4,309人）である．
当院における人間ドックでは，胃X線検査またはEGDによる胃検診を行っており，そのうちEGD
では希望があれば鎮静による検査を選択できるようになっている．鎮静希望者は血管確保を行い，
PfはEGD開始直前に0.8～1.2mg/kgを急速静脈内投与（ボーラス投与）した．Pfの投与量は年齢や
体重を考慮して内視鏡施行医が指示し，全例血中酸素飽和度と脈拍のモニタリングを行った．有害
事象はカルテ記録より検討した．鎮静下EGDを受けた受診者の感想は満足度調査を行った600人
の結果より評価し，医療スタッフの意見は直接聞き取り調査を行った．
結果：Pfによる鎮静下EGDを導入して以来，人間ドック全体の受診者は年々増加し，初年度に比
べて2018年度は約1.4倍になった．EGDを選択した受診者やPf鎮静下EGDを希望した受診者もそ
れに並行して増加した．有害事象は呼吸抑制（3.25％），体動（0.81％），覚醒遅延（0.56％）の順に
多かったが，気管支痙攣をきたした1例を除いて重篤なものはなかった．受診者の感想は「安楽であ
る」「帰宅時に車の運転ができる」などおおむね良好であったが，医療スタッフは「仕事量が増えた」
といった意見が多かった．
結論：Pfによる鎮静下EGDの導入は，受診者数の増加に寄与する可能性がある．今後の課題とし
て，より安全な検査を行うために有害事象への注意と医療スタッフの増員が必要である．

キーワード　上部消化管内視鏡検査，プロポフォール，鎮静，有害事象

くない．当院では以前より，受診者の希望によっ
てミダゾラム（ベンゾジアゼピン系薬剤）を用いた
鎮静下EGDを行ってきた．しかし，ミダゾラム
は①作用時間が長く帰宅時に車やバイクの運転を
禁止せざるを得ないこと，②拮抗薬であるフルマ
ゼニルの血中半減期が短いために眠気の「揺り戻
し」が生じること，③フルマゼニルの価格が高い
等の問題がある．都市部と異なり，当地のように
山間部を含む地域においては自動車が交通手段の
中心であるため，鎮静下EGDを希望するものの，
鎮静なしでEGDを受けたりEGDの代わりに胃X
線検査を行う受診者が少なくなかった．これに対
して，プロポフォールは半減期の短い麻酔薬で，
内視鏡検査時の鎮静として安全で有用な薬剤であ
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ることが報告されている 1-3）．また，Horiuchiら 4,5）

はプロポフォールの総投与量が200mg以下の場
合，検査終了後1時間程度休めば安全に自動車を
運転して帰宅できると述べている．
　当院では2014年4月より人間ドックにおいて，
鎮静を希望する受診者に対してプロポフォールを
用いたEGDを行ってきた．本論文では5年間にわ
たる鎮静下EGDの経験をもとに，その有用性と
問題点について述べる．

対象と方法
　対象は2014年4月から2019年3月までの5年
間に長野県立信州医療センターで人間ドックを受
けた延べ8,889人（そのうちEGDを受けたのが延
べ8,375人，プロポフォール使用者が延べ4,309
人）で，1日当たりの人間ドック受診者は平均12～
15人である．人間ドックを担当する健康管理セン
ターのスタッフは，常勤医師1人，非常勤医師2
人（交代制），看護師7人，看護補助者1人，事務
員3人である．一方，当院の内視鏡センターでは
年間7,000件程度の内視鏡診療を施行しており，

EGDは4列で行っている．内視鏡センターのス
タッフは現在，常勤医師7人（消化器内科医と消
化器外科医が交代で行っている），看護師5人，
臨床工学技士7人（透析室と内視鏡センターを交
代で兼務し，内視鏡センターには1日平均2～3人
が勤務している），スコープの洗浄・消毒担当者1
人，事務1人である．
　上部消化管検査の方法は，人間ドックの申し込
みの際に受診者が，EGDと胃X線検査のいずれ
を受けるかを選択し，EGDを選択した場合は鎮
静の希望について尋ねた．また希望の有無を受診
者自身があらかじめ問診票に記入し，検査同意書
に署名をする形式をとっている．プロポフォール
を用いた鎮静EGDの流れを図1に示す．鎮静下
EGD受診者は健康管理センターで採血時に血管
確保を行い，内視鏡センターへ移動する．キシロ
カイン®スプレー（8％）による咽頭麻酔の後，プロ
ポフォール0.8～1.2mg/kgを急速静脈内投与（ボー
ラス投与）した．プロポフォールの初回投与量は，
年齢や体重を考慮して内視鏡施行医が症例毎に指
示した．検査中に覚醒したり，体動が激しい時

図1　人間ドックにおけるプロポフォール鎮静下上部消化管内視鏡検査の流れ
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は，内視鏡検査医の指示で20mgずつ追加投与し
た．また，必ず血中酸素飽和度（SpO2）と脈拍の
モニタリングを行い，SpO2が低下した場合には
必要に応じて酸素投与を行った．緊急時に備え，
気管内挿管セットなどの入った救急カートは，以
前より内視鏡センター内に常備している．検査終
了後，受診者は車椅子に乗って健康管理センター
へ戻り，覚醒するまで休息させた．センター内に
設置した休息スペースに案内するが，覚醒時の安
静解除に関しては看護師が麻酔回復スコアを用い
て覚醒状態を判定している．回復が認められた場
合に安静解除としている．この麻酔回復スコアに
ついては，日本消化器内視鏡技師会にて作成され
た「内視鏡看護記録実践ガイド」を参考にしてい
る．
　プロポフォール鎮静下EGDに伴う有害事象に
ついてはカルテ記録を見直して評価した．本論文
では「呼吸抑制あり」とは「SpO2の低下を認め，か
つ酸素投与あるいは人工呼吸を必要とした場合」
と定義し，一過性のSpO2の低下があってもすぐ
に自然回復した場合は「呼吸抑制あり」に含めな
かった．また，「体動あり」とは「EGD施行に支障
をきたすような体動がみられ，プロポフォールを
追加投与しても無効で，かつ複数のスタッフで被
検者の体動を物理的に抑制したあるいは体動のた
めにEGDが完遂できなかった場合」とし，一過性
の体動があってもプロポフォールの追加投与で体
動が消失した場合は「体動あり」に含めなかった．
「覚醒遅延あり」とは，「プロポフォールの最終投
与から30分以上経過しても呼名に応じなかった
り，一旦開眼してもすぐに閉眼するといった傾眠
傾向がみられた場合」と定義した．
　さらに，2017年1月～5月に実施した患者満足
度調査のなかからプロポフォール鎮静下EGDを
受けた受診者600人の感想をまとめるとともに，
健康管理センターおよび内視鏡センターのスタッ
フに対してプロポフォールの導入に関する意見の
聞き取り調査を行った．
　なお，現在のところ保険診療では認められてい
ない内視鏡検査時の鎮静目的のプロポフォール使
用に関して，2014年に長野県立信州医療センター

（当時は長野県立須坂病院）の倫理委員会の承認を
得た．

結　果
人間ドック受診者数と上部消化管検査方法別の年
次変化（図2）
　人間ドック受診者数は年々増加を示し，2014
年度は1,530人であったのに比べて2018年度は
2,084人と約1.4倍となった．一方，EGDを選択
する受診者数も年々増加し，2014年度は1,428
人であったのに比較して2018年度は1,974人と
約1.4倍となり，人間ドック全体の受診者の増加
率とほぼ一致していた．これに対して，胃X線検
査を選択する受診者数は，人間ドック受診者が増
加しているにもかかわらず，ほぼ一定ないし減少
傾向を示した．
内視鏡検査におけるプロポフォール使用者数の年
次変化（図3）
　プロポフォール使用者は年々増加し，2014年度
は476人であったのに比べて2018年度は1,167
人と約2.5倍となった．また，全内視鏡検査数に
対するプロポフォール使用者の割合は，2014年
度が33.4％であったのに比較して2018年度は
59.1％に達した．

図2　 人間ドック受診者数と上部消化管検査方法別の年次
推移
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プロポフォールを使用したEGD時の有害事象
　年度ごとの有害事象を表1に示す．有害事象の
なかで最も多いのが，酸素投与を必要とした一過
性の呼吸抑制で，全体での発生率はプロポフォー
ル使用者の3.25％（延べ140人）にみられた．発生
頻度は年度によって異なるが，一定の傾向は認め
なかった．いずれも酸素投与によってEGD施行
中にSpO2は速やかに改善し，人工呼吸や気管挿
管を必要とした症例はなかった．体動を認めた場
合は内視鏡医の指示で適宜プロポフォールを
20mgずつ追加投与しているが，数人のスタッフ
で身体抑制を必要とした症例は全体で0.81％（延
べ35例）であり，体動のためにEGDが完遂でき
なかった症例はなかった．呼吸抑制と同じく，発
生頻度は年度によって異なるが，一定の傾向は認
めなかった．覚醒遅延は0.56％（延べ24例）に認
めた．しかし，60分以上経過しても覚醒しなかっ
た症例はなく，覚醒遅延のためにEGD以外の予
定検査を中止した症例はなかった．

気管支痙攣をきたした症例
　77歳の男性で，体重は70kgであった．通常通
り8％キシロカイン®スプレーによる咽頭麻酔を
行った後，高齢のためプロポフォールを一般成人
に比べてやや少なめ（60mgをボーラス投与，
0.86mg/kg）に投与したところ，EGD開始後2分
程度で咳き込み始め，気道狭窄によると考えられ
る喘鳴を発すると同時に，SpO2が60％に低下した．
直ちにEGDを中止して，バックによる人工呼吸，
酸素投与とともにエピネフリン0.3mg筋注，ソ
ル・メドロール®1,000mg静脈内投与して救急観
察室へ移動させた．その後速やかに呼吸をはじめ
バイタルサインは改善し，入院することなく帰宅
した．
プロポフォールを使用してEGDを行った受診者
の感想
　人間ドック受診者に対する満足度調査のうち，
プロポフォール使用に関する感想を表2に示す．
全例調査ではないが，「満足」ないし「やや満足」と
答えたのは600人中534人（89.0％）で，「不満」な

表1　プロポフォールによる鎮静下上部消化管内視鏡検査の有害事象
発生者数（発生率）

2014（n＝476） 2015（n＝782） 2016（n＝896） 2017（n＝988） 2018（n＝1167） 計（n＝4309）
呼吸抑制 4（0.84） 39（4.99） 45（5.02） 24（2.43） 28（2.40） 140（3.25）
体動 1（0.21）  1（0.13） 12（1.34） 10（1.01） 11（0.94）  35（0.81）
覚醒遅延 1（0.21）  1（0.13） 12（1.34） 10（1.01）  0  24（0.56）
気管支痙攣 0  1（0.13）  0  0  0   1（0.02）
発疹 0  0  0  0  1（0.09）   1（0.02）

図3　上部消化管内視鏡検査におけるプロポフォール使用者数とその割合の年次推移
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いし「やや不満」と答えたのは600人中10人
（1.7％）であった．「満足」ないし「やや満足」と答
えた受診者の大部分はその理由として「安楽に
EGDを受けることができたこと」を挙げている
が，一部に「帰宅時に車の運転ができること」と回
答した受診者もあった．一方，「不満」ないし「や
や不満」と答えた受診者の理由は「EGDの途中で
目がさめた」「まったく鎮静効果がなかった」「血管
確保した部位から血液が漏れてしまった」など内
容は多岐にわたっていた．
　さらに，次回の人間ドックのEGD時に再度プロ
ポフォールの使用を希望するか否かの問い（表3）

に対しては，「希望する」ないし「どちらかといえ
ば希望する」と答えたのが600人中546人（91.0％）
で，「希望しない」ないし「どちらかといえば希望
しない」は600人中3人（0.5％）であった．
プロポフォール使用に対する医療スタッフの意見
　健康管理センターのスタッフと内視鏡センター
のスタッフに対する聞き取り調査の結果を表4に
示した．要約すると，血管確保やEGD後の車椅
子での移動などでスタッフの仕事量が増大し，仕
事時間の延長とともにスタッフの増員が必要であ
るという意見が多かった．

考　察
　近年安楽にEGDを行う方法として，細径ス
コープを鼻から挿入する経鼻内視鏡と，静脈麻酔
を行って口から挿入する鎮静下経口内視鏡が広く
行われている．経鼻内視鏡はスコープが舌根部に
接触しないため嘔吐反射を起こすことが少ないと
いうメリットがあり，近年上部消化管内視鏡検診
に用いる施設が増加している．しかし経口内視鏡
に比べて，①チャンネル径が小さいために吸引や
送気に時間がかかり検査施行時間が平均して長く
なる，②鼻孔が狭い被検者はスコープの挿入が困
難で，無理に挿入すると鼻出血をきたす，③拡大
機能が搭載されていない，④鼻孔の局所麻酔法が
やや煩雑等の欠点がある．当院では，以前より一
般診療だけでなく人間ドック受診者においても経
口内視鏡を用いてEGDを行ってきた．鎮静薬と
して，かつては一般診療と同様にミダゾラムを用
いていたが，①作用時間が長く帰宅時に車やバイ
クの運転を禁止せざるを得ない，②拮抗薬である
フルマゼニルの血中半減期が短いために眠気の
「揺り戻し」が生じる，③フルマゼニルの価格が高
いなどの問題があった．そのため，人間ドックの
被検者に対しては，作用時間が短く，投与後60
分程度休息させれば自動車の運転や日常生活に支
障がなくなる 2,3）プロポフォールを導入することと
した．ミダゾラムやジアゼパムなどのベンゾジア
ゼピン系鎮静薬を内視鏡診療に使用することは現
在ほぼ全国的に保険診療で認められているが，プ
ロポフォールを内視鏡診療に用いることは認可さ

表2　プロポフォール使用者の満足度（n＝600）
男性（人） 女性（人） 全体（人）

満足 257 227 484
やや満足  24  26  50
普通   8   9  17
やや不満   3   6   9
不満   0   1   1
無回答  27  12  39

表3　次回の上部消化管内視鏡検査時におけるプロポ
フォール鎮静希望（n＝600）

男性（人） 女性（人） 全体（人）
希望する 262 240 502
どちらかといえば希望する  21  23  44
未定   6   3   9
どちらかといえば希望しない   0   1   1
希望しない   2   0   2
無回答  28  14  42

表4　プロポフォールによる鎮静下上部消化管内視鏡検
査導入に対するスタッフからの意見

＜健康管理センターのスタッフ＞
・受診者数の増加に伴い，血管確保に時間が取られる．
・車椅子での移送業務が増加した．
・全体的に健診終了時間が延長した．
・問診時に麻酔使用についても説明を行うため，問診時間が延長
した．

＜内視鏡センターのスタッフ＞
・検査介助者が2名必要である．
・モニター管理が必要なため，手間が増えた．
・結果説明できるように覚醒を待つため，検査時間が遅延する．
・点滴ルートの管理が必要で，検査終了時には抜針・止血の確認
に時間を要する．

・結果説明を行っても覚えていない場合があるため，受診者に結
果説明のメモを渡す必要がある．



85 ( 617 )人間ドック　Vol.35  No.4  2020年

れていない．そのため，当院では人間ドックなど
の自費診療で行う内視鏡診療に限って，プロポ
フォールの使用を希望する受診者より実費（1,350
円）を徴収している．
　2014年にプロポフォールによる鎮静下EGDを
当院の人間ドックに導入して以来，当院の人間
ドック全体の受診者数と上部消化管検査をEGD
で行う受診者数はほぼ並行して増加傾向を示した
が，胃X線検査を行った患者は過去5年間少数の
まま検査数に大きな変化はなかった．また，プロ
ポフォール鎮静下EGDもほぼ並行して増加して
いることから，当院における人間ドック受診者数
の増加は，EGDにプロポフォールによる鎮静を
導入したことがその要因の1つと考えられる．実
際にプロポフォールによる鎮静下EGDを受けた
受診者の感想は良好で，「以前は他院で人間ドッ
クを受けていたが，EGDが楽にできるという評
判を聞いたので今年は当院で人間ドックを受ける
ことにした」「以前は鎮静をすると帰宅時に自動車
の運転ができないといわれたため，苦しいのを我
慢してEGDを受けていたが，今回安楽に受けら
れたので今後も当院で人間ドックを受けたい」と
いった声が多かった．
　プロポフォールによる有害事象として呼吸抑制
が一番多かったが，いずれも酸素投与にて速やか
に改善し，人工呼吸を必要とした症例はなかっ
た．呼吸抑制はプロポフォールに限らず，ベンゾ
ジアゼピン系鎮静薬でも起きる現象であり，鎮静
下の内視鏡診療を行う際には必ずモニタリングを
行うなど，ガイドライン 6）に従った対応が必要で
ある．特に高齢者においては呼吸抑制に注意が必
要であるが，Horiuchiら 7）は90歳以上の超高齢者
であっても投与量を減らす（一般成人に使用する
量の1/3～1/2）ことでプロポフォールの使用は可
能と述べている．高齢者は一般に咽頭反射が弱い
ため通常のEGDにおいては鎮静を必要とするこ
とは少ないが，高齢者がプロポフォールによる鎮
静を希望する場合には投与量を減量して使用すべ
きであろう．体動は二番目に頻度が高かったが，
体動のためにEGDを完遂できなかった症例はな
かった．覚醒遅延をきたした症例はプロポフォー

ルの総投与量が多かったり，EGD終了直前に追
加投与した場合に認められる傾向があった．
　気管支痙攣をきたした症例は，プロポフォール
による鎮静下EGDを開始して以来もっとも重大
な有害事象であった．幸い短時間で回復したが，
気管支痙攣の原因としてプロポフォールだけでな
く，咽頭麻酔に用いたリドカインアレルギーの可
能性も考えられる．この症例はその後当院の人間
ドックでプロポフォールを使用せずにEGDを
行っているが，キシロカイン®スプレーを用いた
咽頭麻酔を行っても同様の有害事象は発生してい
ないことから，気管支痙攣の原因はプロポフォー
ルであったと推測される．救急処置が遅れていた
ら，死亡事故や重篤な後遺症をきたした可能性が
あり，緊急時に備えて内視鏡室に救急カートを常
備しておく必要性をあらためて認識した．
　前述したとおり，プロポフォールによる鎮静下
EGDを受けた受診者の感想はおおむね良好で
あった．しかし，一部にはEGDの途中で覚醒し
てしまい，検査の後半は苦しかったという意見も
あった．これに対して最近は，検査途中で覚醒し
た場合には手で合図をすれば，プロポフォールを
適宜追加投与する旨を受診者に伝えている．
　これに対して健康管理センターと内視鏡セン
ターのスタッフの感想は一般に不評で，「血管確
保や車椅子による受診者の移動などに手がかか
る」「一人当たりの内視鏡検査に時間がかかり，効
率がわるい」「人手が足りない」などの意見が多
かった．しかし，受診者より「これまで苦しくて
嫌だったEGDが楽にできてよかった」という感想
をよく聞くので，「受診者のためにこれからも頑
張ります」というスタッフが多く，プロポフォー
ルによる鎮静下EGDを中止したいという意見は
皆無であった．

結　語
　プロポフォールの安全性はほぼ良好であった
が，呼吸抑制をはじめとしたあらゆる有害事象に
十分注意する必要がある．プロポフォールによる
鎮静下EGDを人間ドックに導入したことについ
て受診者の感想はおおむね良好であり，プロポ
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フォールの導入は受診者数の増加に寄与する可能
性がある．しかし，スタッフの仕事量が増加する
ため，スタッフの増員を考慮する必要がある．

利益相反
　なお，この論文において開示すべき利益相反関
連事項はない．
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Abstract

Objective: The present study aimed to evaluate the usefulness and challenges of propofol 
(pf) sedation for esophagogastroduodenoscopy (EGD) in a comprehensive health check-up 
system (CHCS).
Materials and Methods: The subjects were 8,889 patients who received CHCS in our 
hospital between 2014 and 2019. The subjects chose between EGD or barium meal radi-
ography for examination of the upper gastrointestinal tract. Furthermore, they decided to 
undergo EGD with or without pf sedation. A bolus dose (0.8–1.2mg/kg) of pf was injected 
intravenously just prior to EGD. SpO2 and pulse were monitored in patients who under-
went EGD with pf sedation. Medical records detailed the adverse effects. The sentiments of 
the subjects who underwent EGD with pf sedation were studied in 600 patients with a sat-
isfactory investigation. An interview was conducted to collect their opinions on the topic.
Results: The number of patients who received CHCS had increased annually, and in 2018, 
it increased to approximately 1.4 times that in 2014. The patients who underwent EGD 
with or without pf sedation also increased. Adverse effects, such as respiratory suppression 
(3.25%), unconscious body movement (0.81%), and emergence delay (0.56%), were seen 
among patients who underwent EGD with pf sedation. However, no severe complications 
developed except bronchial convulsion in one case. Patients who underwent EGD with pf 
sedation stated their positive opinions in the interview. Most negative opinions could be 
attributed to their increased workload.
Conclusions: Introduction of EGD with pf sedation may increase the number of patients 
who receive CHCS. However, awareness of the harmful effects and increase in medical staff 
may be necessary to improve safety of the n the future.

Keywords: esophagogastroduodenoscopy, propofol, sedation, adverse effects
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緒　言
　2015年12月より，50名以上の事業場ではスト
レスチェック（以下SC）の実施が義務付けられて
いる．本制度は，SCを受検することにより労働
者自身のストレス状況の把握を促し，不調の未然
防止を目的とした一次予防の取り組みとして導入
された．2017年の厚生労働省 1）の報告では，SC
を実施した事業場の割合は82.9％となっている．
　SC制度のなかでも，集団分析や職場環境改善
の実施は努力義務ではあるが，ストレス反応の軽
減や生産性向上に有効な対策として推奨されてい
る．しかしながら，事業場のSC担当者からは，
取り組みの難しさが指摘されており，先行研究 2）

では，事業場規模が小さいほど，SCの結果が職
場環境改善等の取り組みにつながりにくい現状も
報告されており，事業場規模によって実施の難し
さが異なる可能性も示唆されている．

ストレスチェック制度における 
職場環境改善に関する意識調査

山橋直子 1）　宮田美里 1）　平山美雪 1）　戸川竜志 1）　峰山幸子 2）　近藤恭子 1）

要　約
目的：本研究では，2015年12月より法制化されたストレスチェック（以下SC）で努力義務とされ
ている職場環境改善の実施状況と今後の普及や推進のための示唆を得ることを目的に調査を実施し
た．
方法：2017年11月，法制化以降に当財団でSCを実施した283の事業場を対象に意識調査を行った．
結果：120の事業場から回答があり（回答率42.4％），その約65％が中小規模の事業場であった．
SC後の取り組みに関して，集団分析は約70％の事業場が実施しており，実施の意義を「職場のス
トレス状況の把握」に感じている事業場が最も多かった．意義を感じないと回答した事業場からは，
「活用や対策につなげる方法が不明」，「結果を踏まえた行動ができていない」等の意見が得られた．
また，職場環境改善に取り組んでいる事業場は約30％に留まったが，今後取り組みたいという事業
場は約50％と多く，関心の高さが窺えた．実施に至っていない理由として，「取り組み方がわから
ない」，「担当者の負担が大きい」，「専門スタッフ不在」等の意見が得られた．
結論：調査結果から，集団分析を実施していても十分な活用につながっていないこと，職場環境改
善に対する興味関心は高いもののノウハウや対応スタッフの不足が取り組みのハードルとなってい
ることが示唆された．特に中小規模の事業場においては，これらが取り組みを妨げる大きな要因と
なっていることが推察された．

キーワード　ストレスチェック，集団分析，職場環境改善，事業場規模

　本研究では，事業場規模による集団分析や職場
環境改善の実施状況を把握し，職場環境改善を促
進していくうえでの課題を明確にすることを目的
に意識調査を実施した．

対象および方法
　本調査の対象は，2015年12月から2017年10
月に当財団でSCを実施した283事業場とし，
2017年12月から2018年1月を調査期間とし，郵
送法で各事業場のSC担当者に調査票への回答を
依頼した．
　調査票は当財団でメンタルヘルス支援活動を行
う臨床心理士と精神科医によって検討を行い，規
模，業種，産業保健スタッフの有無など事業場の
属性，メンタルヘルス対策，SC，職場環境改善の
実施状況に関する質問（25項目）で構成した．その
うち，18項目を本研究の分析対象とした（表1）．
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表
1
　
調
査
票
質
問
・
選
択
項
目
一
覧

領
域
質
問
項
目

選
択
項
目

属 性

以
下
の
項
目
に
つ
い
て
教
え
て
く
だ
さ
い
．

・
事
業
場
の
規
模
に
つ
い
て

従
業
員
数
・
・
・
①

10
00
名
以
上
②

50
0
名
以
上
③

30
0
名
以
上
④

10
0
名
以
上
⑤

50
名
以
上
⑥

50
名
未
満

・
主
た
る
業
種
に
つ
い
て

①
農
業
，
林
業
②
鉱
業
，
採
石
業
，
砂
利
採
取
業
③
建
設
業
④
製
造
業
⑤
電
気
・
ガ
ス
・
熱
供
給
・
水
道
業

⑥
情
報
通
信
業
⑦
運
輸
業
，
郵
便
業
⑧
卸
売
業
，
小
売
業
⑨
金
融
業
，
保
険
業
⑩
不
動
産
業
，
物
品
賃
貸
業

⑪
学
術
研
究
，
専
門
・
技
術
サ
ー
ビ
ス
業
⑫
宿
泊
業
，
飲
食
サ
ー
ビ
ス
業
⑬
生
活
関
連
サ
ー
ビ
ス
業
，
娯
楽
業

⑭
教
育
，
学
習
支
援
業
⑮
医
療
，
福
祉
⑯
複
合
サ
ー
ビ
ス
事
業
⑰
サ
ー
ビ
ス
業（
他
に
分
類
さ
れ
な
い
も
の
）

・
回
答
者
の
方
の
ご
担
当
に
つ
い
て

①
経
営
管
理
②
人
事
・
労
務
③
安
全
・
衛
生
④
健
康
管
理
⑤
そ
の
他
：（
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
）

・
事
業
場
の
産
業
保
健
ス
タ
ッ
フ
の
有
無
に
つ
い
て

①
い
る
②
い
な
い

・
産
業
保
健
ス
タ
ッ
フ
の
職
種
に
つ
い
て

①
医
師
②
保
健
師
③
看
護
師
④
そ
の
他
：（
　
　
　
　
　
）

・
産
業
保
健
ス
タ
ッ
フ
の
勤
務
状
況
に
つ
い
て

①
常
勤
ス
タ
ッ
フ
が
い
る
②
常
勤
ス
タ
ッ
フ
が
い
な
い

Ｓ Ｃ の 活 用 に つ い て

1
．

S
C
実
施
へ
の
意
識
に
つ
い
て
，
当
て
は
ま
る
項
目
に
チ
ェ
ッ
ク
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
．

（
1）

SC
を
実
施
し
て
，
意
義
を
感
じ
た
か

①
意
義
を
感
じ
る
②
意
義
を
感
じ
な
い

　
 教
え
て
く
だ
さ
い
．

※「
意
義
を
感
じ
る
」と
答
え
た
方
は（

2）
の
質
問
，「
意
義
を
感
じ
な
い
」と
答
え
た
方
は（

3）
の
質
問
に
進
ん
で
く
だ
さ
い
．

（
2）
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
点
に
意
義
を
感
じ
て
い
る
か

①
従
業
員
の
ス
ト
レ
ス
へ
の
気
付
き
②
セ
ル
フ
ケ
ア
へ
の
動
機
付
け
③
職
場
の
ス
ト
レ
ス
状
況
の
把
握

　
 教
え
て
く
だ
さ
い
．（
複
数
回
答
可
）

④
職
場
環
境
の
改
善
の
促
進
⑤
高
ス
ト
レ
ス
者
の
早
期
発
見
・
対
応
⑥
そ
の
他
：（
　
　
　
　
　
）

（
3）
意
義
を
感
じ
な
い
理
由
を
教
え
て
く
だ
さ
い
．

自
由
記
述

2
．
集
団
分
析
結
果
の
実
施
・
活
用
に
つ
い
て
，
当
て
は
ま
る
項
目
に
チ
ェ
ッ
ク
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
．

（
1）
昨
年
度
の

SC
で
，
集
団
分
析
を
実
施
し
た
か

①
行
っ
た
②
行
っ
て
い
な
い

　
 教
え
て
く
だ
さ
い
．

※「
行
っ
た
」と
答
え
た
方
は（

2）
の
質
問
，「
行
っ
て
い
な
い
」と
答
え
た
方
は
Ⅲ
（
※
） の
質
問
に
進
ん
で
く
だ
さ
い
．

（
2）
集
団
分
析
結
果
を
共
有
し
て
い
る
範
囲
を

①
事
業
主
②
安
全
衛
生
委
員
会
③
人
事
担
当
者
④
産
業
保
健
ス
タ
ッ
フ
⑤
管
理
監
督
者
⑥
一
般
従
業
員
⑦
そ
の
他（
　
　
　
　
　
）

　
 教
え
て
く
だ
さ
い
．（
複
数
回
答
可
）

（
3）
集
団
分
析
を
実
施
し
て
，
意
義
を
感
じ
た
か

①
意
義
を
感
じ
る
②
意
義
を
感
じ
な
い

　
 教
え
て
く
だ
さ
い
．

※「
意
義
を
感
じ
る
」と
答
え
た
方
は（

4）
の
質
問
，「
意
義
を
感
じ
な
い
」と
答
え
た
方
は
，（

5）
の
質
問
に
進
ん
で
く
だ
さ
い
．

（
4）
具
体
的
に
，
ど
の
よ
う
な
点
に
つ
い
て

①
職
場
の
ス
ト
レ
ス
状
況
の
把
握
②
職
場
環
境
の
改
善
の
促
進
③
上
司
，
同
僚
の
サ
ポ
ー
ト
状
況
④
そ
の
他（
　
　
　
）

　
 意
義
を
感
じ
る
か
教
え
て
く
だ
さ
い
．

（
5）
意
義
を
感
じ
な
い
理
由
を
教
え
て
く
だ
さ
い
．

自
由
記
述

職 場 環 境 の 改 善 に つ い て

1
．
職
場
環
境
改
善
へ
の
意
識
に
つ
い
て
，
当
て
は
ま
る
項
目
に
チ
ェ
ッ
ク
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
．

（
1）
職
場
環
境
改
善
に
取
り
組
む
こ
と
に
，
ど
の
よ
う
な

①
働
き
や
す
い
職
場
環
境
づ
く
り
②
従
業
員
の
抑
う
つ
，
不
安
な
ど
の
精
神
的
訴
え
の
減
少
③
職
場
の
一
体
感
の
向
上

　
 意
義
が
あ
る
と
感
じ
る
か
教
え
て
く
だ
さ
い
．

④
仕
事
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス（
生
産
性
）の
向
上
⑤
効
果
は
期
待
し
て
い
な
い
⑥
そ
の
他（
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
）

（
2）
事
業
場
で
の
職
場
環
境
改
善
の
実
施
状
況
に

①
す
で
に
取
り
組
ん
で
い
る
②
取
り
組
む
計
画
が
あ
る
③
今
後
取
り
組
み
た
い
④
取
り
組
む
予
定
は
な
い

　
 つ
い
て
教
え
て
く
だ
さ
い
．

※「
す
で
に
取
り
組
ん
で
い
る
」，
「
取
り
組
む
計
画
が
あ
る
」と
答
え
た
方
は（

3）
の
質
問
に
進
ん
で
く
だ
さ
い
．

「
今
後
取
り
組
み
た
い
」，
「
取
り
組
む
予
定
は
な
い
」と
答
え
た
方
は（

4）
の
質
問
に
進
ん
で
く
だ
さ
い
．

（
3）
職
場
環
境
改
善
の
方
法
を
教
え
て
く
だ
さ
い
．

①
衛
生
委
員
会
主
導
で
の
実
施
②
管
理
監
督
者
主
導
で
の
実
施
③
従
業
員
参
加
型
で
の
実
施
④
そ
の
他（
　
　
　
）

（
4）
現
在
，
取
り
組
み
に
至
っ
て
い
な
い
理
由
を

①
取
り
組
み
方
が
分
か
ら
な
い
②
経
費
が
か
か
る
③
時
間
が
か
か
る
④
従
業
員
に
負
担
が
か
か
る

　
 教
え
て
く
だ
さ
い
．（
複
数
回
答
可
）

⑤
担
当
者
の
負
担
が
大
き
い
⑥
専
門
ス
タ
ッ
フ
が
い
な
い
⑦
必
要
性
を
感
じ
な
い
⑧
そ
の
他（
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
）

SC
：
ス
ト
レ
ス
チ
ェ
ッ
ク

※
Ⅲ
は
今
回
の
分
析
対
象
外
の
項
目



90 ( 622 ) 人間ドック　Vol.35  No.4  2020年

結　果
事業場の属性
回答率
　283事業場中120事業場からの回答を得た（回
答率42.4％）．
回答者の属性
　調査票に回答した担当者は，「経営管理」10事
業場，「人事・労務」80事業場，「安全・衛生」23
事業場，「健康管理」15事業場，「その他」6事業場，
無記入が5事業場であった（重複あり）．
事業場規模
　120事業場のうち，「1,000名以上」5事業場
（4.2％），「500名～999名」7事業場（5.8％），「300
名～499名」10事業場（8.3％），「100名～299名」
42事業場（35％），「50名～99名」41事業場（34.2％），
「50名未満」13事業場（10.8％），無記入が2事業
場（1.7％）であった（表2）．
事業場の主たる業種
　120事業場のうち，「製造業」47事業場（39.2％）
と最も多く，次いで「医療・福祉」18事業場（15.0％），
「運輸・郵便業」14事業場（11.7％），「サービス業」

11事業場（9.2％），「卸売・小売業」8事業場（6.7％），
その他の業種，無記入が合わせて22事業場（18.3％）
であった（表2）．

産業保健スタッフの有無
　120事業場のうち，産業保健スタッフがいると
回答した事業場は49事業場（40.8％），いないと
回答した事業場は67事業場（55.8％），無記入が2
事業場（3.3％）であった．
　また，産業保健スタッフの職種を尋ねたとこ
ろ，「産業医」43事業場，「保健師」9事業場，「看
護師」7事業場，「その他（精神保健福祉士，衛生管
理者等）」9事業場であった（常勤・非常勤は限定せ
ず，重複回答あり）．
　ただし，産業保健スタッフがいないと回答した
事業場のうち，8事業場は産業保健スタッフの職
種について回答している．嘱託産業医や外部機関
の保健師等の派遣を受けている事業場が，産業保健
スタッフがいないと回答した可能性が考えられる．
集団分析の実施と活用
　先行研究より，SCに関連した取り組みの実施
状況が事業場規模によって異なることが示唆され
ていたため，集団分析，職場環境改善について，
120事業場のうち事業場規模と主たる業種に回答
のあった116事業場を，中小規模事業場77事業
場（66.4％）と大規模事業場39事業場（33.6％）に
分けて比較した．なお，事業場の規模分けには，
先行研究や中小企業庁 3）の公表する中小企業者の
定義を参考とした．

表2　事業場属性 （n＝120）
事業場規模

1000名以上 500名以上 300名以上 100名以上 50名以上 50名未満
主たる業種
　建設業 1 1
　製造業 1 6 3 19 17 1
　電気・ガス・熱供給・水道業 1
　情報通信業 3
　運輸業，郵便業 2 4 2 6
　卸売業，小売業 1 1 3 2 1
　金融業，保険業 1 1 1
　不動産業，物品賃貸業 1
　学術研究，専門・技術サービス業 1 3
　生活関連サービス業，娯楽業 1 1
　教育，学習支援業 1
　医療，福祉 1 1 2 7 6 1
　複合サービス事業 1
　サービス業（他に分類されないもの） 2 1 5 2 1
　業種不明（無記入） 2

規模の記入がないもの（2事業場）は含めず
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集団分析の実施状況
　SCを行った120事業場のうち86事業場（全体の
71.7％）が集団分析を実施していた．事業場規模
別では，大規模事業場のうち31事業場（79.5％），
中小規模事業場のうち53事業場（68.8％）が集団
分析を実施していた（図1）．
集団分析結果の共有範囲
　集団分析を実施している大規模事業場では，31
事業場のうち「人事担当者」，「管理監督者」との共
有が23事業場（74.2％）と最も多く，次いで「事業
主」18事業場（58.1％），「安全衛生委員会」・「産
業保健スタッフ」が各9事業場（29.0％），「一般従
業員」0事業場（0％）であった（図2）．
　一方，集団分析を実施している中小規模事業場
では，53事業場のうち「人事担当者」との共有が

35事業場（66.0％）と最も多く，次いで「事業主」
24事業場（45.3％），「安全衛生委員会」23事業場
（43.4％），「管理監督者」15事業場（28.3％），「産
業保健スタッフ」5事業場（9.4％），「一般従業員」
0事業場（0％）であった．
集団分析実施の意義
　集団分析を実施した86事業場のうち60事業場
（69.8％）が実施に意義を感じると回答した．事業
場規模別では，集団分析を実施した大規模の31
事業場のうち25事業場（80.6％）が意義を感じる
と回答し，中小規模の53事業場のうち34事業場
（64.2％）が意義を感じると回答した．具体的な意
義として，事業場規模にかかわらず，「職場のス
トレス状況の把握」が最も多く，それに次いで，
「職場環境の改善の促進」，「上司，同僚のサポー
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0.8%

79.5%

20.5%
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n=120
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図1　集団分析の実施状況
全体，事業場規模別の集団分析の実施割合を表示
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図2　集団分析結果の共有範囲
全体，事業場規模別の集団分析結果を共有する範囲の割合を表示
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ト状況」であった（図3）．
　一方，集団分析実施に意義を感じない理由を自
由記述で尋ねたところ，大規模事業場からは「受
検率が低く，全体の状況を反映していない」，「活
用方法がわからない」，「（集団分析の）グループ単
位がバラバラで結果の比較がしづらい」，「実施時
期や異動等，集団の取り方で結果が違ってくる」
等の回答が得られた．また，中小規模事業場から
は，「部門ごとのストレス状況が異なるのか見え
てこないが，少ない人数だと特定されるため難し
い」，「従業員数が少なく，多くの集団分析ができ
ない」，「結果の見方がわからない」，「結果の活用

方法や対策につなげる方法がわからない」，「集団
結果の内容，解析が不十分」等の回答が得られた
（表3）．
職場環境改善の取り組み
職場環境改善の取り組みに感じる意義
　職場環境改善に取り組むことへの意義を尋ねた
ところ，120事業場のうち115事業場（95.8％）が
何らかの意義を感じていた（図4）．具体的な意義
としては，事業場規模にかかわらず，「働きやす
い職場環境づくり」が最も多く，大規模の39事業
場のうち36事業場（92.3％），中小規模の77事業
場のうち66事業場（85.7％）であった．次いで「仕
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96.0%

52.0%

28.0%

85.3%

35.3%

14.7%
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n=60

n=25

n=34

図3　集団分析に感じる意義
全体，事業場規模別の集団分析に感じる意義の割合を表示

表3　集団分析に意義を感じない理由（自由記述）
大規模事業場（n＝6）

・受検率が低いため，全体の状況を反映していない
・活用方法がわからない
・グループ（集団）の単位がバラバラで結果の比較がしづらい
・もう少し共有範囲を広げ，なんとか活用したい
・実施時期や異動等，また集団の取り方で結果が違ってくる
・状況の把握にとどまっているため

中小規模事業場（n＝16）
・集団分析をしても本当にストレスの状況が部門によって違うのか見えてこない
・従業員が少なく，多くの集団分析ができない
・少ない人数だと特定される理由でできない
・小さいグループわけでないため
・職場が特定されなければ対策範囲が広くて困る
・具体的に知ることができないので対応しにくい
・解析が不十分なため
・仕事量に比例しており，既に会社として把握している
・結果がわかっても何ら対策を講じていない（寒さ暑さ騒音など）
・フィードバックのない社内体質
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事のパフォーマンス（生産性）の向上」が大規模事
業場で15事業場（38.5％），中小規模事業場で36
事業場（46.8％）であった．また，「従業員の抑う
つ，不安などの精神的訴えの減少」が大規模事業
場で13事業場（33.3％），中小規模事業場で25事
業場（32.5％），さらに「職場の一体感の向上」が大
規模事業場では9事業場（23.1％），中小規模事業
場では14事業場（18.2％）と続き，「効果を期待し
ていない」と回答した事業場はなかった（重複回答
あり）．

職場環境改善の実施状況
　120事業場のうち職場環境改善に「既に取り組
んでいる」35事業場（29.2％），「取り組む計画が
ある」8事業場（6.7％），「今後取り組みたい」59事
業場（49.2％），「取り組む予定はない」12事業場
（10.0％），無記入が7事業場（5.8％）であった（重
複回答あり）（図5）．事業場規模別では，大規模事
業場のうち「今後取り組みたい」が最も多く18事
業場（46.2％），次いで「既に取り組んでいる」14
事業場（35.9％），「取り組む計画がある」5事業場
（12.8％），「取り組む予定はない」0事業場（0％）
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図4　職場環境改善の取り組みに感じる意義
全体，事業場規模別の職場環境改善の取り組みに感じる意義の割合を表示
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図5　職場環境改善の実施状況
全体，事業場規模別の職場環境改善の取り組みの実施状況の割合を表示
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であった．一方，中小規模事業場では，大規模事
業場と同様に「今後取り組みたい」が最も多く，38
事業場（49.4％），次いで「既に取り組んでいる」
20事業場（26.0％）であったが，「取り組む予定は
ない」12事業場（15.6％），「取り組む計画がある」
3事業場（3.9％）と続き，無記入が5事業場（6.5％）
であった．
職場環境改善への取り組み方法
　職場環境改善に「既に取り組んでいる」35事業
場中，取り組みの方法として「衛生委員会主導型」
17事業場（48.6％），「管理監督者主導型」13事業
場（37.1％），「従業員参加型」6事業場（17.1％），
「その他」2事業場（5.7％），無記入が2事業場
（5.7％）であった（重複回答あり）（図6）．事業場
規模別では，職場環境改善に既に取り組んでいる
大規模の14事業場のうち「管理監督者主導型」が7
事業場（50.0％）と最も多く，次いで「衛生委員会
主導型」5事業場（35.7％），「従業員参加型」1事業
場（7.1％）であった．一方，中小規模の20事業場
のうち，「衛生委員会主導型」が12事業場（60.0％）
と最も多く，次いで「管理監督者主導型」とともに
「従業員参加型」が5事業場（25％），「その他（集団
分析を使用せず）」2事業場（10.0％），無記入が1
事業場（5.0％）であった．
　なお，各取り組み方法の概要として，次の説明
文を掲示した．【衛生委員会主導】衛生委員会にお
いて，集団分析結果をもとに職場環境等を評価
し，組織体制や制度を見直したり，関連部署に具
体的な対策を指示したりする方法．【管理監督者

主導】管理監督者にその部署のストレスチェック
の集団分析結果を示し，各部署で管理監督者が中
心となって自主的に対策を立案し実施するように
求める方法．【従業員参加型】部署ごとのストレス
チェックの集団分析の結果をもとに，管理監督者
が労働者と話し合いながら職場環境等の評価と改
善のための計画を検討する方法．
職場環境改善の取り組みに至っていない理由
　職場環境改善について，「今後取り組みたい」ま
たは「取り組む予定はない」と回答し，取り組みに
至っていない71事業場にその理由を尋ねたとこ
ろ，「担当者の負担が大きい」が39事業場（54.9％）
と最も多く，次いで「専門スタッフがいない」33事
業場（46.5％），「取り組み方がわからない」30事
業場（42.3％）と続いた（図7）．
　事業場規模別では，大規模の18事業場のうち
「担当者の負担が大きい」が11事業場（61.1％）と
最も多く，次いで「時間がかかる」9事業場（50.0％），
「取り組み方がわからない」・「専門スタッフがい
ない」が各7事業場（38.9％），「従業員に負担がか
かる」5事業場（27.8％），「経費がかかる」・「必要
性を感じない」が各1事業場（5.6％）であった（重
複回答あり）．一方，中小規模の50事業場では，
「担当者の負担が大きい」が26事業場（52.0％）と最
も多く，次いで「専門スタッフがいない」25事業場
（50.0％），「取り組み方がわからない」21事業場
（42.0％），「時間がかかる」12事業場（24.0％），「従
業員に負担がかかる」11事業場（22.0％），「経費
がかかる」10事業場（20.0％），「必要性を感じな
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図6　「既に取り組んでいる」事業場の取り組み方法
職場環境改善活動に「既に取り組んでいる」と回答した事業場の取り組み方法の割合を表示
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い」8事業場（16.0％），「その他（従業員数が少な
い，管理職の意識の低さ等）」3事業場（6.0％）で
あった（重複回答あり）．

考　察
集団分析の実施・活用状況
　今回の結果から，全体の71.7％で集団分析が実
施されていることが分かった．規模別では，中小
規模事業場で68.8％，大規模事業場で79.5％で
あった．厚生労働省 4）の平成30年度労働安全衛生
調査の概況では，SCを実施した事業場のうち集
団分析を実施したのは73.3％と報告されており，
本調査とおおむね同等の割合であった．また，同
調査では，事業場規模が小さくなるにつれ実施割
合は下がっており，本調査の規模別での傾向と近
似していた．
　また，集団分析結果の共有範囲は，大規模事業
場では，人事担当者や管理監督者との共有が最も
多く，次いで事業主との共有を行っていた．一
方，中小規模事業場では人事担当者との共有が最
も多く，次いで事業主や安全衛生委員会での共有

を行っていた．
　規模別で比較すると，人事担当者や事業主との
共有は事業場規模にかかわらず高い割合を示して
いた．しかし，中小規模事業場と比べて大規模事
業場の方が，産業保健スタッフや管理監督者との
共有を行う割合が高かった．規模により，産業保
健スタッフとの共有に割合差がみられた点は，事
業場規模によって産業医や保健師といった産業保
健スタッフの有無や駐在状況の違いが影響してい
ることが予想される．また，大規模事業場では部
署や拠点ごとに機能分化されているため，事業主
や人事担当者だけでなく，部署の管理監督者に結
果の共有が積極的に行われた可能性も考えられ
る．事業場規模が大きくなるにつれ，職務や職場
環境，ストレス状況は部署間で異なるため，組織
全体の体制の見直しといった事業主や人事担当者
主導の対策だけでなく，各部署での状況把握や実
情に応じた職場環境改善を検討していく必要があ
る．
　その一方で，安全衛生委員会での共有について
は，大規模事業場に比べて中小規模事業場の方
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図7　職場環境改善の取り組みに至っていない理由
職場環境改善の取り組みに至っていないと回答した事業場の取り組みに至っていない理由の割合を表示
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が，共有している割合がより高い結果であった．
中小規模事業場では，産業保健スタッフが常駐し
ておらず，衛生管理者が中心となり従業員の心身
の健康管理を行っているところも多い．そのた
め，産業医や労働者側の従業員も参加している安
全衛生委員会が，集団分析結果を共有し，ストレ
ス状況を把握する機会になったことが推察され
る．また，産業医がSC実施者を兼ねている事業
場も多く，結果を踏まえた対策を検討する場とし
て，安全衛生委員会が活用されている可能性も考
えられる．
　次に，集団分析を実施した事業場にその意義を
尋ねたところ，全体の約70％が意義を感じると
回答した．具体的な意義として，事業場の規模に
かかわらず多くの事業場が職場のストレス状況の
把握に役立つと感じていた．しかし，具体的な職
場環境の改善や職場のサポートに活用できている
事業場は半数以下であり，集団分析が職場のスト
レス状況や特徴を把握するためのツールとして浸
透しているものの，それを踏まえた職場環境の改
善活動にはつながりにくい状況が推察された．一
方，集団分析の実施に意義を感じないと回答した
事業場の理由としては，結果の見方の分かりづら
さや結果の活用方法が分からないといった，結果
の扱い方の難しさを挙げており，結果の解析方法
について疑問を感じているケースや，そもそも集
団分けに苦慮しているという意見も得られた．
　厚生労働省 4）の同調査では，集団分析を実施し
た事業場の80.3％が集団分析結果を活用し，な
かでも40％前後の事業場が残業時間削減や休暇
取得に向けた取り組み，安全衛生委員会での審議
に活用したと回答している．ただし，従業員参加
型の職場環境改善ワークショップの実施は5.2％
に留まるなど，活用方法により差が生じていた．
就業時間や休暇といった事業場の体制に関する介
入に比べ，従業員を含めた改善活動を行っていく
にはさまざまなハードルがあることが推察され
た．
職場環境改善の取り組み状況
　職場環境改善活動の取り組みに関する意義を尋
ねたところ，約90％の事業場が「働きやすい職場

環境づくり」への意義を感じると回答し，効果を
期待しないとの回答はみられなかった．このこと
から，多くの事業場が，職場環境改善の取り組み
を行えば何らかの効果が得られると認識をしてい
る一方で，職場環境改善の実施は全体の約30％
であり，前項の集団分析の活用で取り上げたよう
に，SCと連動した活動として取り組むことの難
しさが推察された．また，規模別での実施状況
は，大規模事業場の35.9％，中小規模事業場の
26.0％が職場環境改善をすでに実施しており，方
法としては大規模事業場では管理監督者主導，中
小規模事業場では衛生委員会主導が最も多かっ
た．この点については，前項の集団分析の共有範
囲の特徴とおおむね一致している．事業場規模に
より職場環境改善活動の実施割合や実施への意思
に差がみられたが，事業場規模が小さいほど取り
組みにつながりにくいことは，川上ら 2）によって
指摘されており，本調査でも同様の結果が得られ
た．
　また，取り組みに至ってはいないものの，今後
取り組みたいと考えている事業場は全体の約半数
に上った．この結果を踏まえると，多くの事業場
が意義を感じ，取り組みに関心はあるものの，実
際に取り組みに至っていない状況が窺える．職場
環境改善の取り組みに至っていない事業場にその
理由を尋ねたところ，大規模事業場では，「担当
者の負担が大きい」が最も多く，次いで「時間がか
かる」，「取り組み方がわからない」，「専門スタッ
フがいない」であった．逆に「経費がかかる」とい
う項目を挙げたところは少なく，特徴としては，
担当者の負担やそれにかかる時間といった職場環
境改善に取り組むことによる職場の労力がハード
ルとなっていた．中小規模事業場では，「担当者
の負担が大きい」が最も多く，次いで「専門スタッ
フがいない」，「取り組み方がわからない」となっ
ており，大規模事業場では指摘の少なかった「経
費がかかる」ことも一部の事業場から理由として
挙げられた．中小規模事業場の特徴として，職場
環境改善の取り組みのためのノウハウやそれを推
し進めていく担当者の負担や人材不足，またそこ
にかかる経費などがハードルとなっていることが
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窺える．
　さらに，現在取り組みには至っておらず，今後
も職場環境改善の取り組みを予定していないと回
答した事業場の約6割は，取り組みに至っていな
い理由として「取り組み方がわからない」と回答し
た．次いで，約半数の事業場が「担当者の負担が
大きい」，「専門スタッフがいない」といった理由
を挙げており，ノウハウや人材の不足などの負担
により，取り組みへの動機付けが得られにくいこ
とが推察された．
　今後，職場環境改善を促進していくために，中
小規模事業場に対しては，事業場外の専門家によ
る直接的な導入・推進支援の活用や活動費用の助
成制度の利用等によって，実施のハードルを下げ
ることが対策として考えられる．また，大規模事
業場に対しては，前述の支援に加え，すでに実施
されている改善活動（QCサークル，5Sなど）に組
み合わせることなど，時間や人的なコストを抑え
た方法の提案が促進につながるものと思われる．
同様に，職場環境改善の取り組みの意義や必要性
を改めて伝えることにより，動機付けを行い，活
動の導入や活動の維持をサポートすることも重要
な取り組みと考えられる．

課　題
　本研究の限界として，回収率の低さが挙げられ
る．回収率は約4割に留まり，当財団でSCを実施
した事業場の実情を十分に反映しているとはいい
がたい．また，業種ごとに得られた回答数の差が
大きく，業種ごとの検討を行うことができなかっ
た．そのため，今後は調査の対象や依頼方法，回

収方法を見直し，引き続きSCの実施状況や事業
場のニーズの把握を進め，職場環境改善活動への
支援方法や促進方法を検討したい．

結　語
　本調査から，多くの事業場が集団分析や職場環
境改善への意義を感じており，その活用について
も検討していることが窺えた．しかし，実際の取
り組みにつながっていない事業場も多く，その背
景として，事業場規模により職場環境改善活動の
促進を阻害する要因が異なることが推察された．
SC実施機関として，本調査の結果を踏まえ，各
事業場に対する具体的な支援方法を検討したい．

利益相反
　本調査において，開示すべき利益相反はない．
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A Survey of Awareness of Working Environment Improvement  
in the Stress Checking System
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Abstract

Objective: The aim of this study was to obtain information regarding the status of working 
environment improvement, as required by the legislated Stress Check (SC) from December 
2015, and suggestions for its further expansion and promotion.
Method: Our foundation conducted an awareness survey in November 2017 of 283 busi-
ness sites which have been implementing SC since the enactment of the law.
Results: Responses were received from 20 businesses (42.4% response rate), with about 
65% of them being small- to medium-sized. Regarding the post-SC initiatives, group analy-
sis was conducted at approximately 70% of the business sites, with the majority of business-
es indicating that the implementation was signified by “understanding the stress situation 
in the workplace.” Respondents who indicated that they did not feel the significance of the 
program offered opinions such as, “Methods to use the system and implement measures 
are unclear,” and “We have been unable to take action based on the results.” Moreover, 
although only about 30% of businesses were working on improving the workplace envi-
ronment, large numbers, almost 50%, of businesses indicated a willingness to do so in the 
future, reflecting a high level of interest. Reasons behind the lack of implementation includ-
ed “not knowing how to proceed”, “the large managerial burden”, and a “lack of specialist 
staff.”
Conclusion: The survey results suggest that the use of group analysis does not lead to suf-
ficient use, and that the lack of know-how and response staff are hindering efforts, in spite 
of high interest in improving the working environment. In particular, these factors were 
observed to be a major hindrance to the efforts of small- to medium-sized businesses.

Keywords: Stress checks, group analysis, working environment improvement, business size
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はじめに
　当施設の人間ドックでは，2003年に胃検診の
標準検査を胃X線検査から胃内視鏡検査（upper 
gastrointestinal endoscopy: GIE）に変更し，希望
者には鎮静薬を使用している．また2007年より
経鼻スコープを導入し，受診者に挿入経路を経口
か経鼻かを選択できるようにした．GIEの実施件
数は2010年度が5,547件（経口3,401件，経鼻
2,146件）であったが，2018年度は12,208件（経
口7,024件，経鼻5,184件）と年々増加し，GIEへ
のニーズが年々高まっている．それに伴い，侵襲
的なGIEを，いかに安全に苦痛を少なく実施する
にはどうすべきかなどの課題も生じてきた．
　既存の報告では，年齢，性別，検査前不安，経
鼻挿入，鎮静薬の使用，細径スコープの使用と
GIEの苦痛との個別の関連については多くの報告
が存在するが，対象者は1,000名未満のことが多
く，交絡因子で調整後の関係性は不明な点が多

胃内視鏡検査を受ける受診者の不安と苦痛の考察
納多英里 1）　西川晋史 1,2）　奥 明美 1）　末岡恵理 1）　伊東香代 1）　山本正之 1）

要　約
目的：胃内視鏡検査（upper gastrointestinal endoscopy: GIE）の諸条件と苦痛の関連を評価し，苦痛
の少ないGIEの在り方を検討する．
方法：2018年11月～2019年4月の人間ドック受診者にGIEの苦痛や人間ドック満足度に関する
アンケート調査を行った．その結果を，GIEの検査記録（累積検査回数，検査前の不安，挿入経路，
鎮静の有無，使用スコープ径，検査時間，生検の有無，嘔吐反射や体動の程度など）や人間ドック
の結果情報と突合した．5,249名を対象者とし，さまざまな情報とGIEの苦痛との関連を多変量解
析により評価した．
結果：多変量調整後でも，若い年代，女性，検査前の不安，少ない累積検査回数，長い検査時間，
検査中の嘔吐反射や体動の出現はGIEの苦痛と有意に関連し，鎮静薬の使用は苦痛軽減に関連し
た．挿入経路，鎮静の有無，使用スコープ径を組み合わせた6群間の比較では，鎮静なしの経鼻
GIEにて嘔吐反射が最も少なく，鎮静なしの経鼻GIEに比べて，鎮静ありの経口と経鼻のGIEでは
嘔吐反射や体動が出やすいが苦痛は少なかった．経口GIEでは通常径に比べて細径スコープ使用時
に苦痛は少なく，特に鎮静なしの場合に苦痛の差が大きかった．GIEの苦痛は人間ドック満足度と
強く関連した．
結論：検査前の問診情報と不安の程度，過去のGIE検査条件と苦痛の程度をもとに，鎮静薬や細径
スコープを使用することは，GIEの苦痛軽減につながり，人間ドック満足度に影響する可能性がある．

キーワード　胃内視鏡検査，苦痛，鎮静薬，人間ドック満足度

い．またGIEでは，挿入経路（経口または経鼻），
鎮静薬の使用，スコープ径（通常径または細径）を
組み合わせた複数の検査条件が存在するが，検査
条件別でのGIEの苦痛の比較はよく知られていな
い．そこで今回，これらの不明な点を解明するた
めに，当施設約5,000名の受診者のアンケート調
査と内視鏡介助の看護記録を用いて，GIEに関す
るさまざまな情報がGIEの苦痛にどの程度関連す
るか，受診者に苦痛の少ないGIEの在り方につい
て検討した．

方　法
対　象
　2018年11月～2019年4月の当施設の人間ドッ
ク受診者5,855名に対して，アンケート調査を行っ
た．データ欠損者やGIE不検者606名を除く，
5,249名を対象者（男性2,989名，女性2,260名）
とした．年代の内訳は40歳未満553名，40－49
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歳1,672名，50－59歳1,763名，60－69歳956
名，70歳以上305名であった．
GIEの検査条件とグループ分け
　当施設には，経口用の通常径スコープ（直径
9.3mm，EG-600WR：富士フイルム，東京）4本
と経鼻用の細径スコープ（直径5.9mm，EG-
580NW2：富士フイルム，東京）6本の2種類あ
り，挿入経路は経口か経鼻を選択できる．経口
GIEでは希望に応じて，鎮静薬としてミダゾラム
2.0mgを標準量とし検査直前に静注しているが，
経鼻GIEでは原則使用しない．ただし，GIEが苦
手で苦痛の少ない検査を希望する者や，当施設の
過去の検査記録から嘔吐反射の強かった者や体動
がみられた者には，受診者と相談のうえで，経口
GIEで細径スコープを使用することや，経鼻GIE
で鎮静薬を使用することがある．またスコープの
洗浄サイクルの都合で，経口GIEに細径スコープ
を使用することがある．GIEの施行は経験5年以
上の医師19名が担当し，ランダムに受診者が振
り分けられる．
　そして，経口または経鼻，鎮静の有無，スコー
プ径の大小で，1）経鼻，鎮静なし，細径（n＝
2,215），2）経鼻，鎮静あり，細径（n＝47），3）経
口，鎮静なし，通常径（n＝286），4）経口，鎮静
なし，細径（n＝123），5）経口，鎮静あり，通常径
（n＝1,751），6）経口，鎮静あり，細径（n＝827），
の6群に分けた．
GIEの検査記録
　内視鏡介助の看護師の検査記録より，ミダゾラ
ム投与量（mg），検査時間（分），生検の有無を確
認し，受診者の検査直前の不安な様子（なし，や
やあり，あり，の3段階），検査中の嘔吐反射
（まったくなし［反射なし］，ほぼなし［反射ほぼな
し］，普通［反射少しあるが検査に支障なし］，や
や強い［検査にやや支障あり］，強い［検査にかな
り支障あり］，の5段階），体動（なし［まったくな
し］，少しあり［通常の介助で検査可］，激しい［2
名で介助が必要または1名でも終始付き添い介助
が必要］，の3段階）で評価した．嘔吐反射が「や
や強い」または「強い」場合を「反射強い」とし，体
動が「少しあり」または「激しい」場合を「体動あり」

と定義した．
受診者へのアンケート調査
　受診当日人間ドック終了時にGIEを受けた受診
者に任意の自記式アンケート調査を依頼した．
GIEの累積検査回数（初回，2－5回，6回以上，
の3段階），検査前の不安状態（ほぼなし，ややあ
り，強くあり，の3段階），今回のGIEの苦痛度
（楽だった，少し楽だった，普通，少し苦しかっ
た，苦しかった，の5段階），次回に同じGIE条
件で受けたいか（受けたい，受けたくない，わか
らない，の3段階）などGIEに関する質問に加え，
今回の人間ドック全体の満足度（満足，まあ満足，
普通，やや不満，不満，の5段階）についても回
答を依頼した．GIEの苦痛について「少し苦しかっ
た」または「苦しかった」と回答した場合に「苦痛あ
り」とし，人間ドック全体の満足度で「やや不満」
または「不満」と回答した場合に「人間ドック不満
あり」と定義した．
人間ドックの結果情報
　人間ドックにより取得した問診情報（飲酒頻度，
1回飲酒量，抗不安薬内服の有無）と，体重（kg）÷
身長（m）2で算出される body-mass index（BMI）
（kg/m2）の情報を取得した．
統計解析
　GIEの検査記録，受診者へのアンケート調査，
人間ドックの結果より得たさまざまな情報とGIE
の苦痛との関連をロジスティック回帰分析によ
り，多変量で調整したオッズ比とその95％信頼
区間を求めた．なお統計解析にはSPSS ver26 for 
Windows（日本アイ・ビー・エム，東京）を用いた．
p＜0.05を統計学的に有意とした．
倫理的配慮
　本研究は神鋼記念会倫理委員会の承認を得た
（番号：1954）．必要最低限の匿名化されたデータ
を取得し，病名などの健康情報は取り扱っていな
い．施設内に「個人情報保護方針」，「個人情報の
利用と提供」に関して掲示を行い，受診者全員に
受診前に郵送する受診案内には，取得した健康情
報は個人情報保護の法令を遵守して取り扱うこと
を記載している．
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結　果
　表1で示すように，当施設で受診者にまず勧奨
している「経鼻，鎮静なし，細径」が2,215名（対象
者の42.2％），「経口，鎮静あり，通常径」が1,751
名（対象者の33.4％）と多く，合わせて75.6％を
占めた．40歳未満，40－49歳の若年者の合計割

合は，経鼻GIEか鎮静ありのGIEで高く，70歳
以上の割合は鎮静なしの経口GIEで高かった．男
性の比率は鎮静なしのGIEで高く，一方，女性の
比率は鎮静ありのGIEで高かった．検査初回の割
合は，「経鼻，鎮静なし，細径」で10.4％，「経口，
鎮静あり，通常径」で7.3％と高かったが，累積検

表1　胃内視鏡検査（GIE）の検査条件と基本情報
経鼻
鎮静なし
細径

n＝2215

経鼻
鎮静あり
細径

n＝47

経口
鎮静なし
通常径

n＝286

経口
鎮静なし
細径

n＝123

経口
鎮静あり
通常径

n＝1751

経口
鎮静あり
細径

n＝827

総数

n＝5249
年代
　40未満 13.1％ 8.5％ 4.5％ 10.6％ 7.7％ 11.9％ 10.5％
　40－49 32.7％ 48.9％ 14.3％ 21.1％ 29.8％ 40.6％ 31.9％
　50－59 36.3％ 25.5％ 33.9％ 35.0％ 32.4％ 28.9％ 33.6％
　60－69 14.9％ 17.0％ 29.7％ 20.3％ 22.8％ 13.1％ 18.2％
　70以上 2.8％ 0.0％ 17.5％ 13.0％ 7.4％ 5.6％ 5.8％
性別
　男性 66.6％ 44.7％ 74.8％ 55.3％ 52.5％ 35.2％ 56.9％
　女性 33.4％ 55.3％ 25.2％ 44.7％ 47.5％ 64.8％ 43.1％
BMI（kg/m2）
　18.5未満 6.2％ 4.3％ 5.9％ 8.9％ 10.0％ 10.8％ 8.2％
　18.5－24.9 67.3％ 68.1％ 67.5％ 61.0％ 68.2％ 68.2％ 67.6％
　25.0以上 26.5％ 27.7％ 26.6％ 30.1％ 21.8％ 21.0％ 24.2％
抗不安薬内服
　あり 3.0％ 6.4％ 4.9％ 5.7％ 3.8％ 3.7％ 3.6％
　なし 97.0％ 93.6％ 95.1％ 94.3％ 96.2％ 96.3％ 96.3％
飲酒頻度
　飲まない 22.6％ 21.3％ 25.2％ 32.5％ 25.0％ 29.9％ 24.9％
　週3日未満 33.9％ 34.0％ 25.9％ 35.0％ 36.4％ 32.9％ 34.2％
　週3－4日 12.1％ 6.4％ 9.1％ 9.8％ 12.1％ 10.9％ 11.6％
　週5－6日 11.5％ 14.9％ 16.4％ 10.6％ 9.6％ 10.5％ 11.0％
　毎日 19.9％ 23.4％ 23.4％ 12.2％ 16.9％ 15.8％ 18.3％
1回飲酒量
　飲まない 22.9％ 21.3％ 25.2％ 32.5％ 25.0％ 29.7％ 25.0％
　1合未満 33.4％ 29.8％ 30.8％ 30.1％ 38.7％ 37.8％ 35.6％
　1－1.9合 26.5％ 40.4％ 24.5％ 25.2％ 22.7％ 21.4％ 24.4％
　2－2.9合 13.5％ 8.5％ 14.7％ 8.9％ 10.9％ 9.1％ 11.8％
　3合以上 3.7％ 0.0％ 4.9％ 3.3％ 2.8％ 1.9％ 3.1％
GIEの累積検査回数
　初回 10.4％ 0.0％ 3.1％ 1.6％ 7.3％ 6.9％ 8.1％
　2－5回 62.5％ 57.4％ 38.1％ 61.8％ 58.8％ 61.7％ 59.7％
　6回以上 27.1％ 42.6％ 58.7％ 36.6％ 33.9％ 31.4％ 32.1％
検査前不安（受診者の自己評価）
　ほぼなし 37.5％ 14.9％ 69.2％ 45.5％ 51.7％ 37.6％ 44.0％
　ややあり 49.9％ 46.8％ 29.4％ 48.8％ 40.1％ 46.6％ 44.9％
　強い 12.6％ 38.3％ 1.4％ 5.7％ 8.2％ 15.8％ 11.1％
検査前不安（介助看護師の評価）
　なし 74.8％ 34.0％ 89.9％ 76.4％ 73.8％ 57.0％ 72.1％
　ややあり 21.1％ 42.6％ 10.1％ 19.5％ 23.2％ 34.3％ 23.5％
　あり 4.1％ 23.4％ 0.0％ 4.1％ 3.0％ 8.7％ 4.4％

BMI: body-mass index, GIE: upper gastrointestinal endoscopy
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査回数6回以上の方の割合は「経口，鎮静なし，
通常径」が58.7％で最多であった．また，受診者
の自己評価と介助看護師の評価いずれにおいても
検査前不安が強い者の割合は，「経鼻，鎮静あり，
細径」，「経口，鎮静あり，細径」と鎮静ありのGIE
で高かった．
　表2では，GIEの検査条件と苦痛，人間ドック

満足度の関連を示す．嘔吐反射が「強い」の割合
は，「経口，鎮静あり，細径」9.1％，「経口，鎮静
あり，通常径」4.5％の順に高かった．体動が「激
しい」の割合は，「経口，鎮静あり，細径」2.7％，
「経口，鎮静あり，通常径」0.9％の順に高かった．
苦痛で「苦しかった」の割合は，「経口，鎮静なし，
細径」8.1％，「経鼻，鎮静なし，細径」7.0％の順

表2　胃内視鏡検査（GIE）の検査条件と苦痛，人間ドック満足度
経鼻
鎮静なし
細径

n＝2215

経鼻
鎮静あり
細径

n＝47

経口
鎮静なし
通常径

n＝286

経口
鎮静なし
細径

n＝123

経口
鎮静あり
通常径

n＝1751

経口
鎮静あり
細径

n＝827

総数

n＝5249
生検
　なし 97.0％ 95.7％ 94.8％ 95.9％ 96.9％ 98.2％ 97.0％
　あり 3.0％ 4.3％ 5.2％ 4.1％ 3.1％ 1.8％ 3.0％
検査時間
　5分未満 19.9％ 17.0％ 33.2％ 36.6％ 30.9％ 25.9％ 25.6％
　5分 26.5％ 27.7％ 24.8％ 25.2％ 28.9％ 26.4％ 27.1％
　6分 21.4％ 29.8％ 15.0％ 16.3％ 18.0％ 23.7％ 20.2％
　7分 14.6％ 12.8％ 14.7％ 6.5％ 10.6％ 10.6％ 12.4％
　8－9分 13.2％ 10.6％ 9.1％ 9.8％ 8.5％ 10.4％ 10.9％
　10分以上 4.4％ 2.1％ 3.1％ 5.7％ 3.1％ 3.0％ 3.7％
　平均（分） 6.0 ±1.9 5.8 ±1.5 5.5 ± 1.9 5.5 ± 2.2 5.5 ± 1.7 5.7 ± 1.7 5.7 ± 1.8
嘔吐反射
　なし 61.9％ 40.4％ 46.2％ 54.5％ 29.6％ 26.6％ 44.3％
　ほぼなし 21.4％ 19.1％ 29.0％ 25.2％ 26.0％ 21.4％ 23.5％
　普通 11.3％ 17.0％ 16.1％ 10.6％ 24.3％ 28.2％ 18.6％
　やや強い 4.7％ 23.4％ 7.7％ 8.9％ 15.5％ 14.8％ 10.3％
　強い 0.7％ 0％ 1.0％ 0.8％ 4.5％ 9.1％ 3.3％
体動
　なし 99.1％ 87.2％ 98.6％ 100.0％ 85.0％ 80.8％ 91.4％
　少しあり 0.7％ 12.8％ 1.4％ 0％ 14.0％ 16.6％ 7.8％
　激しい 0.2％ 0％ 0％ 0％ 0.9％ 2.7％ 0.8％
苦痛
　楽だった 20.5％ 23.4％ 26.6％ 30.9％ 45.5％ 38.6％ 32.3％
　少し楽だった 19.4％ 27.7％ 13.6％ 16.3％ 17.0％ 20.9％ 18.5％
　普通 24.5％ 19.1％ 32.2％ 24.4％ 14.0％ 12.2％ 19.4％
　少し苦しかった 28.7％ 23.4％ 23.4％ 20.3％ 20.3％ 22.6％ 24.4％
　苦しかった 7.0％ 6.4％ 4.2％ 8.1％ 3.3％ 5.7％ 5.4％
次回，同条件で検査を希望するか
　受けたい 84.5％ 89.4％ 90.9％ 87.0％ 91.3％ 89.5％ 88.0％
　受けたくない 2.2％ 4.3％ 2.1％ 4.1％ 2.2％ 1.8％ 2.2％
　わからない 13.3％ 6.4％ 7.0％ 8.9％ 6.5％ 8.7％ 9.8％
人間ドック満足度
　満足 67.9％ 74.5％ 64.7％ 65.0％ 70.2％ 70.6％ 68.9％
　まあ満足 27.5％ 23.4％ 29.7％ 26.8％ 25.2％ 25.9％ 26.6％
　普通 4.3％ 2.1％ 3.8％ 6.5％ 4.2％ 3.4％ 4.1％
　やや不満 0.2％ 0％ 1.4％ 0.8％ 0.3％ 0.1％ 0.3％
　不満 0％ 0％ 0.3％ 0.8％ 0.1％ 0％ 0.1％

GIE: upper gastrointestinal endoscopy
検査時間の平均（分）は平均±標準偏差を示す
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に高かった．人間ドック満足度は，「満足」の割合
は鎮静薬を使用した3つの検査条件が，鎮静なし
の3つの検査条件に比べて高かった．
　表3では，GIEの検査条件別の反射強い，体動
あり，苦痛あり，人間ドック不満ありのオッズ比
を示す．国内の胃の集団検診で汎用されている鎮
静なしの経鼻GIEである「経鼻，鎮静なし，細径」
を対照群とした．反射強いは，「経鼻，鎮静なし，
細径」に比べて，それ以外の5つの検査条件すべ
てで有意にオッズ比が上昇し，つまり，「経鼻，
鎮静なし，細径」群では他の5群と比べてオッズ
比が有意に低かった．体動ありは，鎮静ありの3
つの検査条件で有意なオッズ比上昇がみられた．
苦痛ありは，「経口，鎮静あり，通常径」，「経口，
鎮静あり，細径」でオッズ比が有意に低値であっ
たが，それ以外では有意差を認めなかった．人間
ドック不満ありは，「経鼻，鎮静なし，細径」に比
べて，5つの検査条件いずれも有意差を認めなかっ
たが，「経鼻，鎮静あり，細径」でオッズ比が最も
低値であった．
　表4，5はさまざまな情報とGIEの苦痛との関
連を示す．年代では70歳以上を対照群とした場
合に，若いほどオッズ比は段階的に高くなった．

また性別では女性が男性に比べてオッズ比が有意
に高く，GIEの累積検査回数では，検査回数が少
ないほど，オッズ比が有意に上昇した．一方で，
BMI，抗不安薬内服の有無，飲酒頻度，1回飲酒
量はGIEの苦痛と有意な関連を認めなかった．検
査前不安については，受診者の自己評価と介助看
護師の評価いずれの尺度でもGIEの苦痛と関連
し，検査前不安（介助看護師の評価）が少しでも存
在するとオッズ比は1.82（1.57－2.11）と有意に
上昇した．
　表5では，鎮静ありでは苦痛ありのオッズ比が
0.54（0.42－0.68）と有意に低減したが，経鼻挿
入（対経口挿入）や，細径スコープの使用（対通常
径）は，多変量調整後のオッズ比は1未満であっ
たが，有意差はなかった．また検査時間が長く，
検査中の嘔吐反射が強く，体動が激しくなるほ
ど，GIEの苦痛のオッズ比は上昇した．
　表6より，GIEの苦痛と人間ドック不満ありの
関係は，GIEが「楽だった」と回答した群と比較し
て，「普通」5.12（3.29－7.98），「少し苦しかった」
5.16（3.29－8.09），「 苦 し か っ た」11.5（6.6－
20.0）と，GIEの苦痛が強いほど人間ドックに不
満ありと回答する傾向があった．

表3　胃内視鏡検査（GIE）の検査条件と苦痛，人間ドック不満ありとの関連
経鼻
鎮静なし
細径

経鼻
鎮静あり
細径

経口
鎮静なし
通常径

経口
鎮静なし
細径

経口
鎮静あり
通常径

経口
鎮静あり
細径

反射強い
調整オッズ比 1 5.39 2.79 2.40 5.39 5.29

（95％信頼区間） （2.63－11.0） （1.75－4.43）（1.27－4.54）（4.29－6.78）（4.10－6.82）
p値 対照群 p＜0.001 p＜0.001 p＝0.007 p＜0.001 p＜0.001

体動あり
調整オッズ比 1 15.4 1.91 0 19.8 23.3

（95％信頼区間） （5.82－40.6）（0.65－5.67） （12.5－31.6） （14.5－37.6）
p値 対照群 p＜0.001 p＝0.24 p＜0.001 p＜0.001

苦痛あり
調整オッズ比 1 0.72 1.30 0.91 0.61 0.60

（95％信頼区間） （0.37－1.39）（0.97－1.75）（0.59－1.39）（0.52－0.71）（0.49－0.72）
p値 対照群 p＝0.32 p＝0.08 p＝0.66 p＜0.001 p＜0.001

人間ドック不満あり
調整オッズ比 1 0.47 1.20 1.85 1.03 0.81

（95％信頼区間） （0.06－3.50）（0.66－2.01）（0.94－3.67）（0.76－1.40）（0.53－1.25）
p値 対照群 p＝0.46 p＝0.61 p＝0.08 p＝0.87 p＝0.35

GIE: upper gastrointestinal endoscopy
オッズ比は年代，性別，累積検査回数，生検の有無，検査時間で調整済み
反射強いは検査時の嘔吐反射が「やや強い」または「強い」，体動ありは検査時の体動が「少しあり」または「激しい」，苦痛ありはGIEが
「少し苦しかった」または「苦しかった」，人間ドック不満ありは人間ドック満足度で「やや不満」または「不満」あり，とそれぞれ定義した
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考　察
　当施設の人間ドックでは2003年からGIEを胃
検診の標準検査とし，胃検診受診者の99.6％が
GIEを受けている．今回，約5,000名の希少な
データをもとに多変量解析を行い，以下の関係性
が示された．
　1） 若い年代，女性，強い検査前の不安，少ない
累積検査回数，長い検査時間，検査中の嘔吐
反射や体動の出現はGIEの苦痛と強く関連
し，一方で鎮静薬の使用は苦痛軽減に有意に

関連した．
　2） 挿入経路，鎮静の有無，使用スコープ径を組

み合わせた6群間の比較では，鎮静なしの経
鼻GIEで嘔吐反射が最も少なく，鎮静ありの
経口と経鼻のGIEでは嘔吐反射や体動が出や
すいが苦痛は少なかった．

　3） 経口GIEでは通常径に比べて細径スコープ使
用時に苦痛は少なく，特に鎮静なしの場合に通
常径と細径の間での苦痛の差が大きかった．

　4） GIEの苦痛の程度は人間ドック全体の満足度

表4　胃内視鏡検査（GIE）の苦痛に関する評価1

年代（歳） 40未満 40－49 50－59 60－69 70以上
調整オッズ比 4.86 3.81 2.27 1.22 1

（95％信頼区間）（3.24－7.30）（2.62－5.54）（1.56－3.29）（0.82－1.82）
p値 p＜0.001 p＜0.001 p＜0.001 p＝0.32 対照群

性別 男性 女性
調整オッズ比 1 2.01

（95％信頼区間） （1.76－2.29）
p値 対照群 p＜0.001

BMI（kg/m2） ＜18.5 18.5－24.9 25.0以上
調整オッズ比 1.06 1 0.89

（95％信頼区間）（0.85－1.33） （0.76－1.04）
p値 p＝0.61 対照群 p＝0.15

抗不安薬内服 なし あり
調整オッズ比 1 1.02

（95％信頼区間） （0.72－1.44）
p値 対照群 p＝0.93

飲酒頻度 飲まない 週3日未満 週3－4日 週5－6日 毎日
調整オッズ比 1 0.87 0.95 0.95 1.15

（95％信頼区間） （0.74－1.03）（0.76－1.19）（0.75－1.20）（0.94－1.41）
p値 対照群 p＝0.10 p＝0.66 p＝0.64 p＝0.17

1回飲酒量 飲まない 1合未満 1－2合 2－3合 3合以上
調整オッズ比 1 0.92 1.00 0.91 0.77

（95％信頼区間） （0.78－1.08）（0.83－1.20）（0.72－1.15）（0.52－1.15）
p値 対照群 p＝0.30 p＝0.99 p＝0.42 p＝0.20

GIEの累積検査回数 初回 2－5回 6回以上
調整オッズ比 2.34 1.65 1

（95％信頼区間）（1.89－3.01）（1.41－1.93）
p値 p＜0.001 p＜0.001 対照群

検査前不安（受診者の自己評価） ほぼなし ややあり 強い
調整オッズ比 1 3.18 7.00

（95％信頼区間） （2.72－3.71）（5.61－8.73）
p値 対照群 p＜0.001 p＜0.001

検査前不安（介助看護師の評価） なし ややあり あり
調整オッズ比 1 1.82 2.37

（95％信頼区間） （1.57－2.11）（1.77－3.16）
p値 対照群 p＜0.001 p＜0.001

BMI: body-mass index，GIE: upper gastrointestinal endoscopy
オッズ比は年代，性別，累積検査回数，挿入経路，鎮静の有無，使用スコープ径，生検の有無，検査時間で調整済み
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に強く関連した．
　以前から年齢（若年者）はGIEの苦痛と強く関連
すると報告されている 1,2）．若年者は一般的に，口
腔や咽頭粘膜が敏感なため嘔吐反射が誘発されや
すく，また累積検査回数が少ない受診者が多いた
め，苦痛の要因になったと考えられる．性別は，
本研究では女性がGIEの苦痛と有意に関連し（表
4），女性比率は経鼻GIEで低く，鎮静ありの経口

GIEで高かった（表1）．また本研究において，鎮
静なしの経鼻GIEを受けた対象者で，次回同条件
での検査を希望した者は，男性（n＝1,475）が
88.3％，女性（n＝740）が77.0％と女性で低く，
女性で経鼻GIEを回避する傾向がみられた．経鼻
GIE受診者の8割が検査中の鼻痛や違和感を訴
え 3），経鼻GIEの苦しかった点で最も多かったの
が鼻痛であったとの報告がある 2,4）．特に女性で

表5　胃内視鏡検査（GIE）の苦痛に関する評価2

挿入経路 経口 経鼻
調整オッズ比 1 0.93

（95％信頼区間） （0.72－1.22）
p値 対照群 p＝0.61

鎮静の有無 なし あり
調整オッズ比 1 0.54

（95％信頼区間） （0.42－0.68）
p値 対照群 p＜0.001

使用スコープ径 通常径 細径
調整オッズ比 1 0.93

（95％信頼区間） （0.77－1.12）
p値 対照群 p＝0.43

生検の有無 なし あり
調整オッズ比 1 0.82

（95％信頼区間） （0.55－1.21）
p値 対照群 p＝0.32

検査時間 5分未満 5分 6分 7分 8－9分 10分以上
調整オッズ比 1 1.29 1.38 1.75 2.06 2.64

（95％信頼区間） （1.08－1.54）（1.14－1.67）（1.41－2.18）（1.64－2.59）（1.85－3.78）
p値 対照群 p＝0.005 p＝0.001 p＜0.001 p＜0.001 p＜0.001

嘔吐反射 なし ほぼなし 普通 やや強い 強い
調整オッズ比 1 2.16 4.50 8.41 13.1

（95％信頼区間） （1.77－2.53）（3.70－5.47）（6.65－10.6）（9.10－18.9）
p値 対照群 p＜0.001 p＜0.001 p＜0.001 p＜0.001

体動 なし 少しあり 激しい
調整オッズ比 1 2.49 3.30

（95％信頼区間） （1.97－3.14）（1.71－6.37）
p値 対照群 p＜0.001 p＜0.001

GIE: upper gastrointestinal endoscopy
オッズ比は年代，性別，累積検査回数，挿入経路，鎮静の有無，使用スコープ径，生検の有無，検査時間で調整済み

表6　胃内視鏡検査（GIE）の苦痛と人間ドック不満ありとの関連
GIEの苦痛

楽だった
n＝1695

少し楽だった
n＝971

普通
n＝1019

少し苦しかった
n＝1281

苦しかった
n＝283

人間ドック不満あり
調整オッズ比 1 1.44 5.12 5.16 11.5

（95％信頼区間） （0.81－2.57） （3.29－7.98） （3.29－8.09） （6.6－20.0）
p値 対照群 p＝0.21 p＜0.001 p＜0.001 p＜0.001

GIE: upper gastrointestinal endoscopy
オッズ比は年代，性別，累積検査回数，挿入経路，鎮静の有無，使用スコープ径，生検の有無，検査時間で調整済み
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鼻出血が起こりやすく 4），狭窄などで経鼻挿入不
能例が多いと報告されている 3,4）．年齢や性別を
考慮した検査方法を提案することが重要と考えら
れた．
　経鼻GIEは経口GIEに比べて苦痛が少ないと評
価され，受容性（検診受診率）と安全性を重視する
胃がん検診において導入する施設が増加してい
る．既存研究では，GIEの苦痛を左右する大きな
要因の一つにスコープ径を挙げ，細径スコープの
有用性を報告している 5,6）．また，経鼻GIEでは
経口GIEに比べて嘔吐反射を有意に低減し，苦痛
の軽減効果があるとの報告がある 3,6,7）．細径ス
コープで苦痛が軽減される理由としては，挿入時
に咽頭部の違和感が少なく食道入口部への挿入が
容易であること，スコープによる胃壁の圧迫に伴
う不快感や嘔吐反射が少ないことなどが考えられ
ている．本研究では，表3で示す通り，鎮静なし
の経鼻GIEで嘔吐反射のオッズ比が最も低く（他
の5つの検査条件で有意に上昇），また経口GIE
において通常径よりも細径使用時に苦痛や嘔吐反
射のオッズ比が低く，経鼻検査や細径スコープを
使用した場合に嘔吐反射が少ない傾向が示され
た．しかし，既存研究 3,5-7）と異なり，経鼻挿入も
細径スコープの使用も多変量調整後には苦痛軽減
の効果は示されなかった（表5）．ただし，鎮静を
希望しない場合や通常径のGIEで嘔吐反射や苦痛
が強かった場合に，細径スコープの使用は有用か
もしれない．
　当施設の伊東ら 8）は，鎮静薬によるGIEの苦痛
軽減の効果を示した．今回，主な交絡因子で調整
した多変量解析でも，鎮静薬の使用は独立した苦
痛軽減の効果が示された（表5）．鎮静薬使用例で
は嘔吐反射や体動の出現により客観的には苦しそ
うにみえても，検査後の受診者が自覚する苦痛は
軽減されていた．この相反する結果は，既存研究
でも報告されている 9）．当施設が使用するミダゾ
ラム（ベンゾジアゼピン系薬剤）には，催眠作用，
抗不安作用，健忘作用，筋弛緩作用があり，偶発
症の一つに脱抑制（薬剤により脳の高次機能とし
ての抑制機能が失われて感情や欲求が抑えられな
い状態）がある 10）．そのため，鎮静薬使用例では

嘔吐反射や体動が出現しやすくなるのかもしれな
い．一方で，ミダゾラムはベンゾジアゼピン系薬
剤のなかで健忘作用が強く，検査や治療中の苦痛
や不快な記憶を消失させることがあると報告され
ており 11），これらを背景に検査後に自覚する苦痛
が軽減された可能性がある．
　鎮静薬の使用に際しては，そのデメリットにも
対応できる体制が求められる．血圧低下，不整
脈，呼吸抑制などの偶発症，静注に伴う血管損
傷，検査後の転倒リスクに対して，検査中検査後
のモニタリング，救急カートや酸素投与の準備，
リカバリー室の確保が必要である．また，鎮静薬
およびその拮抗薬（当施設ではフルマゼニル0.5mg
を検査終了時に投与）の薬剤コストも検討しなけ
ればいけない．当施設ではミダゾラム2.0mgと少
量であり重篤な呼吸抑制の経験はないが，検査中
に過鎮静となり検査記憶がまったくない者がまれ
に存在する．また，検査前の薬剤静注や検査後の
覚醒に時間を要するケースがある．検査前の問診
から検査後のリカバリーまで，安全かつ効率よく
進めていく体制作りが重要である．
　既存研究では，検査前の不安が強いほどGIEの
苦痛が強かったと報告されている 1）．本研究でも，
受診者の自己評価と看護師による客観的評価いず
れの検査前不安は，GIEの諸検査条件で調整後で
もGIEの苦痛と強く関連していた．辰巳ら 12）は，
GIEの受診機会を妨げる要因に，過去のGIEでの
苦痛があり，安楽で苦痛の少ない検査方法を取り
入れることができれば，GIEの受診者増加につな
がる可能性があると示唆している．受診者にそれ
ぞれの検査方法を説明したうえで，自由に検査
条件を選択できるようなシステムが理想的であ
る 7,12,13）．当施設では検査前に看護師による問診
と検査説明の時間を設けており，受診者の言動や
表情から不安の程度を確認し，不安があればその
内容を傾聴するように努めている．初回受診者は
経験者より不安や緊張が強く 14），検査の流れがイ
メージできるような事前の検査説明が大切であ
る．そして，経験者では前回検査で生じた苦痛か
ら不安を抱えている場合がある．当施設では，前
回検査で苦痛があれば前回の検査記録の確認を行
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い，①鎮静薬使用歴がない者には使用を勧める，
②前回鎮静薬の効きが悪かったと訴える場合は鎮
静薬の増量を提案する，③経口GIEでは通常径で
はなく細径スコープの使用を勧める，④経鼻GIE
の経験がない者には経鼻GIEを勧めるなど，少し
でも楽に検査を受けられるように個々の受診者に
応じたさまざまな提案を行っている．
　GIEの苦痛の程度は人間ドック全体の満足度と
大きく関連していた（表6）．人間ドックのなかで
GIEは最も心身の負担が大きい検査と考えられ，
GIEを楽に受けることができた受診者には，安心
感が生まれ，人間ドック満足度の向上につながる
のではないか．一方，苦痛を感じた受診者は人間
ドックに不満を感じる傾向がある．田伏ら 15）が
行った人間ドック満足度調査では，検査技術・機
器関連においての苦情および要望の多くがGIEに
関するものであった．当施設でも過去のGIEでの
苦痛が強かったことで胃検診を希望しない受診者
が存在するが，折角の検査機会や病気の早期発見
の機会を逸することは望ましいことではない．
　本研究の制限について，1つ目に，受診者へ
GIEの苦痛を5段階で選択回答を依頼したが，苦
痛の程度は主観的で個人差が大きい可能性があ
る．GIEに耐えられるかどうか（受容性）などと関
連させて，より客観的な評価をすべきである．2
つ目に，挿入経路と鎮静薬の使用は受診者の希望
をもとに医師の指示に基づくが，GIEが苦手な者
や不安の強い者には鎮静薬や細径スコープの使用
を勧めており，鎮静薬や細径スコープを使用する
群では，GIEが苦手な者や不安の強い者が多く含
まれる傾向がある．3つ目に，GIEと人間ドック
満足度の関連を示したが，他にも人間ドック満足
度に影響する要因は多様に存在し，多角的な調査
が必要である．

結　語
　検査前の問診情報と不安の程度，そして過去の
GIE検査記録（検査条件と苦痛の程度）をもとに，
鎮静薬や細径スコープを使用することは，GIEの
苦痛軽減につながり，人間ドック満足度に影響す
る可能性がある．

利益相反
　本研究に関する利益相反はない．
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Factors Influencing the Degree of Discomfort in Examinees Undergoing  
Upper Gastrointestinal Endoscopy

Eri Noda1), Kunihito Nishikawa1,2), Akemi Oku1), Eri Sueoka1), Kayo Ito1), Masayuki Yamamoto1)

1) Shin-Kobe Health Examination Clinic, Shinko Hospital
2) Health Care Center, Shinko Hospital

Abstract 

Objective: We aimed to clarify the factors influencing the degree of discomfort in examin-
ees undergoing upper gastrointestinal endoscopy (GIE).
Methods: We included 5,249 individuals who underwent a health check-up including the 
upper GIE between November 2018 and April 2019 at our clinic. After the health check-up, 
a self-administered questionnaire survey was conducted to assess the examinees’ discom-
fort during GIE and their satisfaction with the health check-up. We obtained data on sub-
jects’ background factors and GIE examination findings regarding the following aspects: 
transnasal or transoral, sedated or unsedated, use of thin (diameter 5.9mm) or conventional 
(diameter 9.3mm) endoscope, the degree of vomiting reflexes, and body movement during 
GIE.
Results: After multivariate adjustment, younger age, female sex, higher pre-GIE anxiety, 
less number of previous GIEs, long time for GIE, and high number of vomiting reflexes 
and body movement during GIE were observed to be associated with discomfort during 
GIE. Transnasal GIE significantly reduced the number of vomiting reflexes, while using 
sedatives reduced discomfort. In transoral GIE, using a thin endoscope reduced discomfort 
better than a conventional endoscope, especially without sedatives. The examinees who felt 
stronger discomfort during GIE tended to be more dissatisfied with the health check-up.
Conclusion: Depending on age, sex, pre-GIE anxiety, the number of past GIEs, and dis-
comfort level during past GIEs, using sedatives and/or a thin scope may be useful for 
reducing the discomfort level during GIE, possibly leading to improved examinee satisfac-
tion with the health check-up.

Keywords: gastrointestinal endoscopy, discomfort, sedatives, examinee satisfaction
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2020年度　一日ドック基本検査項目表
区分 項　目 備　　　　　考

必
　
須
　
項
　
目

身
体
計
測

身　　　　　長
体　　　　　重
肥　　満　　度

BMI
腹　　　　　囲

生
　
　
理

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

Ⅹ
線
・
超
音
波

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

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

生

化

学

総  　蛋　  白
ア ル ブ ミ ン
クレアチニン

eGFR
尿　　　　酸
総コレステロール

HDLコレステロール
LDLコレステロール

Non-HDLコレステロール
中　性　脂　肪
総 ビ リ ル ビ ン

AST（GOT）
ALT（GPT）

γ -GT（γ -GTP）
ALP

血糖（空腹時）
HbAlc

血
液
学

赤　　血　　球
白　　血　　球
血　　色　　素
ヘマトクリット

MCV
MCH

MCHC
血　小　板　数

血
清
学

CRP 　定量法
血液型（ABO　Rh） 　本人の申し出により省略可

HBs抗原 　本人の申し出により省略可

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

便 潜　　　　血 　免疫法で実施（2日法）
問
診
・
診
察

医療面接（問診） 　医療職が担うこと（原則、医師・保健師・看護師とする）
　問診票（質問票）は、特定健診対象者には特定健診質問票22項目を含むこと。

医　師　診　察 　胸部聴診、頸部・腹部触診など。　＊2

判
定
・
指
導

結　果　説　明 　医師が担うこと。
　受診勧奨、結果報告書、特定健康診査対象者には情報提供　＊2

保　健　指　導
　医療職が担うこと（実施者は「特定健康診査・特定保健指導の円滑な実施に向けた手引き（第3版）」
　に準ずること。医師の結果説明の間での実施も可とする）
　受診勧奨、結果報告書、特定健康診査対象者には情報提供　＊2

オ
プ
シ
ョ
ン
項
目

上部消化管内視鏡 　＊3

乳房診察+マンモグラフィ 　乳房診察は医師の判断により省略することも可。乳房診察+乳腺超音波
婦人科診察+子宮頚部細胞診 　検体採取は医師が実施すること。

PSA
HCV抗体 　＊4

＊1　Ⅹ線検査を基本とする。本人及び保険者から内視鏡検査の申し出があった場合は、オプション項目に掲げる金額を加算し実施する。
＊2　診察・説明・指導は、施設の実状を踏まえた効率的な運用を認める。なお、原則として医師による診察と結果説明は別々に行うこと。
＊3　内視鏡検査を行う際は、別途、十分な説明のもとに本人から文書同意を取得すること。原則、鎮痛薬・鎮静薬は使用しない。
＊4　厚労省の肝炎総合対策に基づき、未実施の場合は実施を推奨する。
※2020年度より、表記に一部変更がございます。検査項目内容に変更はありません。詳細は学会HPをご覧ください。
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2020年度　二日ドック基本検査項目表
区分 項　目 備　　　　　考

必
　
須
　
項
　
目

身
体
計
測

身　　　　　長
体　　　　　重
肥　　満　　度

B M I
腹　　　　　囲

生
　
　
理

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

Ⅹ
線
・
超
音
波

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

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

生

化

学

総  　蛋　  白
ア ル ブ ミ ン
クレアチニン

eGFR
尿　　　　酸
総コレステロール

HDLコレステロール
LDLコレステロール

Non-HDLコレステロール
中　性　脂　肪
総 ビ リ ル ビ ン

AST（GOT）
ALT（GPT）

γ -GT（γ -GTP）
ALP

血糖（75gﾌﾞﾄﾞｰ糖負荷試験） 　血糖3回（0、60、120分）明らかに糖尿病と判明している場合は省略し｢空腹時血糖」を実施
HbAlc

血
液
学

赤　　血　　球
白　　血　　球
血　　色　　素
ヘマトクリット

MCV
MCH

MCHC
血　小　板　数

血
清
学

CRP 　定量法
血液型（ABO　Rh） 　本人の申し出により省略可

HBs抗原 　本人の申し出により省略可

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

便 潜　　　　血 　免疫法で実施（2日法）
問
診
・
診
察

医療面接（問診） 　医療職が担うこと（原則、医師・保健師・看護師とする）
　問診票（質問票）は、特定健診対象者には特定健診質問票22項目を含むこと。

医　師　診　察 　胸部聴診、頸部・腹部触診など。　＊2

判
定
・
指
導

結　果　説　明 　医師が担うこと。
　受診勧奨、結果報告書、特定健康診査対象者には情報提供　＊2

保　健　指　導
　医療職が担うこと（実施者は「特定健康診査・特定保健指導の円滑な実施に向けた手引き（第3版）」
　に準ずること。医師の結果説明の間での実施も可とする）　
　受診勧奨、結果報告書、特定健康診査対象者には情報提供　＊2

オ
プ
シ
ョ
ン
項
目

上部消化管内視鏡 　＊3

乳房診察+マンモグラフィ 　乳房診察は医師の判断により省略することも可。乳房診察+乳腺超音波
婦人科診察+子宮頚部細胞診 　検体採取は医師が実施すること。

PSA
HCV抗体 　＊4

＊1　Ⅹ線検査を基本とする。本人及び保険者から内視鏡検査の申し出があった場合は、オプション項目に掲げる金額を加算し実施する。
＊2　診察・説明・指導は、施設の実状を踏まえた効率的な運用を認める。なお、原則として医師による診察と結果説明は別々に行うこと。
＊3　内視鏡検査を行う際は、別途、十分な説明のもとに本人から文書同意を取得すること。原則、鎮痛薬・鎮静薬は使用しない。
＊4　厚労省の肝炎総合対策に基づき、未実施の場合は実施を推奨する。
<補足>梅毒検査は、本契約における基本検査項目およびオプション検査項目には含まれないが、受診者本人の申し出により実施することは妨げない。
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判定区分（2020年4月1日改定）

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

D要医療
D1要治療・
D2要精検　＊1

E治療中
＊8

体格指数（BMI）　　 kg/m2 18.5–24.9 18.4以下、25.0以上

腹　囲 cm
男性 84.9以下 85.0以上

女性 89.9以下 90.0以上

血　圧
（2回測定 :平均値） mmHg

収縮期 129以下 130–139 140–159 160以上

拡張期 84以下 85–89 90–99 100以上

心拍数（仰臥位） 回 /分 45–85 40–44、86–100 39以下、101以上
視力（裸眼、矯正両方の場合は矯正で判定）
（悪い側で判定） 1.0以上 0.7–0.9 0.6以下

聴力 dB
1000Hz 30以下 35 40以上

4000Hz 30以下 35 40以上

呼吸機能
（スパイロメトリー）
小数点1ケタ表記に変更
＊2

1秒率（%） 70.0以上 69.9以下

%1秒量（予測1
秒量に対する%）

80.0以上
（1秒率70.0%以上）

79.9以下
（1秒率70.0%以上）

または
80.0以上

（1秒率69.9%以下）

79.9以下
（1秒率69.9%以下）

%肺活量（%） 80.0以上 79.9以下

総たんぱく g/dL 6.5–7.9 8.0–8.3 6.2–6.4 6.1以下、8.4以上

アルブミン g/dL 3.9以上 3.7–3.8 3.6以下

クレアチニン
（eGFRを優先して判定）
（小数点2ケタ表記に変更）

mg/dL
男性 1.00以下 1.01–1.09 1.10–1.29 1.30以上

女性 0.70以下 0.71–0.79 0.80–0.99 1.00以上

eGFR（mL/分 /1.73m2による）（小数点1ケタ表記に変更） 60.0以上 45.0–59.9 44.9以下

尿酸 mg/dL 2.1–7.0 7.1–7.9 2.0以下、8.0–8.9 9.0以上

HDLコレステロール mg/dL 40以上 35–39 34以下

Non-HDLコレステロール mg/dL 90–149 150–169 170–209 89以下、210以上

LDLコレステロール mg/dL 60–119 120–139 140–179 59以下、180以上

中性脂肪 mg/dL　＊3 30–149 150–299 300–499 29以下、500以上

AST（GOT） U/L 30以下 31–35 36–50 51以上

ALT（GPT） U/L 30以下 31–40 41–50 51以上

γ -GT（γ -GTP） U/L 50以下 51–80 81–100 101以上

FPG（血漿）
空腹時血糖 mg/dL FPG：99以下

かつ
HbA1c：5.5以下

1）FPG：100-109かつ
　   HbA1c：5.9以下
2）FPG：99以下かつ
　   HbA1c：5.6-5.9
1）、2）のいずれかのもの

1）FPG：110-125
2）HbA1c：6.0-6.4
3）FPG：126以上かつ
　   HbA1c：6.4以下
4）FPG：125以下かつ
　   HbA1c：6.5以上
1）～4）のいずれかのもの 

FPG：126以上
かつ

HbA1c：6.5以上HbA1c（NGSP） %　＊4

白血球数 103 /μL 3.1–8.4 8.5–8.9 9.0–9.9 3.0以下、10.0以上

血色素量 g/dL
男性 13.1–16.3 16.4–18.0 12.1–13.0 12.0以下、18.1以上

女性 12.1–14.5 14.6–16.0 11.1–12.0 11.0以下、16.1以上

血小板数 104 /μL 14.5–32.9 12.3–14.4、33.0–39.9 10.0–12.2 9.9以下、40.0以上
CRP
（小数点2ケタ表記に変更） mg/dL 0.30以下 0.31–0.99 1.00以上

梅毒反応 陰性 陽性

HBs抗原 陰性 陽性

HCV抗体 陰性 陽性

尿蛋白 （－） （±） （＋）　＊5 （2＋）以上 

尿潜血 （－） （±） （＋）　＊5 （2＋）以上

尿糖 （－） （±）以上

尿沈渣　＊6

便潜血　2日法 1日目・2日目 （－） いずれか（＋）

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

＊＊7

ASC-US，＊＊7
ASC-H，LSIL， 

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

Other malig 
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項　目 検査方法
総たんぱく Biuret法
アルブミン＊ BCG法、BCP改良法
総コレステロール 酵素法
LDLコレステロール　 直接法（非沈殿法 :可視吸光光度法、紫外吸光光度法）
HDLコレステロール　 直接法（非沈殿法 :可視吸光光度法、紫外吸光光度法）
中性脂肪 酵素比色法、グリセロール消去（可視吸光光度法、紫外吸光光度法）
クレアチニン　 酵素法
尿酸 ウリカーゼPOD法
AST（GOT） JSCC標準化対応法
ALT（GPT） JSCC標準化対応法
γ -GT（γ -GTP） JSCC標準化対応法
空腹時血糖 酵素法、電極法
HbA1c ラテックス凝集比濁法、HPLC法、酵素法
梅毒反応 梅毒脂質抗原使用法
CRP　 ラテックス凝集免疫比濁法、免疫比濁法、免疫比朧法
＊ アルブミンのBCG 法とBCP 改良法の差異は下記を参照
 http://www.jslm.org/others/news/20131225albumin.pdf
＊＊ 胸部X線、上部消化管エックス線、上部消化管内視鏡、腹部超音波、心電図、眼底の画像健診判定マニュアルについては、日本人間ドック学会ホームページを参照

＊1 値の高低、所見によってのD1要治療、D2要精検のいずれを採用するかは任意とする
＊2 呼吸機能検査は検者、被験者の良好の関係が数値を微妙に変えるので注意する
 また、1秒率、%1秒量の組み合わせで閉塞性障害の重症度を判定する
 1秒率が70%未満かつ%1秒量80%以上が軽症、79%以下が中等症以上と判定する
 1秒率、%肺活量の組み合わせで閉塞性、拘束性、混合性換気障害と判定する
＊3 血糖・脂質に影響を与えるために空腹時採血を前提としている
＊4 空腹時血糖、HbA1c（NGSP）併合判定C区分の1）2）と判定した場合はOGTTを推奨する
 3）4）と判定した場合は、生活改善指導等を実施後その結果を短期間で再評価することが望ましい
＊5 尿蛋白が（+）かつ尿潜血が（+）である場合は、尿蛋白をD判定とする
＊6 尿沈渣は別表の判定区分表を参照
＊7 採取器具は綿棒ではなくブラシ、へら、サイトピック等を使用し、可能であれば液状化検体法（LBC）にて検体を保存する
＊＊7 不適正標本はすみやかに再検査。ASC-USはHPV-DNA検査あるいは6か月後、12か月後の反復細胞診、またはコルポスコープによる精密検査

を実施
＊8 治療中の場合はE判定とする
＊＊ 眼圧の基準範囲は9～20mmHgであるが、緑内障の7割がこの範囲内にあるので、判定区分を設定していない
＊＊ 総ビリルビンについては中等度までは、上昇に比例して死亡率の減少、動脈硬化予防となるので判定区分を設定していない
＊＊ 2020年度からALPは JSCC法から IFCC法に変更され、血液型の影響は少なくなったが、閉経の影響については記載がないため2020年4月現

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

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

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

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

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

査・精密検査の時点では実施が望ましい。
略語 HPF（high power field）、WF（whole field）
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日本人間ドック学会学術大会（および前身の）開催記録

通算
回数 名　　　称 会　　　期

年　月　日
主 催 者
学 会 長

所　　属
（職　　名） 会　場（開催地）

1 短期人間ドック医療担当者講習会 34. 8.22－23 橋本　寛敏 聖路加国際病院長 聖路加国際病院 東 京
2 短期人間ドック医療担当者講習会 35. 8.13 〃 日本病院協会会長 聖路加国際病院 東 京
3 短期人間ドック医療担当者講習
会・研究会

36. 9.29－30 〃 〃 都道府県会館 東 京

4 短期人間ドック医療担当者講習
会・研究会

37. 9. 8－ 9 古玉　太郎 京都第二赤十字病院長 京都第二赤十字病院 京 都

5 短期人間ドック実施病院講習会 38. 8.22 阿久津　慎 名鉄病院長 名古屋興和新薬講堂 名古屋
6 短期人間ドックセミナー・研究会 39. 8.27－28 橋本　寛敏 日本病院協会会長 社会文化会館 東 京
7 短期人間ドックセミナー・研究会 40. 8.26－27 佐藤元一郎 諏訪赤十字病院長 諏訪市民センター 諏 訪
8 A）短期人間ドックセミナー・研究会 41. 9. 8－ 9 小野田敏郎 佼成病院長 佼成病院 東 京

B）短期人間ドックセミナー・研究会 42. 9. 8－ 9 小山　三郎 大阪赤十字病院長 大阪科学技術センター 大 阪
9 人間ドック研究会 43. 9.20－21 橋本　寛敏 日本病院協会会長 マツダ八重州ビル 東 京

10 人間ドック学会 44. 8.28－29 松木　光彦 仙台市立病院長 仙台市庁舎 仙 台
11 45. 8.27－28 牧田　　中 牧田総合病院長 青山会館 東 京
12 46. 8.20－21 佐藤　三郎 青森県立中央病院長 朝日生命青森支社 青 森
13 47. 8.25－26 大鈴　弘文 東京警察病院長 東医健保会館 東 京
14 48. 8.24－25 阿久津　慎 名鉄病院長 名古屋市工業研究所 名古屋
15 49. 8.23－24 堀内　　光 済生会中央病院長 私学会館 東 京
16 50. 8.22－23 木村　　登 久留米大学教授 久留米大学医学部 久留米
17 51. 8.20－21 丹野　三男 仙台市立病院長 斎藤報恩会会館 仙 台
18 52. 8.26－27 清瀬　　闊 三井記念病院 第一生命ホール 東 京
19 53. 8.18－19 小関　忠尚 京都第二赤十字病院 京都府立文化芸術会館 京 都
20 54. 8.23－24 菅原　虎彦 聖路加国際病院長 銀座ガスホール 東 京
21 55. 8.21－22 二本杉　皎 大阪赤十字病院長 大阪赤十字会館 大 阪
22 56. 8.28－29 樫田　良精 関東中央病院長 経団連ホール 東 京
23 57. 9. 9－10 大内　清太 青森県立中央病院長 青森市民文化ホール 青 森
24 日本人間ドック学会 58. 9. 2－ 3 吉川　政己 東京警察病院長 経団連ホール 東 京
25 59. 8.24－25 岡山　義雄 岡山病院長 愛知県産業貿易館 名古屋
26 60. 8.22－23 河野　　稔 北品川総合病院長 東京簡易保険郵便年金会館

ホール
東 京

27 61. 8.21－22 宇津　典彦 国立久留米病院長 萃香園ホテル 久留米
28 62. 8.20－21 竹本　吉夫 秋田赤十字病院長 秋田文化会館 秋 田
29 63. 8.25－26 依田　忠雄 岡山赤十字病院長 岡山プラザホテル 岡 山
30  1. 8 .24－25 藤間　弘行 藤間病院長 東京ヒルトンインターナショナル 東 京
31  2. 8 .23－24 中山　耕作 聖隷浜松病院長 グランドホテル浜松 浜 松
32  3. 8 .22－23 井上　幹夫 福岡大学医学部

健康管理学教室教授
電気ホール 福 岡

33  4. 9 . 3－ 4 長崎　　彬 高知赤十字病院長 高知県民文化ホール 高 知
34  5. 8 .26－27 佐藤　祐造 名古屋大学総合保健体

育科学センター教授
名古屋市中小企業振興会館 名古屋

35  6.10.20－21 笹森　典雄 牧田総合病院附属健診
センター院長

日本青年館 東 京

36  7. 8 .24－25 後藤　由夫 東北厚生年金病院長 江陽グランドホテル 仙 台
37  8. 8 .29－30 小山　和作 日赤熊本健康管理セン

ター所長
ニュースカイホテル 熊 本

38  9. 8 .21－22 伊藤千賀子 広島原爆障害対策協議
会健康管理・増進セン
ター副所長

広島国際会議場 広 島
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通算
回数 名　　　称 会　　　期

年　月　日
主 催 者
学 会 長

所　　属
（職　　名） 会　場（開催地）

39 10. 8.27－28 奈良　昌治 足利赤十字病院 鬼怒川温泉ホテルニュー岡部 栃 木
40 11. 8.26－27 櫻井　健司 聖路加国際病院長 京王プラザホテル 東 京
41 12. 8.24－25 藤澤　正清 福井県済生会病院長 福井フェニックス・プラザ 福 井
42 13. 8.30－31 西村　昭男 医療法人社団カレスアラ

イアンス理事長
ロイトン札幌
北海道厚生年金会館

北海道

43 14. 8.29－30 宮崎　忠昭 長野赤十字病院長 ホテル国際21 長 野
44 15. 8.28－29 武田　隆男 武田病院グループ会長 ホテルグランヴィア京都 京 都
45 16. 8.26－27 高木　　弘 JR東海総合病院長 名古屋国際会議場 名古屋
46 日本人間ドック学会学術大会 17. 8.25－26 宮下　正弘 秋田赤十字病院長 秋田ビューホテル

ホテルメトロポリタン秋田
秋 田

47 18. 9.14－15 鈴木　　信 琉球大学名誉教授 沖縄コンベンションセンター
健康文化村カルチャー
リゾートフェストーネ

沖 縄

48 19. 8.30－31 中村　治雄（財）三越厚生事業団
常務理事

ロイヤルパークホテル
三越劇場

東 京

49 20. 9.11－12 片岡　善彦 徳島赤十字病院長 アスティとくしま
徳島文理大学むらさきホール

徳 島

50 21. 9. 3－ 4 山門　　實 三井記念病院
総合健診センター所長

グランドプリンスホテル
赤坂

東 京

51 22. 8. 26－ 27 吉田　　威 吉田病院
理事長・病院長

旭川市民文化会館
旭川グランドホテル

北海道

52 23. 8. 25－ 26 大道　道大 森之宮病院
院長

大阪国際会議場 大 阪

53 24. 9. 1－ 2 和田　高士 東京慈恵会医科大学 
大学院健康科学 教授

東京国際フォーラム 東 京

54 25. 8. 29－30 堺　　常雄 聖隷浜松病院
総長

アクトシティ浜松，
オークラアクトシティホテル浜松

浜 松

55 26. 9. 4－ 5 寺坂　禮治 福岡赤十字病院
病院長

福岡国際会議場 福 岡

56 27. 7.30－31 土屋　　敦 医療法人 相和会
理事長

パシフィコ横浜 横 浜

57 28. 7.28－29 相澤　孝夫 社会医療法人財団慈泉会 理事長
相澤健康センター 名誉顧問

まつもと市民芸術館，ホテルブエ
ナビスタ，松本東急REIホテル

松 本

58 29. 8.24－25 中川　高志 医療法人 大宮シティ
クリニック 理事長

大宮ソニックシティ，
パレスホテル大宮

大 宮

59 30. 8.30－31 加藤　公則 新潟県労働衛生医学協会，
新潟大学  教授

朱鷺メッセ，
ホテル日航新潟

新潟

60 1. 7.25－26 井上　和彦 淳風会健康管理センター
センター長

ホテルグランヴィア岡山，岡山コン
ベンションセンター，岡山県医師会館，
ANAクラウンプラザホテル岡山

岡山

61 2.11.26－12.11 荒瀬　康司 虎の門病院付属 
健康管理センター・ 
画像診断センター
統括センター長

（WEB開催） ―
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日本人間ドック学会誌　「人間ドック」投稿規定（オンライン用）
1．投稿内容
投稿の内容は人間ドックおよびその領域に関連する原著，症例報告，短報，臨床経験または活動報告，

総説，Letters to the Editorなどで，他誌に発表されていないものに限ります．特別寄稿は原則として編集
委員会からの依頼論文とします．また，編集委員会の判断で投稿区分の変更をお願いすることがあります．
なお，臨床研究に関する論文は1964年のヘルシンキ宣言（以後の改定を含む）の精神に則ったもので
なければなりません．すなわち，論文の内容が疫学研究あるいは臨床研究の場合は，その研究計画が自
施設の倫理委員会あるいは日本人間ドック学会倫理・利益相反委員会の承認を得ていること，ならびに
対象者のインフォームド・コンセントが得られていることが必要です．また，そのことを本文中に記載
してください．症例報告の場合は，受診者のプライバシーに十分配慮し，インフォームド・コンセント
を得た上で投稿してください．
2．投稿資格
投稿者は本学会正会員，施設会員，および名誉会員とします．編集委員会が特に認めたものは，この

限りではありません．
3．投稿様式
投稿原稿は，和文は全角，英数字は半角で，Microsoft Word他のオンラインシステムにアップロード
可能なファイル形式で作成してください．
　アップロード可能なファイル形式：doc（docx），xls（xlsx），ppt（pptx），jpg，tiff，gif，ai，eps，psd
また，ファイル名は，必ず，半角英数字で入力し，拡張子をつけてください．
　ファイル名の例：honbun.doc.，zu1.jpg.，hyou1.xls.等
ご使用になったMicrosoft Officeのバージョンを，「カバーレター」（アップロードする際の頭書きを記

載する部分）に記載してください．
論文の長さは題名，和文・英文要約，図，表，文献を含み，原著刷り上がり6頁（12,000字）以内，症
例報告・短報4頁（8,000字）以内，臨床経験（活動報告）6頁（12,000字）以内，総説8頁（16,000字）以内，
Letters to the Editor半頁（1,200字）以内を原則とします．
用語は日本医学会編「日本医学会医学用語辞典英和・和英」（日本医学会医学用語辞典WEB版：http://

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5．原稿の採択
受け付ける原稿は投稿規定に従ったものとします．投稿規定に従っているかは，オンライン上に投稿

用チェックリストがありますのでチェックしてください．投稿規定に従っていないものは受理せず返却
しますので投稿規定に従って書き直しをして再提出してください．受理した原稿の採否および掲載順序
は編集委員会が決定いたします．査読終了後の再投稿は，3カ月以内とします．それ以後は新規論文と
して扱います．
6．原稿の校正
校正は初校のみを著者校正としますが，校正に際しては原則として文章の書き換え，図，表の変更は

認められません．
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7．別刷り
別刷りを希望する場合は投稿時に申し込んでください．
30部までは無料ですので，「100部希望：30部（無料）＋70部」のようにタイトルページに明記してく
ださい．なお，有料分は20部から10部単位で受け付け，1部100円（税別）をいただきます．
8．掲載料
刷り上がり原著6頁，症例報告・短報4頁，臨床経験（活動報告）6頁，総説8頁，Letters to the Editor
半頁までの費用は当学会の負担とします．それ以上の頁の費用については，1頁ごとの超過掲載料
10,000円を著者の実費負担としていただきます．
また，図，表のトレースが必要だった場合や，カラー印刷を希望される場合の費用も著者の実費負担

となりますので留意してください．
9．著作権
論文の内容については，論文の筆頭者が著作者の人格権を代表し，実質的な責任を負います．
また，論文が受理され，本誌に掲載された論文の版権は当学会に委譲されますので，著作権委譲に関

する用紙（投稿承諾書）に著者全員の署名をし，投稿時にオンラインシステムにアップロードするか，ま
たは郵送にて提出して下さい．投稿承諾書は綴り込みのもの（コピー可）を使用するか，本学会ホームペー
ジからダウンロードして使用して下さい（手順：学会ホームページ→学会誌→投稿規定→投稿承諾書）．
なお，本誌に掲載された論文は当学会ホームページに掲載いたします．

10．利益相反
利益相反がある場合には開示が必要ですので，オンラインシステム上に記載して下さい．

11．発行月
本誌の発行は年5回（原則6月，8月，9月，12月，3月）とし，8月号は日本人間ドック学会学術大会抄
録集とします（ただし，日本人間ドック学会学術大会の開催日により，抄録集の発行月が変わる場合が
あります）．
12．オンライン投稿先
原稿は，以下のオンライン投稿・査読システム（ScholorOne Manuscripts）よりご投稿ください．
http://mc.manuscriptcentral.com/ningendock

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

附記1：図，表などの引用について
　「人間ドック」への投稿に際して，図，表などの引用について注意してください．
1） 引用に際して原著者などの許諾が必要な場合
下記の諸条件をすべて充たす場合には，著作権法上原著者，出版社，学会などの許諾がなくても引用
可能です．
・ 既に公表されている著作物であること．
・ 引用する図，表などの量が客観的に正当な範囲（引用者の良心に従う）であること．
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・ 図，表などの引用に際して，原型のままの掲載が不可欠であること．なお，改変して引用する場合
には許諾が必要となります．

・ 原著者の名誉を毀損したり，原著者の意図に反した利用法をしないこと．
・ 出典を明示すること．

2） 引用に際して原著者などの許諾が必要は場合
上記の条件を一項目でも充たさない場合には，著作権法上の引用の範囲を逸脱することになり，「人
間ドック」投稿前に，原著者，出版社，学会などの著作権保有者からの許諾を取得する必要があります．
なおこの際には，著作権使用料の支払いが発生することがあります．

附記2：参考とすべき倫理指針等
1） 「臨床検査を終了した検体の業務，教育，研究のための使用について－日本臨床検査医学会の見解－」
 （日本臨床検査医学会　臨病理 2010；58：101-103.）
2） 「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」（平成13年3月29日文部科学省・厚生労働省・経
済産業省告示第1号　平成16年12月28日全部改正・平成17年6月29日一部改正，平成20年12月
1日一部改正，平成25年2月8日全部改正，平成26年11月25日一部改正，平成29年2月28日一部
改正）

3） 「遺伝子治療臨床研究に関する指針」（平成27年8月12日厚生労働省告示第344号　平成29年4月7
日一部改正）

4） 「遺伝学的検査に関するガイドライン」（平成23年2月　遺伝医学関連10学会：日本遺伝カウンセリ
ング学会，日本遺伝子診療学会，日本家族性腫瘍学会，日本産科婦人科学会，日本小児遺伝学会，
日本人類遺伝学会，日本先天異常学会，日本先天代謝異常学会，日本マススクリーニング学会，日
本臨床検査医学会（以上五十音順））

5） 「ヒト遺伝情報に関する国際宣言」（UNESCO　October 16，2003）
6） 「ファーマコゲノミクス検査の運用指針」（平成21年3月24日　日本臨床検査医学会，日本人類遺伝
学会，日本臨床検査標準化協議会　平成21年11月2日改定，平成24年7月21日改正）

7） 「医療における遺伝学的検査・診断に関するガイドライン」（平成23年2月　日本医学会）
8） 「厚生労働科学研究における利益相反（Conflict of Interest：COI）の管理に関する指針」（平成20年3
月31日：厚生労働省　平成29年2月23日一部改正）

9） 臨床研究の利益相反（COI）に関する共通指針（平成22年4月12日：内科系関連10学会）
10） 「人を対象とする医学系研究に関する倫理指針」（平成26年12月22日：文部科学省・厚生労働省　平
成29年2月28日一部改正）

11） 「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」（平成29年4月14日：
厚生労働省 個人情報保護委員会）

［改訂日：令和2年9月4日］
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日本人間ドック学会誌　「人間ドック」投稿規定（郵送用）
1．投稿内容
投稿の内容は人間ドックおよびその領域に関連する原著，症例報告，短報，臨床経験または活動報告，

総説，Letters to the Editorなどで，他誌に発表されていないものに限ります．特別寄稿は原則として編集
委員会からの依頼論文とします．また，編集委員会の判断で投稿区分の変更をお願いすることがあります．
なお，臨床研究に関する論文は1964年のヘルシンキ宣言（以後の改定を含む）の精神に則ったもので
なければなりません．すなわち，論文の内容が疫学研究あるいは臨床研究の場合は，その研究計画が自
施設の倫理委員会あるいは日本人間ドック学会倫理・利益相反委員会の承認を得ていること，ならびに
対象者のインフォームド・コンセントが得られていることが必要です．また，そのことを本文中に記載
してください．症例報告の場合は，受診者のプライバシーに十分配慮し，インフォームド・コンセント
を得た上で投稿してください．
2．投稿資格
投稿者は本学会正会員，施設会員，および名誉会員とします．編集委員会が特に認めたものは，この

限りではありません．
3．投稿様式
投稿原稿はワードプロセッサーを使用し，本文はA4判用紙にMS明朝体，12ポイント，和文は全角，英・
数字は半角で，40字×20行の横書きとし，CD-ROMでの提出を原則とします．またプリントアウトし
た原稿を2部添付してください．なお，CD-ROMには使用したOS （WindowsまたはMacintosh），使用
ソフトウェア名とそのバージョン番号を明記してください．
論文の長さは題名，和文・英文要約，図，表，写真，文献を含み，原著刷り上がり6頁（12,000字）以

内，症例報告・短報4頁（8,000字）以内，臨床経験（活動報告）6頁（12,000字）以内，総説8頁（16,000字）
以内，Letters to the Editor半頁（1,200字）以内を原則とします．
用語は日本医学会編「日本医学会医学用語辞典英和・和英」（日本医学会医学用語辞典WEB版：http://

jams.med.or.jp/dic/mdic.html），日本内科学会編「内科学用語集」により，略語については巻末の「日本人間
ドック学会誌 略語一覧」を使用すること．掲載略語以外は，初出時に正式用語を使い，（　）に略語を示す．
外国語は固有名詞，文頭にきた語句のみ，最初の１字を大文字とします．
度量衡の単位はSI単位を原則とします．（例）kg，g，mg/dL，L，mL，m，cm，℃など，数値には3
桁ごとに（，）を入れます．（例）1,234,567,890
図，表は計10点以内とします．図，表，写真は1枚につき，原稿400字分とします．図，表，写真は，
写真製版のためそのまま利用できる「汚れのない明瞭な原画」を添付してください．なお，サイズは編集
の都合により適宜変更する場合があります．図，表はA4判の別紙に，写真はA4判の台紙に貼り，写真
は台紙の裏に筆頭著者名，写真番号と天地を明記し，それぞれにまとめて原稿の末尾に添付してくださ
い．また挿入の場所を原稿の欄外に明記してください．あるいはデータを保存し，OS名やバージョン
番号を明記したCD-ROMでお送りください．さらに，図，表，写真の表題および説明を別紙に和文で
番号順にまとめて原稿の末尾に添付してください．
統計解析にソフトを使用した場合は，ソフト名等を記載してください．（例）統計解析ソフトはSPSS 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

（c）投稿原稿の部数
投稿原稿は2部，CD-ROMは1部提出してください．

5．原稿の採択
受け付ける原稿は投稿規定に従ったものとします．投稿規定に従っているかは，投稿用チェックリス

トでチェックしてください．投稿規定に従っていないものは受理せず返却しますので投稿規定に従って
書き直しをして再提出してください．受理した原稿の採否および掲載順序は編集委員会が決定いたしま
す．査読終了後の再投稿は，3カ月以内とします．それ以後は新規論文として扱います．なお，採用さ
れた原稿等の返却は原則としていたしません．
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6．原稿の校正
校正は初校のみを著者校正としますが，校正に際しては原則として文章の書き換え，図・表・写真の

変更は認められません．
7．別刷り
別刷りを希望する場合は投稿時に申し込んでください．
30部までは無料ですので，「100部希望：30部（無料）＋70部」のようにタイトルページに明記してく
ださい．なお，有料分は20部から10部単位で受け付け，1部100円（税別）をいただきます．
8．掲載料
刷り上がり原著6頁，症例報告・短報4頁，臨床経験（活動報告）6頁，総説8頁，Letters to the Editor
半頁までの費用は当学会の負担とします．それ以上の頁の費用については，1頁ごとの超過掲載料
10,000円を著者の実費負担としていただきます．
また，図，表のトレーシング，カラー写真の印刷の費用も著者の実費負担となりますので留意してく

ださい．
9．著作権
論文の内容については，論文の筆頭者が著作者の人格権を代表し，実質的な責任を負います．
また，論文が受理され，本誌に掲載された論文の版権は当学会に委譲されますので，著作権委譲に関

する用紙（投稿承諾書）に著者全員の署名をし，投稿時に郵送にて提出して下さい．投稿承諾書は綴り込
みのもの（コピー可）を使用するか，本学会ホームページからダウンロードして使用して下さい（手順：
学会ホームページ→学会誌→投稿規定→投稿承諾書）．
なお，本誌に掲載された論文は当学会ホームページに掲載いたします．

10．利益相反
利益相反がある場合には開示が必要ですので，投稿時に利益相反（COI）自己申告書を提出して下さい．

利益相反（COI）自己申告書は綴り込みのもの（コピー可）を使用するか，本学会ホームページからダウン
ロードして使用して下さい（手順：学会ホームページ→学会誌→投稿規定→利益相反（COI）自己申告書）．
11．発行月
本誌の発行は年5回（原則6月，8月，9月，12月，3月）とし，8月号は日本人間ドック学会学術大会抄
録集とします（ただし，日本人間ドック学会学術大会の開催日により，抄録集の発行月が変わる場合が
あります）．
12．原稿送付先
原稿は次の宛先へ郵便書留，レターパックもしくは宅配便でお送りください．

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

附記1：投稿用チェックリストについて
　「人間ドック」への投稿に際して，論文作成上の不備のために査読審査が円滑に進まないことがありま
す．査読審査を円滑に，かつ迅速に進めるための投稿用チェックリストが作成されています．著者は
チェックリストの各項目をチェックし，それぞれの□に確認の∨印を記して，投稿論文が投稿規定に合
致していることを確認してください．確認後にチェックリストに署名をして，投稿原稿とともに郵送し
てください．全チェック項目に∨印のない原稿は受理されません．



125 ( 657 )人間ドック　Vol.35  No.4  2020年

　なお，投稿用チェックリストは，「人間ドック」に添付されていますので，それを使用してください．

附記2：図・表などの引用について
　「人間ドック」への投稿に際して，図・表などの引用について注意してください．
1） 引用に際して原著者などの許諾が必要な場合
下記の諸条件をすべて充たす場合には，著作権法上原著者，出版社，学会などの許諾がなくても引用
可能です．
・ 既に公表されている著作物であること．
・引用する図・表などの量が客観的に正当な範囲（引用者の良心に従う）であること．
・図・表などの引用に際して，原型のままの掲載が不可欠であること．なお，改変して引用する場合
には許諾が必要となります．

・原著者の名誉を毀損したり，原著者の意図に反した利用法をしないこと．
・出典を明示すること

2） 引用に際して原著者などの許諾が必要は場合
上記の条件を一項目でも充たさない場合には，著作権法上の引用の範囲を逸脱することになり，「人
間ドック」投稿前に，原著者，出版社，学会などの著作権保有者からの許諾を取得する必要があります．
なおこの際には，著作権使用料の支払いが発生することがあります．

附記3：参考とすべき倫理指針等
1） 「臨床検査を終了した検体の業務，教育，研究のための使用について－日本臨床検査医学会の見解－」
 （日本臨床検査医学会　臨病理 2010；58：101-103.）
2） 「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」（平成13年3月29日文部科学省・厚生労働省・経済
産業省告示第1号　平成16年12月28日全部改正・平成17年6月29日一部改正，平成20年12月1日
一部改正，平成25年2月8日全部改正，平成26年11月25日一部改正，平成29年2月28日一部改正）

3） 「遺伝子治療臨床研究に関する指針」（平成27年8月12日厚生労働省告示第344号　平成29年4月7
日一部改正）

4） 「遺伝学的検査に関するガイドライン」（平成23年2月　遺伝医学関連10学会：日本遺伝カウンセリ
ング学会，日本遺伝子診療学会，日本家族性腫瘍学会，日本産科婦人科学会，日本小児遺伝学会，
日本人類遺伝学会，日本先天異常学会，日本先天代謝異常学会，日本マススクリーニング学会，日
本臨床検査医学会（以上五十音順））

5） 「ヒト遺伝情報に関する国際宣言」（UNESCO　October 16，2003）
6） 「ファーマコゲノミクス検査の運用指針」（平成21年3月24日　日本臨床検査医学会，日本人類遺伝
学会，日本臨床検査標準化協議会　平成21年11月2日改定，平成24年7月21日改正）

7） 「医療における遺伝学的検査・診断に関するガイドライン」（平成23年2月　日本医学会）
8） 「厚生労働科学研究における利益相反（Conflict of Interest：COI）の管理に関する指針」（平成20年3
月31日：厚生労働省　平成29年2月23日一部改正）

9） 臨床研究の利益相反（COI）に関する共通指針（平成22年4月12日：内科系関連10学会）
10） 「人を対象とする医学系研究に関する倫理指針」（平成26年12月22日：文部科学省・厚生労働省　平
成29年2月28日一部改正）

11） 「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」（平成29年4月14日：
厚生労働省 個人情報保護委員会）

［改訂日：令和2年9月4日］
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「人間ドック」投稿用チェックリスト

「人間ドック」への郵送での投稿に際して，著者は，各項目のリストをチェックし，□印に確認
の∨印を記して，投稿論文が投稿規定に合致していることを確認して下さい．その上で，この
チェックリストに署名をして，投稿原稿とともに郵送してください．全チェック項目に∨印のな
い原稿は，受付けられません．

論文作製について

□ 論文構成が，投稿規定のとおり，タイトル頁（表紙），和文要約，英文要約，本文，

 文献，図表の題名・説明の順になっているか

□ タイトル頁（表紙）を1ページ目とした，ページを入れたか

□ 本文と図表は別ファイルに保存したか

タイトル頁（表紙）に次の項目を記載したか

□ 和文の題名，著者名，所属施設名，所属地

□ 英文の題名，著者名，所属施設名

□ 筆頭著者の氏名，職種，連絡先，メールアドレス

□ 別冊希望部数

□ 共著者の氏名，所属施設名，施設住所

和文要約（2ページ目）

□ 600字以内で，目的：，方法：，成績：，結論：にわけて，それぞれ記載したか

□ 和文キーワード（4個以内）をつけたか

英文要約（3ページ目）

□ ダブルスペース，250words 以内で，Objective：，Methods：，Results：，Conclusions：
にわけてそれぞれ記載したか

□ 内容は和文要約と一致しているか

□ 英文キーワード（4個以内）をつけたか

□ 英文要約の作成を学会に依頼する場合には，その旨を記載したか

本文（4ページ目以後）

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

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

□ 略語は，本文の初出の時に正式用語を使い，（ ）に略語を示したか

□ HbA1cはNGSP値で表記されているか

文　献

□ 記載方法に誤りはないか

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

□ 文献番号は，本文で引用した順序になっているか

図・表，写真

□ 図・表は計10点以内としたか

□ 図の説明文（表題）は，図の順に別紙に記載したか

□ 表に縦線を使用していないか
 　　注：表には縦線は使用しない

□ 図・表の挿入希望箇所を，本文の欄外に記載したか

□ 写真の裏面に，筆頭著者名，写真番号，天地を記載したか

投稿直前のチェック

□ 投稿原稿は2部あるか

□ CD-ROM 1部を同封したか

□ 責任者に投稿の最終チェックを受けたか

□ 投稿承諾書を同封したか

□ 利益相反がある場合，利益相反（COI）自己申告書を同封したか

全チェック項目に∨印のある事を確認しました．

　　　年　　　月　　　日，　　著者署名

職　　種
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投稿承諾書
日本人間ドック学会　殿

論文題名：

上記論文は，  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    所属の

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

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

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

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

筆頭著者署名 （Ａ　　　　）

共著者署名 （Ａ　　　　） 共著者署名 （Ａ　　　　）

共著者署名 （Ａ　　　　） 共著者署名 （Ａ　　　　）

共著者署名 （Ａ　　　　） 共著者署名 （Ａ　　　　）

共著者署名 （Ａ　　　　） 共著者署名 （Ａ　　　　）

共著者署名 （Ａ　　　　） 共著者署名 （Ａ　　　　）

共著者署名 （Ａ　　　　） 共著者署名 （Ａ　　　　）

年　　月　　日　提出
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日本人間ドック学会  御中

利益相反（COI）自己申告書

論文題名：

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

項　目 該当の状況 有であれば，著者名：企業名などの記載

①報酬額　
1つの企業・団体から年間 100 万円以上

有 ・ 無

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

有 ・ 無

③特許権使用料　
1つにつき年間 100万円以上

有 ・ 無

④講演料　
1つの企業・団体から年間合計 50万円以上

有 ・ 無

⑤原稿料　
1つの企業・団体から年間合計 50万円以上

有 ・ 無

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

有 ・ 無

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

有 ・ 無

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

有 ・ 無

⑨旅費，贈答品などの受領
1つの企業・団体から年間 5万円以上

有 ・ 無

著者名（署名）：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
年　　月　　日　提出
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（様式3）
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INSTRUCTIONS TO AUTHORS

Ningen Dock International

Official Journal of Japan Society of Ningen Dock

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

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

Online submission system

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

Preparation of manuscript

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

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

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

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

Example file names: Manuscript.doc, Fig1.jpg, Table1.xls, etc.
Please indicate the version of Microsoft Office used in a cover letter accompanying the uploaded files.
All measurements should be expressed in SI units. Less common abbreviations should be spelled out at 

first usage and the abbreviated form used thereafter.

Title page

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

Abstract

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

Types of articles

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

References

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

Tables

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

Figures

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

Conflict of Interest (COI) 

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

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

Page proofs

The corresponding author will receive PDF proofs, the author should correct only typesetting errors. After 
correcting, page proofs must be returned promptly.

Reprints

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

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

Official Journal of Japan Society of Ningen Dock

Categories of manuscript:

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

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

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

  □ Clinical experience or Practice report (not more than 4,000 words)

 

Typing:

  □ Manuscript on A4 paper with wide margins

  □ Type double space using 12-point

Title page:

  □ Title of paper

  □ Full names of authors and affiliations without title of MD, PhD, etc

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

  □ Running title not more than 50 characters.

Abstract:

  □ Not more than 250 words.

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

  □ Up to four key words.

Text of paper:

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

  □ Measurements are expressed in SI units.

  □ Abbreviations are spelled out at first usage.

References:

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

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

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

  □ All abbreviations used are explained in footnotes.

Figures:

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

  □ The top of the figure, the first author's name, and the figure number are indicated lightly in 
soft pencil on the back of the four figures.

Submission:

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

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

  □ All pages are numbered.

Date:

Name (print) 　　　　　　　　　　　　　　　Signature
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Official Journal of Japan Society of Ningen Dock's Agreement

1. The authors undersigned hereby affirm that the manuscript entitled :

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

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

3. Signature of all authors : 

Name (print) Signature Date 
( A                           )

Name (print) Signature Date 
( A                           )

Name (print) Signature Date 
( A                           )

Name (print) Signature Date 
( A                           )

Name (print) Signature Date 
( A                           )

Name (print) Signature Date 
( A                           )

Name (print) Signature Date 
( A                           )

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

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

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

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

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

記

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

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

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

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

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

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

人間ドック
（Official Journal of Japan Society of Ningen Dock）

発 行 責 任 者 相澤　孝夫

編 集 委 員 会 （長）井上和彦／（副・和文誌）福井敏樹／（副・英文誌）丹羽利充
  新　智文／鎌田智有／小林伸行／小松淳子／笹森　斉／清水正雄／戸田晶子／ 

内藤隆志／武藤繁貴／村田雅彦
発 　 行 　 所 公益社団法人 日本人間ドック学会
 〒102-0075　東京都千代田区三番町9-15　ホスピタルプラザビル1F
   電話　03－3265－0079　E-mail：info@ningen-dock.jp
制 　 作 　 所 レタープレス株式会社（本社）　広島県広島市安佐北区上深川町809-5
 レタープレス株式会社（東京営業所）　東京都台東区上野3-22-4　MOTビル 6階　

第 35巻 第 4号（Vol.35 No.4   2020）
2020年 12月 31日発行

（編　集　事　務　局）

　本号の編集後記を執筆中（2020年11月22日）に，
新型コロナウイルス感染症の「第3波」の到来が，日
増しにはっきりしてきました．医療機関や介護施設，
障害福祉施設におけるクラスター発生も11月に入っ
て増加しています．一方，アメリカの製薬大手ファ
イザーは，開発中のワクチンについて，FDAに緊急
使用許可を申請しました．順調に進めば数週間以内
に承認され，年内に接種が始まるようです．最終段
階の治験で95％の有効性が確認され，重大な副作用
は報告されていませんが，個人的には懸念をいだい
ています．このような状況下で，受診者の検診・健
診の遅れが悪性腫瘍の進展や生活習慣病の増悪を招
くことが懸念されています．健診を預かる我々医療
従事者はしっかりとした感染対策のもと，健診の推
進を日々促していく必要があります．
　さて，本号の総説は学会理事の佐々木 寛先生から
「人間ドックにおける婦人科がん検診」として，婦人
科がん検診の現状と問題点をご執筆頂きました．子
宮頸がん検診における細胞診精度管理が充実してい
るにも関わらず，子宮頸がん罹患率の上昇と死亡率
の若干増加の一因に「不適切な細胞採取」が挙げられ
ています．子宮頸部細胞採取には熟練した臨床経験
を持つ産婦人科医が必要とのことですが，産婦人科
医不足の現状も根底にあるようです．また，内膜病
変および卵巣腫瘍のスクリーニングにおいて，経腟
式超音波検査導入の必要性も言及され，今後の婦人
科がん検診の展望が期待されます．
　原著論文は10論文を掲載させて頂きました．辻本
論文では，特定保健指導実施率向上の取り組みとして，
専従事務担当者の設置による保健師への支援，事例検
討会の開催など保健師中心の組織作りの重要性を論じ
ています．久禮論文では，非乳頭部十二指腸上皮性腫
瘍の臨床的特徴（好発部位：十二指腸下行部）から，検
診目的であっても可能な限り十二指腸下行部まで観
察することを強調しています．小生も近年経験する腫

瘍であり，同意見であります．四倉論文では，マンモ
グラフィーと超音波を併用・総合判定を行う効率的な
乳がん検診方式ががん発見率向上（MG単独の1.3倍）
に繋がることを強調されています．福井論文は，非侵
襲的に測定可能な上腕足首間脈波伝播速度を用いて，
喫煙が大血管の動脈硬化の進展を把握した内容です．
10年間という長期間の観察から得られた重要かつ貴
重な成績です．佐藤論文では，肺がん検診の問診票か
ら未診断のCOPDを拾い上げることが可能であるこ
と，COPD患者への介入によりQOLの改善・禁煙な
どの効果が見られたことが強調されています．亀谷論
文では，観察開始時の尿酸値より平均尿酸値の方が長
期のCKD発症を検討するのに有用であり，特に女性
が尿酸の影響を受けやすいとしています．長谷部論文
では，健診の腹部超音波検査で腹部動脈疾患を診断
することは脳・心血管病による死亡率減少効果と健康
寿命の延伸に意義深いことを述べています．村山論文
では，人間ドックにおける内視鏡検査に半減期の短い
麻酔薬であるプロポフォールの使用が受診者増加に寄
与することを報告，課題として安全性の留意とスタッ
フの増員を言及されています．今後，さらに議論が必
要な項目であると思います．山橋論文では，ストレス
チェック制度について分析し，多くの事業所で集団分
析や職場環境改善への意義を感じている，一方で具体
的な活用方法が不明であるなどの問題点も論じていま
す．最後の納多論文では，胃内視鏡検診受診者の不安
と苦痛について検討され，鎮静薬や細径スコープの使
用が満足度の向上に繋がることを述べています．「楽
に，早く，正確に，安全に」行う消化器内視鏡は小生
も含めた内視鏡専門医の永遠のテーマです．
　投稿を頂きました先生方のお陰で，本号も多岐に
わたる大変充実した内容となりました．引き続き，
学会和文誌および英文誌への投稿を宜しくお願い致
します．皆様方のさらなるご活躍を祈念いたします．
 （鎌田智有）
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日本人間ドック学会　入会申込書
　貴学会の趣旨に賛同し，入会いたします．

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

①

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

生年月日：19　　　　年　　　　月　　　　日（★必ず記入）

医師免許：（登録番号）　　　　　　　　　 　　 （★ A会員のみ記入）

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

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

認定内科医：　　　　　　　　　　　　　　総合内科専門医：

②

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

・A会員（医師のみ）
  〔年会費 1名 10,000円〕

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

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

・S会員（賛助会員）企業など
  〔年会費 1施設 30,000円〕

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

③

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

ふりがな：
施設名：　　　　　　　　　　　　　　　　　   所属：

住所：（〒　　―　　　）

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

④
自宅住所：（〒　　―　　　）

TEL：　　　　　　　　　　　　　　FAX：

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

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

（第 1号様式）

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

　　　　　　　　　　　公益社団法人　日本人間ドック学会　入会申込　係
  【TEL】　03-3265-0079　　　

□　同意する　　　　□　同意しない

FAXは不可

（↑★必ず記入）



PMS-M03b-01

個人情報の取扱いについて（会員用）

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

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

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

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

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

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

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

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

1. 転勤・引っ越しなどにより，勤務先（自宅）住所が変わった場合

2. 資料送付先を勤務先から自宅へ，またはその逆へ変更する場合

3. C会員（施設会員），S会員（賛助会員）で施設名が変更になった場合

4. C会員，S会員で担当者が変更になった場合

【現在，届けている項目】

会員番号

氏　　名
（※↑ C，S会員はご担当者）

施 設 名

所属部署　　　　　　　　　　　　　　　　　　役職名

施設住所（〒　　–　　　）

施設電話　　　　　　　　　　　　　　　　　　施設 FAX

自宅住所（〒　　–　　　）

自宅電話　　　　　　　　　　　　　　　　　　自宅 FAX

E-mail

【新しく変更する項目】※変更箇所のみご記入お願い致します．

氏　　名

施 設 名

所属部署　　　　　　　　　　　　　　　　　　役職名

施設住所（〒　　–　　　）

施設電話　　　　　　　　　　　　　　　　　　施設 FAX

施設 E-mail
（※↑ C，S会員のみ）

自宅住所（〒　　–　　　）

自宅電話　　　　　　　　　　　　　　　　　　自宅 FAX

E-mail

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

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

□ 同意する　　　　　　　□ 同意しない

【備考】

（第 2号様式）

FAX 03-3265-0083まで



PMS-M03b-01

個人情報の取扱いについて（会員用）

1．個人情報の利用目的
会員登録情報管理のため．

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

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

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

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

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

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

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

　全項目をご記入ください．

　年　　　　　月　　　　　日をもって貴会を退会いたします．

　退会理由：

【A会員，B会員】

会 員 名 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 印

会員番号

連 絡 先 （〒　　　　　　）

電　話

【C会員，S会員】

施 設 名 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 印

会員番号

連 絡 先 （〒　　　　　　）

電　話

【この届けを記入した人】　会員ご本人の場合は未記入で結構です

氏　名

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

□ 同意する　　　　　　　□ 同意しない

（第 3号様式）

FAX 03-3265-0083まで

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

公益社団法人
日本人間ドック学会　退会　係あて



PMS-M03b-01

個人情報の取扱いについて（会員用）

1．個人情報の利用目的
会員登録情報管理のため．

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

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

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

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

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

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

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



人間ドック認定医 【 認定 ・ 更新 】 申請書

※更新の方のみご記入下さい

ふ り が な
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備考 / 可 申請受付日 単位数

保留

不可

　事　務　局　処　理　覧　

申請日：　　　年　　　月　　　日

● ご登録の所属機関，自宅などに変更がある場合は，下欄へご記入ください ●

※書類受理通知をご希望の方はご記入ください↓

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

□　同意する　　　　□　同意しない

申請者氏名 ㊞　 男　性　・　女　性

会 員 番 号 A 認 定 番 号

生 年 月 日 （西　暦）　　　　　年　　　　　月　　　　　日

所 属 機 関 所 属 部 署

〒

申請書受理通知送信先メールアドレス又は FAX

（所属機関名称）　　　　　　　　　　　　　　　　（所属部署）

〒

電　話 ＦＡＸ

（自　　宅）

〒

電　話 ＦＡＸ

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

本年度より郵送以外にオンライン申請が可能になりました
詳しくはホームページをご確認ください

https://www.ningen-dock.jp/system/certified/method



人間ドック認定医申請・更新時の提出書類について（郵送の場合）

【必須書類】
□ 人間ドック認定医 認定・更新申請書

□ 人間ドック認定医 単位確認表（ピンク色のシール台紙：原本）

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

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

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

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

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

□ 日本内科学会認定内科医（総合内科専門医）　認定証コピー　［5単位］

□ 人間ドック健診情報管理指導士　認定証コピー　［5単位］

□ 日本医師会認定産業医　認定証コピー　［2単位］

・ 送付前に書類が揃っているかをご確認ください．

・ 単位確認表（ピンク色のシール台紙）は，実物をお送り下さい．

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

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

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

※本年度よりオンライン申請が可能になりました．詳しくはホームページをご確認ください．
　https://www.ningen-dock.jp/system/certified/method

※認定・更新申請のお手続きは，オンライン申請又は郵送にてお願いします．
　なお，認定・更新の申請期間は，毎年 1月 1日から 3月 31日です．
　認定開始は 4月 1日から，認定書類のお届けは認定開始日以降となります

【送付先】

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


