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人間ドック健診認定医・専門医研修会

　2021年度の研修会開催について，ご案内いたします．
　 2020年度は新型コロナ感染症拡大を考慮し，年1回のWEB開催となりご迷惑をおかけしました．

2021年度も感染の終息が見通せない状況下において，引き続きWEB（オンデマンド）配信にて実施する
こととなりました．WEB開催の場合は，インターネット環境が必要になりますので，ご注意ください．

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

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

【単位加算について】　事務局では，すべての講演の視聴ログ（アクセス履歴）を確認し，単位加算対象とします．
　　　　　　　　　　　 ※参加費を支払っても，未視聴の場合は単位加算されませんのでご注意ください．

　A）認定医 ：単位シールの配布はございません．【受講証】を管理し，更新時まで保管してください．

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

　参 加 費：1万円　（事前支払い，テキスト郵送含む）

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

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

④ クレジット決済あるいは銀行振込により参加費をご入金いただいた方へ，【視聴用 ID・PW】を発行します．
 
　★オンライン登録が困難な場合は，恐れ入りますが下記登録事務局へお問い合わせください．

お問合わせ先：日本人間ドック学会　事務局　認定医・専門医研修会担当
　　　　　　　TEL 03-3265-0079（9：00～17：00　平日のみ）
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2021年度人間ドック健診認定医・専門医研修会　開催案内

　　※認定医・専門医研修会は年3回開催しておりましたが，WEB配信にて年2回の配信となります．
　　　講演内容・詳細等は決まり次第，学会誌・HP等でご案内しますのでご確認ください．

●2021年第2回人間ドック健診専門医研修会（WEB）
　（第58回人間ドック健診認定医・専門医研修会）

　配信期間：2021年8月17日（火）～2021年8月31日（火）
　配信方法：WEB（オンデマンド）配信
　視聴時間：60分間×3講演　　計180分間（予定）
　参 加 費：1万円（テキスト含む）
　申込開始：6月14日（月）より

●2021年第3回人間ドック健診専門医研修会（WEB）
　（第59回人間ドック健診認定医・専門医研修会）

　配信期間：2021年11月16日（火）～2021年11月30日（火）
　配信方法：WEB（オンデマンド）配信
　視聴時間：60分間×3講演　　計180分間（予定）
　参 加 費：1万円（テキスト含む）
　申込開始：9月27日（月）より
　　　　　　　　
　※  2021年第1回・4回人間ドック健診専門医研修会は，日本総合健診医学会主催の研修会となり，

専門医のみが参加対象となりますのでご注意ください．

【2021年度人間ドック認定医単独研修会（WEB）】　※認定医（資格希望者）のみ参加可能

　配信期間：2021年9月10日（金）～9月24日（金）
　　　　　　※第62回日本人間ドック学会学術大会（WEB）内で配信

　配信方法：WEB（オンデマンド）配信
　参 加 費：第62回学術大会参加費（医師会員価格）に含む

　※本研修会は，人間ドック健診専門医以外の認定医（資格希望者）が対象です．
　　認定医単独研修会の詳細については，決定次第，ご案内いたします．

★参加される場合は，申込開始日をご確認の上，お早めにお申込みください．
★研修会参加には，本学会医師正会員であることが条件です．
　まだ入会手続きがお済みでない方は，入会申請を行ってください．
　【入会に関する問合せ　日本人間ドック学会事務局：03-3265-0079】
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※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

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

● 人間ドック健診専門医制度　現状報告  ●

① 日本総合健診医学会との合同『2020年度人間ドック健診専門医認定・更新者』には，3月末に専門
医認定証および今後の単位取得方法について等，書類を郵送いたします．

　　　【認定期間 ：2021年4月1日～2026年3月31日　5年間】

　・ 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・両
学会以外の企画上限20単位）を認定期間内に取得してください．

　・認定期間を変更した人間ドック認定医認定証（有資格者）も同封しました．

　・新規認定の専門医は単位管理方法が変わります．詳しくは，送付した書類をご確認ください．
　※  21/3/31満期の専門医で『1年間の認定期間延長』を適用された方は，22/3/31までに更新条件

を満たし，申請してください．（本年11月末に再度申請書類を送付します）

②研修施設・指導医　認定（更新）について

　 2020年度認定された研修施設・指導医には，3月末に認定証等を郵送いたします．

　　　【認定期間 ：2021年4月1日～2026年3月31日　5年間】

　　　 ※暫定研修施設・暫定指導医等には，3月末に委嘱状を郵送いたします．

③  2020年度に認定（更新）された専門医認定者一覧および（暫定）研修施設・指導医一覧等を
『人間ドック健診専門医制度HP：http://www.senmoni.jp/』に掲載いたします．

④2021年度人間ドック健診専門医認定試験（予定）
 　日　時：2021年10月17日（日）13：00～15：00（※試験終了14：40）
 　会　場：品川フロントビル：東京（予定）　
　　 ※6月末，2021年度版の受験申請入力フォームを専門医HPに掲載予定です．
　　 ※ なお，コロナの状況によっては，直前でもやむを得ず，変更等をする場合がありますので

予めご留意願います．認定試験の詳細等は，決まり次第，HP等でご案内いたします．

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

【セルフトレーニング問題 2020について】
2020年度セルフトレーニング問題の解答・解説を掲載いたします．
セルフトレーニング問題（25問）については，2020年9月発行の学会誌『人間ドック35-2号』 
をご確認ください．

　◆取得単位・採点料等について
　　 セルフトレーニング問題は申請後，一定の合格基準を満たした場合のみ5単位の取得が可能
です．

　　（セルフトレーニング問題で取得可能な単位は5年間で上限5単位までです．）

　　 ●問題数：25問
　　 ●採点料：2,000円

　◆次回（2021年）スケジュール（予定）

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

　　【申請期間】
　　 10/1～11/20（予定）： 所定の解答用紙に必要事項を記入し，採点料2,000円を振込み後，

学会事務局に申請してください．
　　 12月末（予定）： 採点業務を行い，委員会にて審議後，採点結果および解答・解説を通知します．

　 注！　対象者以外の方が申請しても単位加算とはなりませんのでご注意ください．

※セルフトレーニング問題に関するお問合せは下記までお願いします．

　人間ドック健診専門医制度事務局　E-Mail：senmoni@ningen-dock.jp
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◆セルフトレーニング問題2020◆

問題 1

解答：（d），（e）

解説
　MRA MIP画像（図1）にて，右椎骨動脈に広狭不整を認め，BPAS（Basi-parallel anatomical scanning）画
像（図2）では外径が紡錘状に拡張しており，解離性動脈瘤の所見である．MRAでは主に偽腔のみが描出
されており，他の領域の血管には動脈硬化性変化等の異常所見は認めない．
　椎骨動脈解離は，40～50歳代の男性に多い．多くの場合，内弾性板が裂けて中膜に血流が流入するこ
とによる狭窄や閉塞を呈するが，外膜下が裂けると解離性動脈瘤となる．
　剖検例の検討からは，微細なものも含めると一般成人の約10％に椎骨動脈解離があると推測されてい
る報告もあり，脳ドックにおいても偶然発見されることがしばしばある．
　通常頭部MRAにて描出されるV4領域（頭蓋内）においては，自然治癒後を含めて狭窄のみが所見の場
合も少なくないため，動脈硬化性変化や血管攣縮との鑑別が重要である．
　頭蓋内においては無症候性のことも多いが，症候性の場合には脳梗塞やくも膜下出血を生じる．陳旧
性であると言い切れない限りは，無症候性であっても速やかな専門医へのコンサルトが望ましい．
　尚，BPASでは，通常のMRA（3D-TOF）と違い，血管そのものが描出されるため，頻度の比較的高い
低形成と動脈解離を含む真の内腔狭窄との鑑別に有用である .

図1 図２
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問題 2

解答：（a）

解説
　病的健忘である認知症とは「脳の器質的病変によって全般的な認知機能が障害され日常生活や社会活動
に支障が生じる状態」をいう．以下に生理的健忘について問題と対比する形で示す．
　生理的健忘では，記憶障害は一部の記憶障害であり，病識はあることが多く，見当識は保たれること
が多い．また，学習能力は保持されることが多く，日常生活に支障はないことが多い．

問題 3

解答：（b）

解説
　無症候性下肢閉塞性動脈硬化症（arteriosclerosis obliterans: ASO）はankle brachial （pressure） index: 
ABI＜0.90あるいは画像所見で下肢動脈の閉塞性病変を呈しながら症状のない疾患である．無症候性
ASOの有病率は一般に症候性ASOの約2～5倍と言われている．
　無症候性ASO患者の5年間の前向き追跡調査では，5年後の潰瘍発症率は0％，下肢切断率も0％であっ
たため，無症候性ASOの下肢の予後は良好と考えられている．
　一方，5年後の生命予後は健常者に比べ優位に不良である．無症候性ASO患者の動脈硬化性リスクは，
症候性ASO患者とほぼ同等である．無症候性ASO患者の5年無イベント生存率は症候性ASO患者と同
等で，健常群よりも有意に劣る．
　ABIは症状の有無に関係なく，ASOの重症度の指標であるとともに，患者の生命予後を予測するバイ
オマーカーである．
　観血的治療は薬物・運動治療を行っても日常生活に妨げとなる症状が解消しない患者に考慮されるも
のであり，予防的な観血的治療の正当性は現時点では証明されていない．

　＜参考文献＞

　末梢閉塞性動脈疾患の治療ガイドライン（2015年改訂版）．

問題 4

解答：（d），（e）

解説
　GIST（Gastrointestinal Stromal Tumor）は，消化管壁の間葉系細胞に由来する比較的緩徐に発育する粘
膜下腫瘍である．発症率は年間10万人に対して1～2人くらいとされている．性差はなく，中高年に好発
する．部位は胃に最も多く，小腸，大腸の順に認め，稀に食道にもみられる．
　チロシンキナーゼKIT，またはPDGFRAをコードする遺伝子の変異が関与しており，病理学的には，
特徴的な紡錘型細胞を認め，KITを含む免疫組織化学より診断される．再発リスクの高低は，腫瘍径と
核分裂数により，高リスク，中リスク，低リスク，超低リスクに分けられる．遠隔転移は主として，肝，
腹膜に認められ，リンパ節，肺，骨には稀である．切除不能例や高リスク群の術後補助化学療法にはイ
マニチブの有効性が示されている．
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問題 5

解答：（b），（c）

解説
　視触診単独による乳がん検診の死亡率減少効果を示す根拠は不十分であるが，無症状の受診者におい
ては死亡率を減少させる可能性がある．しかしながら我が国では，視触診単独による乳がん検診には死
亡率減少効果がないとする相応の根拠があるとされている．
　視触診とマンモグラフィの併用（40歳代）による乳がん検診には死亡率減少効果があるとする相応の根
拠があり，我が国では40歳代に対しマンモグラフィ導入を検討すべきであるとされている．
　50歳以上では，視触診とマンモグラフィの併用による乳がん検診には死亡率減少効果があるとする十
分な根拠があるとされている．
　我が国の2年間隔マンモグラフィ検診における利益は，40歳以上においてリスクを大幅に上回り，正
当化の条件を満たしている．
　5段階のカテゴリー分類は所見の評価と方針決定に有用である．

　＜参考文献＞

　日本乳癌学会編：乳癌診療ガイドライン 2疫学・診断編，金原出版，東京，2011．

問題 6

解答：（a），（c）

解説
　いずれも白血球数増多をきたす疾患であるが，血小板増多を伴う疾患は，慢性骨髄性白血病と本態性
血小板血症の2つである．急性白血病はリンパ性でも骨髄性でも血小板数は減少することが多い．健診に
来られるような早期の急性白血病では血小板数が正常数のこともあり注意を要するが，血小板数が増多
することはまれである．慢性リンパ性白血病は健診で見出されることが多いが，リンパ球系の白血球数が
増加し，貧血や血小板減少は，病期が進行してない初期には，ほとんど認められない．慢性骨髄性白血
病も健診で発見されることが多い造血器腫瘍である．白血球増多以外には赤血球系や血小板数は基準値
内のことが多いが，血小板増多を認める症例がしばしば見られる．本態性血小板血症は骨髄増殖性腫瘍
の一つであり，血小板増多が主である．白血球数も増加していることが多いが，その程度は軽度である．

問題 7

解答：（c）

解説
　2018年度より，労働安全衛生法での定期健康診断で，喫煙歴は必須ではないが，聴取の実施について
協力依頼項目となった．視力，尿糖は定期健康診断で必須項目である．定期健康診断では，心電図は35
歳，40歳以上が必須であり，特定健康診査では必須ではない．血清クレアチニンは，定期健康診断，特
定健康診査の両者ともに必須項目ではなく，医師の判断に基づき選択的に実施する項目に位置づけられ
ている．
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問題 8

解答：（c），（d）

解説
　無症候性微小脳出血（CMBs）は，高齢，高血圧，糖尿病，大脳白質病変の進行程度，脳卒中の既往があ
ることによって出現頻度が高まる．抗血栓薬の内服があると出現頻度が高まることも知られている．大
脳基底核部のCMBsは高血圧と，皮質，皮質下のCMBsはアミロイドアンギオパチーと関係することが
知られている．CMBsは脳出血の重要な危険因子であるが，高血圧，糖尿病の管理は将来の脳出血発症
リスクを減らすかどうかは，現時点では不明である．

　＜参考文献＞
日本脳ドック学会 脳ドックの新ガイドライン作成委員会編：脳ドックのガイドライン2104，改定・第4版，響文社，
北海道，2014．
日本脳卒中学会 脳卒中ガイドライン委員会：脳卒中ガイドライン2015，協和企画，東京，2015．

問題 9

解答：（d），（e）

解説
　2018年（平成30年）の統計では，我が国の主要な死因の上位5位は，悪性新生物，心疾患，老衰，脳血
管疾患，肺炎である．肺炎は2015年と2016年は死因の第3位であったが，2017年からは死因統計に使
用する分類の変更及び死因を選択する統計上のルールの変更によって第5位となった．
　悪性新生物は，1981年より第1位であり増加が続いている．
　悪性新生物の部位別の死亡数は，男性では肺がん（5.24万人），胃がん（2.98万人），大腸（2.70万人），
肝がん（1.85万人），膵臓がん（1.70万人）である．女性では，大腸がん（2.30万人），肺がん（2.14万人），
膵臓がん（1.64万人），胃がん（1.56万人），乳がん（1.40万人）の順である．

問題10

セルフトレーニング問題2020　問10は，以下の出題の誤りにより不適切問題として削除されました．

　■問題10　（「総合健診」47 巻5号，「人間ドック」35巻2号掲載）

　誤）尿酸値を評価するに際して正しいのはどれか．2つ選べ．

　正）尿酸値を評価するに際して正しいのはどれか．1つ選べ．



IX 

問題11

解答：（e）

解説
　メトトレキセート（MTX）は，関節リウマチ（RA）治療の中心的な薬剤である．しかし，その副作用とし
て，骨髄障害，特に白血球減少，間質性肺炎，感染症，口内炎をはじめとする消化器症状，肝機能障害
などが知られている．MTXは，白血球3,000/μL未満で禁忌である．
　葉酸製剤は，MTXの副作用を予防するために必要である．特に，重篤な血球減少症に対して，活性型
葉酸製剤であるロイコボリン投与が行われる．

　＜参考文献＞
日本リウマチ学会MTX診療ガイドライン策定小委員会編：関節リウマチ治療におけるメトトレキサート（MTX）診療ガ
イドライン2016年改訂版，羊土社，東京，2016.

問題12

解答：（b），（d）

解説
　加齢性白内障は細隙燈顕微鏡にて診断が可能，調節検査では診断が出来ない．高血圧性網膜症は眼底
検査で，網膜の血管の変化や網膜に出血，浮腫などの変化を観察するために眼底検査をして診断する．
　加齢性黄斑変性は中心視力が低下したり，変視症を訴えたりする疾患であり，視力検査，中心視野や
光干渉断層計（OCT）が診断に重要である．眼圧には影響ない．
　緑内障は初期の段階では自覚症状がないため，眼底検査，視野検査，眼圧検査後が必要である．老眼
は加齢に伴う調節力の低下であり，調節検査が重要である．屈折検査のみでは診断できない．

問題13

解答：（a），（e）

解説
　原発性肝細胞癌（HCC）では，特異度の高い腫瘍マーカーとしてα-フェトプロテイン（AFP）とPIVKA II
（Protein induced by Vitamin K absence II）がよく知られている．
　AFPは，代表的な癌胎児性抗原であり，胎児期の肝と卵黄嚢で産生され，誕生するころから産生され
なくなる．糖蛋白で，HCC以外にも胃・膵臓などの消化器がんや，睾丸・卵巣などのがんでも高値をと
ることがある．肝臓で合成される凝固因子の中で，第 II，VII，IX，X因子はビタミンKが合成に必要で
あり，ビタミンKが不足すると，凝固活性を持たない蛋白が合成され，PIVKA IIとして測定される．
PIVKA IIは健常者では検出されないが，一部の肝細胞癌で上昇するため，腫瘍マーカーとして普及して
いる．ただし，ビタミンK欠乏症や抗凝固薬のワルファリンの内服，肝硬変などでも上昇するため注意
が必要である．Span-1は膵がん，CA125は婦人科のがん，CYFRAは肺がんの腫瘍マーカーとして知ら
れている．



X

問題14

解答：（a），（b）

解説
　原発性副甲状腺機能亢進症においては，PTHの過剰分泌により高カルシウム血症と低リン血症が引き
起こされる．高カルシウム血症による症状は非特異的なものが多く，軽度の高カルシウム血症ではほと
んど自覚症状が認められないため，長期にわたり放置されている例も少なくない．人間ドック健診でも
血清カルシウム高値から診断につながることが多く，約3,000人に1人の割合でみられる比較的頻度の高
い内分泌疾患である．男女比は1：3と女性に多く，特に中高年女性に好発する．病理学的に，腺腫，過
形成，がん腫に分類されるが，腺腫が80～85％と最も多く，過形成は10～15％でありその多くは多発性
内分泌腫瘍症（MEN）に伴う．血中 intact PTHなどの血中PTH測定を行い，血清カルシウムとPTHを同
時に測定することが診断に必須である．悪性腫瘍など副甲状腺以外の原因により高カルシウム血症をき
たす疾患では，血中PTHは低値を示す．局在診断には，カラードプラーを用いた超音波検査やMIBIシ
ンチグラフィ検査，CT検査などが行われる．

問題15

解答：（d），（e）

解説
　漏出性胸水と滲出性胸水の鑑別には，比重やRivalta反応に併せてLightの基準が使われる．滲出性胸
水は，比重≧1.018，Rivalta反応陽性，胸水蛋白濃度／血清蛋白濃度＞0.5，胸水LDH濃度／血清LDH
濃度＞0.6などから判断する．膵炎では原則左側に貯留し，P型アミラーゼ高値，好中球優位の白血球増
加を認める．結核性胸膜炎ではリンパ球優位の白血球増加，ADA高値（＞40IU/L）を示す．関節リウマ
チでは片側性が多く，好中球もしくはリンパ球数の増加，糖の低値を示す．

問題16

解答：（b），（d）

解説
　LBC（液状化検体細胞診）の最大の利点は不適正標本の減少である．妊婦では出血を恐れて綿棒採取す
る施設が多いが，不適正検体となる可能性が高くなるので，ブラシ採取が望ましい．ただし，頚管内細
胞採取は避けるべきである．
　厚生労働省指針の改定により，子宮頸部細胞診の報告はベセスダシステムによって行われることと
なっている．子宮頸部細胞診判定がASC-USの場合，ハイリスクHPV検査を行うことが推奨されるが，
ただちにコルポ診・生検することも容認される．

　＜参考文献＞
日本産科婦人科学会，日本産婦人科医会編：産婦人科診療ガイドライン―婦人科外来編2017，日本産科婦人科学会事
務局，2017．
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問題17

解答：（b），（e）

解説
　ストレスチェック制度の目的は一次予防であり，受診者が自身の心の状態に気付くことならびにその
対処を支援することにある．企業側にとって実施は義務であり労働者に受診を促すように努めなければ
ならない．厚生労働省による実施状況の報告によると全体の実施率は82.9％であるが，大規模事業場
（1,000人～）の実施率は99.5％であった．一方，労働者に受検の義務はない．受検率は78.0％で事業場
の規模による差はない．
　高ストレス者は医師による面接指導を受けるように勧められるが，受けた割合は0.6％と低い．ストレ
スチェック制度では事後措置が大切であり，医師面接の実施率を上げることと有効な職場改善のための
具体的かつ実施可能な策定が課題である．集団分析は努力義務であるが，職場環境改善が期待される．

問題18

解答：（a）

解説
　血糖値が170mg/dL以上の場合，高率に尿糖を認める．尿蛋白・尿潜血両者陽性の場合には，糸球体
腎炎の可能性が高く，専門医受診が勧められる．微量アルブミン尿は糖尿病性腎症の早期発見に重要で
ある．起立性蛋白尿や運動性蛋白尿を調べる場合には，運動や起立の影響を排除するために早朝尿を検
査し，随時尿との乖離を調べる．試験紙法では尿蛋白はアルブミン尿のみを検出するため，ベンス・
ジョーンズ蛋白などの場合，スルホサリチル酸法との乖離が認められる．

問題19

解答：（b），（c）

解説
　CA125は，卵巣癌由来の細胞株から作成されたモノクローナル抗体で認識される抗原で，子宮体癌や
卵巣癌などの婦人科の腫瘍マーカーとして知られているが，生理中や妊娠中や子宮内膜症でも増加する．
TPAは臓器特異性が低く，感染症や妊娠でも増加し偽陽性が多い．HER2は乳癌のマーカーの一つで，
HER2蛋白陽性の乳癌は悪性度が高いが分子標的薬剤（トラスツズマブ）が有効とされ，その測定は重要
である．p53は癌抑制遺伝子で，p53遺伝子の変異と血清p53抗体の出現とは高い相関があることから，
血清p53抗体が，食道癌・大腸癌・乳癌の新規腫瘍マーカーとして注目されている．PSAは前立腺癌の
腫瘍マーカーとして知られているが，前立腺肥大症でも増加する．



XII

問題20

解答：（a）

解説
　いわゆる個人情報保護法は，正式には「個人情報の保護に関する法律」である．個人情報とは，生存す
る個人の情報であって，「当該情報に含まれる氏名，生年月日，その他の記述等により，特定の個人を識
別することができるもの」すべてである．本人の同意を得ないで個人情報を第三者に漏らしてはいけない
（第三者提供の制限）．
　この例外規定として，一　法律に基づく場合，二　人の生命，身体，財産の保護に必要でかつ本人の
同意を得ることが困難な場合，三　国の機関もしくは地方公共団体また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協力する必要がある場合で，本人の同意を得ることで当該事務の遂行に支
障のある場合などがある．（a）は二に該当するために提供できる．（b）はいうまでもなく誤りである．（d）
の警察や検察など捜査機関からの照会，事情聴取は，一の法令に基づく行為に該当するため提供できる．
（c）（e）は三に該当するため提供できる．

問題21

解答：（a），（d）

解説
　遺伝性出血性末梢血管拡張症（HHT：hereditary hemorrhagic teleangiectacia，オスラー病）は指定難病
の1つであり，比較的高頻度な常染色体優性遺伝の疾患である．血管構築にかかわる遺伝子異常が関係し
ており，Endoglin遺伝子の変異によるHHT1は脳と肺動静脈奇形が多く，ALK-1によるHHT 2では肝
病変が多い．近年HHT3としてSMAD4遺伝子の異常も報告されている．鼻出血を繰り返す例では，診
察時に口唇や口腔粘膜の毛細血管拡張がないか注意する．問診や診察を契機に診断されることもある一
方，消化管出血や肺動静脈瘻による喀血，脳梗塞，脳膿瘍，脳動静脈奇形による脳出血などのさまざま
な症状やそれらの画像所見から気づかれることがある．人間ドックの問診，診察，各種の画像検査では，
この疾患にも留意すべきであり，該当するときは結果説明や指導に反映させることが望ましい．
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問題22

解答：（b）

解説
　喘息の重症度は治療を選択する際に重要であり，適切に判断できる必要がある．喘息予防・管理ガイ
ドライン2018によると，喘息の重症度は喘息症状の強度，頻度，および日常のピークフロー（PEF）値，1
秒量（FEV1）とその日内変動，日常の喘息症状をコントロールするのに要した薬剤の種類と量により判断
される．軽症間欠型は，頻度が週1回未満，症状は軽度で短い，夜間症状は月に2回未満であり，％
FEV1，％PEFは80％以上で日内変動は20％未満である．軽症持続型は，頻度が週1回以上だが毎日で
はない，月に1回以上日常生活や睡眠が妨げられる，夜間症状は月に2回以上であり，％FEV1，％PEF
は80％以上で日内変動は20～30％である．中等症持続型は，頻度が毎日，週1回以上日常生活や睡眠が
妨げられる，短時間作用性吸入β2刺激薬頓用がほとんど毎日必要，夜間症状は週1回以上であり，％
FEV1，％PEFは60～80％で日内変動は30％を超える．重症持続型は，頻度が毎日，日常生活に制限が
あり，治療下でもしばしば増悪する，夜間症状はしばしばあり，％FEV1，％PEFは60％未満で日内変
動は30％を超える．

問題23

解答：（c）

解説
　遺伝カウンセリングは認定遺伝カウンセラーも行え，クライエント本人の自己決定を促すように行う．
決定は誘導せずパターナリズム的なアプローチは良くないとされる．通常は成人になってから行うが，幼
少時発症の重症疾患では遺伝学的検査を新生児でも行うことがある．遺伝学的検査は小児科領域では非
常に重要である．また，医療者がクライエントの兄弟姉妹に直接結果を伝えることは通常ではないが，
大事な遺伝情報を共有するために，クライエント自ら兄弟姉妹に情報を伝えることは推奨している．

問題24

解答：（b）

解説
　75gOGTTで2時間値が170～199mg/dL以上の場合は糖尿病への進展率が高い．
　75gOGTTのインスリン分泌指数が0.4以下は糖尿病への進展率が高い．
　境界型は糖尿病と異なり血糖上昇が軽度であるが，糖尿病の合併症である動脈硬化になることが知ら
れている．動脈硬化予防のため肥満の解消，血圧・脂質のコントロール，禁煙等の生活指導が必要である．
　境界型の場合，生活指導とともに数か月に1回の経過観察が推奨されている．
　境界型の病態は，インスリン分泌障害かインスリン抵抗性の増大が種々の割合で組み合わさっている
が，インスリン抵抗性の増大はメタボリックシンドロームを呈するものが多い．
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問題25

解答：（b）

解説
　糖尿病の診断基準を満たしていなくとも，耐糖能異常の段階ですでに動脈硬化の進展が認められるの
で，耐糖能異常は危険因子となる．
　アルコール摂取は適量であれば虚血性心疾患発症率を低下させるが，摂取量が多いと血圧を高めるこ
とが報告されており，危険因子の増悪や肝障害をもたらす可能性があるため，アルコール摂取量が過量
とならないようにする．日本では個人差があるが体格，アルコール耐用量などを考慮して，エタノール換
算で男性20～30mL（日本酒1合，ビール中ビン1本，焼酎半合弱，ウイスキー・ブランデーダブル1杯，
ワイン2杯弱に相当）／日以下，女性10～20mL）とされている．
　低HDL-C血症（40mg/dL未満）は他の危険因子とは独立した負の危険因子となる．現時点では低
HDL-C血症を治療する有効な薬剤はない．低HDL-C血症の改善には適正体重への是正，有酸素運動，
食物繊維の摂取，禁煙，あるいは高トリグリセライド血症に合併することが多いので，その改善などで
ある．
　メタボリックシンドロームは高LDL-C血症とは独立した危険因子である．
　早発性の虚血性心疾患の家族歴（第一度近親者の虚血性心疾患の発症時の年齢が男性55歳未満，女性
65歳未満）は虚血性心疾患の危険因子である．

　＜参考文献＞
　日本循環器学会：遺伝性不整脈の診療に関するガイドライン（2017 年改訂版）．
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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～ The 62nd Annual Scientific Meeting of Japan Society of Ningen Dock

ご挨拶（第 2 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

　例年であれば桜のたよりとともに希望に満ちた新年度を迎える時期となりましたが、今年はいまだ終息の
兆しが見えない新型コロナウイルスの災禍により苦難に満ちた日々が続いております。会員の皆様方におか
れましても、気の休まることのない日々をお過ごしのことと拝察いたします。
　当学会におきましても、いまだかつて経験したことがない環境下での運営に試行錯誤を重ねております。
　特に、昨年11月に開催されました第61回学術大会は、横浜での現地会場開催から急遽WEB開催への変更
を余儀なくされましたが、荒瀬康司大会長始め関係スタッフの皆様方のご尽力により、無事終了することが
できました。第62回学術大会もWEB開催となりますが、学会主催として「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～」をメインテーマに掲げ、社会が変革を余儀なく
される時流において当学会も力強いメッセージを発信するべく、理事会、各委員会、ならびに事務局の総力
を挙げて、遅滞なく準備を進めております。
　この第 2 報におきましては、学術大会のプログラム概要をご案内いたします。今回はWEB開催の利点を
活かし、特別プログラム 7 講演、招請講演 7 講演、教育講演19講演、特別企画 6 企画、委員会企画 9 企画、
一般演題、プレナリーセッション、各研修会、市民公開講座など、多数のプログラムを企画することができ
ました。これもひとえに、学術大会の趣旨をご理解いただき、ご協力下さいました演者、座長、コーディネー
ターなど多くの皆様方のおかげであり、この場を借りまして心から御礼申し上げます。尚、開催概要やプロ
グラム内容の詳細につきましては、第62回学術大会HPにて最新情報を随時ご提供いたしておりますのでご
参照下さい。
　2021年 4 月 1 日（木）より参加登録を開始しますが、WEB開催における新しい試みとして、今まで学会に
参加する機会の少なかった健診事業に従事する看護職、技師、事務職などの皆様方にも視聴して頂けるよう、
視聴用ID・パスワードを共同利用できる施設単位での登録を新設いたしました。プログラム内容も対象職
種の多様性を図り、参加者の皆様それぞれに最新の情報をお届けし、日々の業務に役立てて頂ける企画を多
数準備しております。新型コロナウイルス感染の影響により、健診・医療機関にとりましては厳しい経営状
況が続いておりますが、是非施設会員としての参加登録をご検討頂けますようお願い申し上げます。
　学術大会開催まで 5 ヶ月となりましたが、関係者一同、引き続き粛々と準備を進めてまいります。ワクチ
ンなどの対策により新型コロナウイルス感染が 1 日も早く終息いたしますことを願いつつ、第62回学術大会
のご案内（第 2 報）のご挨拶とさせていただきます。
 2021年 3 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～ The 62nd Annual Scientific Meeting of Japan Society of Ningen Dock

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
　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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主要プログラム（案）
■基調講演
「我が国における健診事業の現状と課題」
　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）

■理事長講演
「我が国の健診と予防医療の明日を目指して」
　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）

■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～
座長：荒瀬　康司（ 日本人間ドック学会　副理事長／ 

虎の門病院健康管理センター・画像診断センター 統括センター長）

「未定」
　演者：未定（厚生労働省健康局）

「生涯現役社会の実現を目指して　ー経済産業省の健康・ヘルスケア産業政策ー」
　演者：山本　和徳（経済産業省　商務･サービス政策統括調整官）

「日本医師会における予防医療の取組み」
　演者：今村　聡（公益社団法人日本医師会　副会長）

「健診施設機能評価事業が目指す予防医療への貢献」
　演者：石坂　裕子（ 日本人間ドック学会　健診施設機能評価・支援事業委員会　委員長／ 

三井記念病院総合健診センター　センター長）

「保険者が求めるこれからの健診事業」
　演者：棟重　卓三（健康保険組合連合会　参与）

「これからの時代に求められる健診事業」
　演者：辻　一郎（東北大学大学院医学系研究科　公衆衛生学分野　教授）

「ゼロ次予防の可能性と課題」
　演者：近藤　克則（千葉大学大学院　社会予防医学センター　教授）

■招請講演
座長：中川　高志（医療法人　大宮シティクリニック　理事長）

「糖尿病領域における健診・予防医療の重要性」
　演者：植木　浩二郎（ 一般社団法人　日本糖尿病学会　理事長／ 

国立国際医療研究センター研究所　糖尿病研究センター長）

「ガイドラインに見る高血圧基準と降圧目標」
　演者： 樂木　宏実（ 特定非営利活動法人　日本高血圧学会　理事長／ 

大阪大学大学院　老年・総合内科学　教授）

※講演タイトルは予定のものとなります。
※敬称略
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「低線量CT検診の現状」
　演者： 中島　留美（ 特定非営利活動法人日本CT検診学会　理事長／ 

医療法人沖縄徳洲会　湘南鎌倉総合病院）

「健診現場における抗加齢医療の応用」
　演者： 米井　嘉一（ 一般社団法人日本抗加齢医学会　理事／ 

同志社大学生命医科学部　アンチエイジングリサーチセンター　教授）

「日本婦人科がん検診学会が日本人間ドック学会に期待すること」
　演者： 佐々木　寛（ 一般社団法人日本婦人科がん検診学会　理事長／ 

医療法人沖縄徳洲会　千葉徳洲会病院　婦人科　部長）

「健診と臨床検査」
　演者： 村上　正巳（ 一般社団法人日本臨床検査医学会　理事長／ 

群馬大学大学院医学系研究科臨床検査医学　教授）

「With/After Corona時代における産業保健」
　演者： 川上　憲人（ 公益社団法人日本産業衛生学会　理事長／東京大学大学院医学系研究科　教授）

■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」
　座長：加藤　公則（ 新潟大学大学院　生活習慣病予防・健診医学講座　特任教授／ 

一般社団法人　新潟県労働衛生医学協会　新潟ウェルネス　医長）

　基調講演：データからみる健診・予防医療の役割
　　　　　松田　晋哉（産業医科大学医学部　公衆衛生学教室　教授）

　演者：データにもとづく健診事業
　　　　　山本　雄士（株式会社ミナケア　代表取締役社長）

　　　　医療経済評価からみた保健指導の意義と役割
　　　　　福田　敬（国立保健医療科学院　保健医療経済評価研究センター長）

　　　　アウトカム評価にもとづく健診事業
　　　　　中川　徹（株式会社日立製作所　日立健康管理センタ　副センタ長）

　　　　健康ビックデータをベースとした新健診モデル
　　　　　村下　公一（ 弘前大学健康未来イノベーションセンター　副センター長（教授）、 

COI副拠点長（戦略統括））

■メインシンポジウム 2
「2020年代における人間ドック・健診のイノベーション」
　座長：田口　淳一（東京ミッドタウンクリニック　院長）

　演者：Polygenic risk scoreと人間ドック
　　　　　鎌谷　洋一郎（東京大学医科学研究所新領域創成科学研究科メディカル情報生命専攻　教授）
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　　　　AIが変える人間ドック
　　　　　吉田　澄人（日本医師会総合政策研究機構　研究部統括部長補佐）

　　　　リキッドバイオプシー及び新規検査と個別化人間ドック
　　　　　山門　實（日本橋室町三井タワーミッドタウンクリニック）

■シンポジウム 1
「WITH/AFTER CORONA時代の健診事業」　＊一部演題公募
　座長：桝田　出（医療法人財団康生会 武田病院健診センター　所長）

　演者：COVID-19感染拡大による保健事業への影響
　　　　　梅木　稔（トッパングループ健康保険組合　課長　ヘルスケアチームリーダー）

　　　　受診者アンケートにみるWith/After Corona時代の意識変化
　　　　　中川　良（大宮シティクリニック　副理事長）

　　　　看護職の視点から見た健診施設の新型コロナ対策
　　　　　光畑　桂子（公益財団法人筑波メディカルセンター　つくば総合健診センター　副看護部長）

　　　　公募演題
　　　　　未定

■シンポジウム 2
「WITH/AFTER CORONA時代の保健指導」　＊一部演題公募
　座長：武藤　繁貴（社会福祉法人聖隷福祉事業団保健事業部　聖隷健康診断センター　所長）

　演者：特定保健指導アンケート結果
　　　　　武藤　繁貴（社会福祉法人聖隷福祉事業団保健事業部　聖隷健康診断センター　所長）

　　　　With/After Corona時代における特定健診・特定保健指導政策
　　　　　新畑　覚也（厚生労働省　保険局　医療介護連携政策課　医療費適正化対策推進室長）

　　　　協会けんぽにおけるコロナ禍での特定保健指導の取組み
　　　　　町田　恵子（全国健康保険協会　保健部　保健第二グループ長）

　　　　With/After Corona時代における運動指導
　　　　　中田　由夫（筑波大学　体育系　准教授）

　　　　With/After Corona時代における食生活支援
　　　　　林　芙美（女子栄養大学　栄養学部　准教授）

　　　　With/after Corona時代における減酒指導
　　　　　真栄里　仁（独立行政法人国立病院機構　久里浜医療センター　教育情報部長）

　　　　公募演題
　　　　　演者：未定
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■シンポジウム 3
「これからの職域における任意型がん検診」
　座長：髙谷　典秀（医療法人社団　同友会　理事長）

　演者：未定
　　　　　中川　恵一（東京大学医学部付属病院　放射線科　准教授）

　　　　未定
　　　　　立道　昌幸（東海大学大学院　基盤診療学系衛生学公衆衛生学　教授）

　　　　健保組合のがん検診実施状況と今後の課題
　　　　　小松原　祐介（健康保険組合連合会　組合サポート部長（保健担当））

■教育講演
「健診・予防医療のおける診療ガイドラインの意義と役割」
　演者：中山　建夫（京都大学大学院医学研究科　社会健康医学系専攻　健康情報学分野　教授）

「データヘルス計画における健診機関の役割」
　演者：古井　祐司（東京大学未来ビジョン研究センター　特任教授）

「 健診・医療現場における医療安全 
～いま知っておきたいこと、いま考えておきたいこと～」

　演者：鮎澤　純子（九州大学医学研究院　医学研究院　基礎医学部門　医療経営・管理学講座　准教授）

「正しいヘリコバクターピロリ検査法の選択」
　演者：井上　和彦（淳風会健康管理センター　センター長）

「CKD進展予防における健診の有用性」
　演者：戸田　晶子（虎の門病院健康管理センター　医長）

「人間ドックで知っておきたい高血圧の知識」
　演者：加藤　公則（ 新潟大学大学院　生活習慣病予防・健診医学講座　特任教授／ 

一般社団法人　新潟県労働衛生医学協会　新潟ウェルネス　医長）

「健診現場で知っておきたい膵のう胞（IPMN）の取り扱い」
　演者：伊藤　鉄英（ 医療法人社団高邦会　福岡山王病院　肝臓・胆嚢・膵臓・神経内分泌腫瘍センター   

センター長／国際医療福祉大学医学部消化器内科　教授）

「血清中マイクロRNAを用いたがん検診」
　演者：加藤　健（国立がん研究センター　中央病院　頭頸部内科　科長）

「会員施設におけるがん検診の現状と課題」
　演者：三原　修一（みはらライフクリニック　院長）

「ストレスチェック結果と定期健康診断結果との関連」
　演者：武藤　繁貴（社会福祉法人聖隷福祉事業団保健事業部　聖隷健康診断センター　所長）
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「保健指導におけるナッジの実践」
　演者：竹林　正樹（株式会社キャンサースキャン　顧問）

「健診・医療現場における保健相談記録の書き方」
　演者：柳澤　尚代（学校法人弘前学院　弘前学院大学　看護学部　学部長・教授）

「人間ドックにおける運動指導とその基礎知識」
　演者：澤田　亨（早稲田大学　スポーツ科学学術院　教授）

「生活リズムの計測から健康管理へ」
　演者：木村　穣（関西医科大学付属病院健康科学センター　センター長）

「採血時の問題点とその予防」
　演者：大西　宏明（杏林大学医学部　臨床検査医学　教授）

「乳腺超音波スクリーニング検査における留意点（仮）」
　演者：未定

「腹部超音波精度管理事業の現状と課題」
　演者：岡庭　信司（飯田市立病院　消化器内科　診療技幹・部長）

「臨床研究と利益相反」
　演者：児玉　安司（新星総合法律事務所　弁護士）

「健診・医療機関におけるサイバー被害の実態と対策」
　演者：上野　智明（日本医師会ORCA管理機構株式会社　取締役副社長）

■特別企画
1 ）「大腸CT検査の現状と人間ドックでの役割」
　　　座長：野﨑　良一（社会医療法人社団高野会　大腸肛門病センター高野病院　消化器内科特任部長）

　　　演者：大腸CT検査の現状と役割
　　　　　　　永田　浩一（福島県立医科大学医学部　消化器内科学講座　特任教授）

　　　　　　人間ドックにおける大腸CT検査の現状と課題
　　　　　　　満崎　克彦（社会福祉法人恩賜財団　済生会熊本病院　予防医療センター　センター長）

2 ）「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」
　　　座長：和田　高士（東京慈恵会医科大学大学院　医学研究科健康科学　教授）

　　　演者：標準用語と判定区分の必要性・有用性
　　　　　　　和田　高士（東京慈恵会医科大学大学院　医学研究科健康科学　教授）

　　　　　　健診･医療機関における健診標準フォーマットの普及状況
　　　　　　　吉田　澄人（日本医師会総合政策研究機構　研究部統括部長補佐）

　　　　　　健診標準フォーマットによる代行業務の改善状況
　　　　　　　宮内　保行（一般社団法人労働保健協会　理事・事業統括本部長）
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　　　　　　健診標準フォーマットを活用したコラボヘルス
　　　　　　　根岸　正治（日立健康保険組合　担当部長）

3 ）「産業保健における健診機関に期待される役割」
　　　座長：廣瀬　光彦（医療法人 オリエンタルクリニック　理事長）

　　　演者：データヘルス時代における産業医学と健診医学の連携
　　　　　　　福田　洋（順天堂大学大学院医学研究科先端予防医学・健康情報講座　特任教授）

　　　　　　産業医が健診機関に期待すること
　　　　　　　土肥　誠太郎（三井化学株式会社　本社健康管理室長　統括産業医）

　　　　　　当施設における産業保健活動
　　　　　　　野波　善郎（日本赤十字社　熊本健康管理センター　健康増進部長）

4 ）「地域の病院における健診事業への期待」
　　　座長：大道　道大（社会医療法人大道会　森之宮病院　理事長・院長）

　　　演者：病院併設型健診事業の現況
　　　　　　　石坂　裕子（三井記念病院総合健診センター　センター長）

　　　　　　地域の病院における健診・予防医療の重要性
　　　　　　　石川　賀代（社会医療法人石川記念会　HITO病院　理事長・病院長）

　　　　　　けいじゅヘルスケアシステムにおける健診・予防医療の重要性
　　　　　　　神野　正博（社会医療法人財団董仙会　恵寿総合病院　理事長）

5 ）「健診・医療従事者が知っておきたいCOVID-19の感染対策」
　　　座長：新　智文（JA北海道厚生連　帯広厚生病院　健診センター長）

　　　演者：COVID-19の臨床像
　　　　　　　忽那　賢志（国立国際医療研究センター　国際感染症センター　国際感染症対策室医長）

　　　　　　健診・医療機関における新型コロナウイルス感染防止対策
　　　　　　　坂本　史衣（聖路加国際病院　QIセンター　感染管理室　マネジャー）

　　　　　　COVID-19肺炎画像の診断現場でどう読影するか
　　　　　　　松本　純一（聖マリアンナ医科大学　救命救急センター　医長）

6 ）「チームで伝える安全とおもてなしの心」
　　　演者：菊池　佐恵（ANAビジネスソリューション株式会社　講師）
　　　共催：日本人間ドック健診協会
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■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」
　　　座長：土屋　敦（日本人間ドック健診協会　理事長／医療法人社団相和会　淵野辺総合病院　理事長）

　　　演者：健診・医療機関で働く女性のための健康管理
　　　　　　　吉川　悦子（日本赤十字看護大学　看護学部　准教授）

　　　　　　健診・医療機関における産業保健活動
　　　　　　　小川　真規（自治医科大学　保健センター　センター長）

　　　　　　健診・医療機関における健康経営の重要性
　　　　　　　岡田　邦夫（特定非営利活動法人　健康経営研究会　理事長）

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」
　　　座長：石坂　裕子（ 健診施設機能評価・支援事業委員会　委員長／ 

三井記念病院総合健診センター　センター長）

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」
　　　協力：聖隷健康診断センター
　　　座長：武藤　繁貴（ 健診情報管理指導士育成事業委員会　委員長／ 

社会福祉法人聖隷福祉事業団保健事業部　聖隷健康診断センター　所長）

　　　演者：中西　湖雪（社会福祉法人聖隷福祉事業団保健事業部　保健看護管理室　室長）

4 ）健診保健師・看護師の育成に関する検討委員会
　　「やっぱり楽しい健診看護～看護職が支える受けてよかった人間ドック～」
　　　座長：新　智文（ 健診保健師・看護師の育成に関する検討委員会　委員長／ 

JA北海道厚生連　帯広厚生病院　健診センター長）

　　　演者：未定
　　　　　　　佐藤　さとみ（ 東京慈恵会医科大学附属病院　予防医学センター新橋健診センター　看

護部）

　　　　　　未定
　　　　　　　千葉　暢子（ 社会医療法人中山会宇都宮記念病院　総合健診センター　保健サービス・

健診看護部　看護副部長）

　　　　　　未定
　　　　　　　光畑　桂子（ 公益財団法人筑波メディカルセンター　つくば総合健診センター　副看護

部長）
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5 ）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？」
　　　座長：植松　孝悦（ 女性のための健診・予防医療のあり方検討委員会　副委員長／ 

静岡県立静岡がんセンター乳腺画像診断科　部長）

　　　演者：視触診による乳がん検診の是非～乳腺外科医の視点から～
　　　　　　　明石　定子（昭和大学医学部　外科学講座　乳腺外科学部門　教授）

　　　　　　視触診による乳がん検診の是非～健診機関の視点から～
　　　　　　　中井　昌弘（三重県健康管理事業センター　診療所長）

　　　　　　視触診による乳がん検診の是非～科学的根拠に基づく乳がん検診の視点から～
　　　　　　　植松　孝悦（ 女性のための健診・予防医療のあり方検討委員会　副委員長／ 

静岡県立静岡がんセンター乳腺画像診断科　部長）

6 ）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？」
　　　座長：佐々木　寛（ 女性のための健診・予防医療のあり方検討委員会　委員長／ 

医療法人沖縄徳洲会　千葉徳洲会病院　婦人科部長）

　　　演者：HPV感染から子宮頸がんに至るまでのメカニズム～何故HPV検査が必要か？
　　　　　　　川名　敬（日本大学医学部附属　板橋病院　産科・婦人科　主任教授）

　　　　　　子宮頸がん検診のマネージメントはどうあるべきか　ーHPV検査の導入を見据えてー
　　　　　　　青木　大輔（慶應義塾大学医学部　産婦人科　教授）

　　　　　　 職域における子宮頸がん検診精度管理体制の実態ならびに今後想定されるHPV検査導入へ
の準備状況・課題について～施設会員を対象としたアンケート調査解析結果より～（仮）

　　　　　　　木口　一成（公益財団法人　東京都予防医学協会　検査研究センター長）

7 ）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～」
　　　座長：田中　幸子（公益財団法人大阪府保健医療財団大阪がん循環器病予防センター　顧問）

8 ）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」
　　　座長：井上　和彦（ 内視鏡スクリーニングのあり方検討委員会　委員長／ 

淳風会健康管理センター　センター長）

　　　演者：画像強調内視鏡（IEE）併用による上部消化管スクリーニング～NBI、TXI観察を中心に～
　　　　　　　青木　利佳（公益財団法人とくしま未来健康づくり機構　徳島県総合健診センター　医長）

　　　　　　LCI観察、BLI観察併用を含めた上部消化管スクリーニング
　　　　　　　鎌田　智有（川崎医科大学総合医療センター　健康管理学　センター長）

13

人間ドック_第2報.indd   13 2021/03/04   14:03:14



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～ The 62nd Annual Scientific Meeting of Japan Society of Ningen Dock

　　　　　　With corona時代の上部消化管スクリーニングにおける感染対策
　　　　　　　入澤　篤志（獨協医科大学病院　消化器内科　診療部長）

9 ）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」
　　　座長：福井　敏樹（ 健診の有用性に関する研究・論文活性化委員会　委員長／ 

医療法人社団如水会オリーブ高松メディカルクリニック予防医療センタ　院長）
　　　　　　井上　和彦（編集委員会　委員長／淳風会健康管理センター　センター長）

■認定研修会
「遺伝学的検査アドバイザー研修会」
　座長：田口　淳一（ 遺伝学的検査アドバイザー育成事業委員会　委員長／ 

東京ミッドタウンクリニック   院長）
　※ こちらは遺伝学的検査アドバイザー資格取得の対象プログラムです。資格認定を希望される方は、

受講登録、講義レポート、受講証明の提出が必要です。詳細については、決まり次第、学会HP等に
てご案内します。

「2021年度人間ドック認定医（単独）研修会」
　座長：村田　雅彦（ 人間ドック認定医のあり方に関する検討委員会　委員長／ 

秋田赤十字病院健診部　部長）
　※ 詳細については、決まり次第、学会HP等にてご案内します。

■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
　座長：岩男　泰( 日本人間ドック学会　学術大会運営委員長／ 

慶應義塾大学病院　予防医療センター　特任教授)

■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　ソニー生命保険株式会社
　座長：那須　繁（ 第62回日本人間ドック学会学術大会　大会長／特定医療法人財団　博愛会　理事長）

「予防医療としての「幸福学」入門」
　演者：前野　隆司（慶應義塾大学大学院　システムデザイン・マネジメント研究科　教授）

第10回受けてよ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・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 7 月30日（金）予定）までに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）　（銀行振り込み・クレジット決済）
通常登録　2021年 9 月 1 日（水）～ 9月24日（金）　（クレジット決済のみ）
※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。

■学術大会参加費

早期登録（4/1～ 8 /10） 通常登録（9/1～9/24）
※クレジット決済のみ

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。
※ 銀行振り込みの場合、お支払締切日迄にお支払が無い場合は、参加登録は取消となります。
※ 学術大会参加費には抄録集代を含んでおりません。なお、日本人間ドック学会会員の方には学会誌「人

間ドック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、学術大会ホームページよりお申し込みください。
　 1 冊2,000円で販売いたします。請求書を送付し、ご入金確認後に送付いたします。
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（お振込み時に、送金者名の頭に参加申込番号を書き加えてください。参加登録番号は、

参加登録受付メールに記載されております。申込名とお振込名義が異なる場合や、複数人でまとめ
て申し込む場合は、運営事務局＜dock62@c-linkage.co.jp＞までご連絡ください。）

　　※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。
　　※ 銀行振り込みが可能なのは早期登録のみです。通常登録はクレジット決済のみとなりますので、

ご注意ください。

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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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～

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。

18
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査読者名 所属
足立　雅樹 埼玉医科大学病院 健康管理センター
新　智文 JA北海道厚生連 帯広厚生病院
荒瀬　康司 虎の門病院健康管理センター・画像診断センター
石坂　裕子 三井記念病院総合健診センター
泉　由紀子 公益財団法人日本生命済生会 日本生命病院 ニッセイ予防医学センター
伊藤　美奈子 横浜市立みなと赤十字病院 健診センター
稲次　潤子 医療法人財団健康医学研究会 リソルクリニック
乾　和郎 医療法人山下病院
井上　詠 慶應義塾大学病院 予防医療センター
岩男　泰 慶應義塾大学病院 予防医療センター
大塚　博紀 社会医療法人財団石心会 さやま総合クリニック
大原　賢了 大原労働衛生コンサルタント事務所
大洞　昭博 朝日大学病院 総合健診センター
大本　由樹 虎の門病院 健康管理センター
岡庭　信司 飯田市立病院
岡村　雅雄 社会医療法人愛仁会 あいわクリニック
小川　健一 社会医療法人謙仁会 山元記念病院
折津　政江 日本赤十字社医療センター
加藤　公則 一般社団法人新潟県労働衛生医学協会
加藤　清恵 渋谷済生クリニック
加藤　智弘 東京慈恵会医科大学附属病院 総合健診・予防医学センター
金沢　裕一 医療法人社団淀さんせん会 金井病院 ヘルスプロモーションセンター
鏑木　淳一 医療法人社団慈誠会 上板橋病院
鎌田　智有 川崎医科大学総合医療センター
北　嘉昭 国際医療福祉大学塩谷病院
草野　健 公益社団法人鹿児島県消化器がん検診推進機構
熊倉　泰久 聖路加国際病院付属クリニック・予防医療センター
小島　玲 医療法人社団潤康会 芝パーククリニック
小長谷　敏浩 医親会 マリンクリニック
小林　伸行 医療法人社団相和会 相模原総合健診センター
小松　淳子 日本赤十字社医療センター
齊藤　弥穂 新生会 高の原中央病院
櫻井　健一 日本歯科大学附属病院
笹森　斉 社会医療法人財団仁医会 牧田総合病院健診プラザ Omori
佐藤　恒信 千葉中央メディカルセンター
佐藤　文三 公益財団法人日本生命済生会 日本生命病院
軸薗　智雄 日本医科大学
清水　一紀 医療法人社団十全会 心臓病センター榊原病院
清水　正雄 埼玉医科大学病院健康管理センター
志村　浩己 公立大学法人福島県立医科大学
末松　正邦 地方独立行政法人加古川市民病院機構 加古川中央市民病院
杉野　吉則 慶應義塾大学病院予防医療センター
杉森　裕樹 大東文化大学
鈴木　幸男 北里大学北里研究所病院
髙田　幹夫 髙田労働衛生コンサルタント事務所

 （50音順，敬称略，所属は2021年2月現在）
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査読者名 所属
高橋　為生 株式会社HSP研究所
髙橋　直樹 医療法人社団相和会 横浜総合健診センター
髙谷　典秀 医療法人社団同友会
瀧澤　弘隆 一般財団法人柏戸記念財団 ポートスクエア柏戸クリニック
田口　淳一 東京ミッドタウンクリニック
田中　香織 アムス丸の内パレスビルクリニック
田畑　正司 一般財団法人石川県予防医学協会
田村　芳美 国立病院機構渋川医療センター
塚本　真 医療法人直源会 相模原南病院
土屋　敦 医療法人社団相和会
寺田　総一郎 江戸川病院健診センター
戸田　晶子 虎の門病院 健康管理センター
中川　高志 医療法人大宮シティクリニック
中川　良 医療法人大宮シティクリニック
中村　昭光 医療法人社団蘇生会 蘇生会総合病院
西川　邦寿 福井赤十字病院
丹羽　利充 修文大学
野畑　俊介 社会福祉法人聖隷福祉事業団聖隷予防検診センター
野村　幸史 医療法人財団慈生会 野村病院
畠山　雅行 メディカルなら奈良市総合医療検査センター
原　茂子 原プレスセンタークリニック
福井　敏樹 医療法人社団如水会 オリーブ高松メディカルクリニック
福田　洋 順天堂大学
藤木　貴子 福岡県済生会福岡総合病院
藤巻　力也 東京ミッドタウンクリニック
古谷　亮 第二川崎幸クリニック
細川　了平 医療法人亀岡病院
堀本　葉子 住友生命総合健診システム
本間　聡起 独立行政法人地域医療機能推進機構 埼玉メディカルセンター
桝田　出 医療法人財団康生会 武田病院健診センター
丸山　美江 医療法人社団如水会 オリーブ高松メディカルクリニック
水間　美宏 東神戸病院
満崎　克彦 社会福祉法人恩賜財団 済生会熊本病院
三原　修一 みはらライフケアクリニック
宮原　広典 鹿児島厚生連病院 健康管理センター
宮脇　尚志 京都女子大学
武藤　繁貴 社会福祉法人聖隷福祉事業団保健事業部 聖隷健康診断センター
村田　雅彦 秋田赤十字病院
森　由弘 KKR高松病院
八木　葉子 公益財団法人シルバーリハビリテーション協会 八戸西健診プラザ
山根　則夫 やまね病院
吉川　裕之 聖隷健康診断センター
吉村　理江 医療法人財団博愛会 人間ドックセンターウェルネス
吉本　貴宜 医療法人社団同友会 春日クリニック
和田　高士 東京慈恵会医科大学
渡辺　清明 NPO法人 東京臨床検査医学センター

 （50音順，敬称略，所属は2021年2月現在）
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人間ドックをはじめとする 
健診を不要不急のものとしないために

健診の有用性に関する研究・論文活性化委員会 委員長 
医療法人如水会オリーブ高松メディカルクリニック 院長 

福井敏樹

　新型コロナウイルス感染症（COVID-19）が世界中で猛威をふるい続けています．わが国でも一時は「ア
ジア人（日本人）特有のファクターXが存在する」とか「Japan Puzzle（日本の謎）」などとも報じられ，我々医
療従事者にもいくらかの安堵感も漂っていたことをあざ笑うかのように，今またコロナ第3波の大きな渦
中にあります．医療崩壊・医療壊滅が日々報道され，首都圏や関西圏を中心に再度の緊急事態宣言が出
されています．こんな状況の中で，これから私が皆さんに向けて投げかけるメッセージがどれほど心に
響くものとできるか，そして私自身への説得力を持てるものになるのか，いささか自信はありません．し
かしながら，今この巻頭言を書き始めながら，ふと頭に浮かんできた，中世ドイツのマルチン・ルターの
言葉とされている，「明日，世界が滅ぶとも，私は今日りんごの木を植える」という言葉をまず記してから，
本題に入らせて頂きたく思います．
　本誌本年2号の巻頭言では，相澤新理事長就任のご挨拶が掲載されていました．本学会の活動目的を
「人間ドックに限ることなく，健診事業，さらにはそれに伴う予防医療に関わる事業の普及発展と質の向
上に寄与する」と改めて明確化され，その具体的な活動内容として以下の3つの柱を掲げられました．
　1）健診・予防医療施設の質の向上と発展を支援する活動
　2）健診・予防医療事業に携わる医療従事者を育成する活動
　3）健診・予防医療のシステムや有用性を研究する活動
　私はそのなかの主に3）の活動目的遂行のため新設された，「健診の有用性に関する研究・論文活性化委
員会」の委員長の任を仰せつかりました．私は2008年に開始された特定健診・特定保健指導制度に対応
すべく設置された委員会に設置当初から関わることで，この制度によって生活習慣病健診のデータが医
療保険者に集約され，ビックデータと称されるナショナルデータベースが構築されていく経過を身近で
体感してきました．データヘルス，さらにデータヘルス改革・PHRの構築と着実に国策は進んできてい
ます．そんななかで，人間ドックに代表される任意型の健診システムがその存在価値を示すためには，
人間ドックという健診だからこそ示すことが出来る有用性を発信していくことがより重要となってきてい
ます．しかしながらそのニーズに応えられるべきこれまでに構築されたエビデンスは，正直なところ非常
に少ないと言わざるを得ません．
　今回「健診の有用性に関する研究・論文活性化委員会」が新たに設置された具体的な目的のひとつに，
日本医学会に加盟するということがあります．加盟できた場合のメリットとしては，第1に健診による予
防医学の重要性が国民全体に浸透しやすくなる．第2に国による人間ドック学会あるいは健診施設への助
力も受け易くなる．そして，第3に健診に従事している人間ドック学会会員のモチベーションが向上，活
性化する．等があげられると思われます．日本医学会は，「医学に関する科学および技術の研究促進を図
り，医学および医療水準の向上に寄与する」ことを主たる活動目的としており，現在，日本医学会に加盟
している学会は，臨床部門103学会，社会部門19学会，基礎部門14学会の計136学会です．学会会員数
6,000名を越える本学会は，学会規模的にも日本医学会加盟に十分な資格のある学会と思われ，加盟申請
を10年以上にわたり続けてきてはいますが，健診・予防医療に関する学会としてまだ加盟を認められて

巻　頭　言
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いません．加盟申請の項目の中に機関紙（英文誌・和文誌の最近5年間の年間発行回数，総頁数，発行部
数）ならびに査読制度の有無があります．当学会誌の現状は，和文誌「人間ドック」発行回数が年5回，掲
載論文数約30報とかなり充実していますが，英文誌「Ningen Dock International」の発行回数は年1回，
掲載論文数6報（2020年度）というもので，日本医学会の理念として「研究の促進と，医学及び医療水準の
向上」があり，加盟への課題として，英文誌をはじめとした掲載論文数を積極的に増やすことの必要性を
指摘されています．
　我々の委員会の活動として，私自身15年以上ずっと携わっている本学会編集委員会との連携も密にして，
この課題をなんとかクリアしていきたいと思っています．またさらに，健診の有用性に関する研究・論文
投稿活性化を目指し，篠原前理事長が尽力され，開始された「学術委託研究」の仕事を引き継ぎ，この度
受託研究募集を再開することとなりました．本誌前号および本学会ホームページに募集要項を掲載して
おりますので，是非ご一読頂き，奮って応募頂きたくお願い申し上げます．2021年度最重点テーマとし
て，「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」を取りあげさせて頂いております．
　私は地元大阪を離れ，私にとってアウェイの地である高松で医師としての仕事をずっと続けてきまし
た．そんなこともあってか，研究や論文執筆は，アスリートが世界に挑み，作家が書物を書き，アーチ
ストが作品を作成し，エンジニアが製品を開発することで，自分自身を表現し，世界の発展に貢献し，
歴史にその足跡を刻むように，医師として生きた証を残していくようなものと考えてこれまでやってきま
した．コロナ禍の非常時において，そんなことは二の次となってしまうかもしれませんが，目の前の苦し
んでいる患者さんの治療や指導に尽力することだけでなく，こんな非常時だからこそ，予防医療の発展
のため，「明日のためにりんごの木を植える」気持ちをもって，新たな研究テーマに挑み，論文執筆をご
検討頂きたいと思います．コロナ禍のなか医療従事者としてずっと緊張を強いられる日々が続いている
方々も，移動や出張などが出来なくなって，研究の構想を考えたり，結果を解析したり，論文を読んだ
り，執筆したりする時間がかえって生まれたということもあるかもしれません．
　ここにすべてを記すことはできませんが，そういう志を持つ方々に出来る限りのご協力をさせて頂くこ
とも我々の委員会の活動目的としております．何卒暖かいご支援ご協力のほどよろしくお願い申し上げ
ます．
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総　説 人間ドック35：685-691，2021

はじめに
　人間ドック・健診（検診）業務に携わっている者
にとって，疾患，特に，がんを早期に発見し，早
期治療に結びつくようなことがあると，喜びであ
り，これが大きなやりがいの一つとなっているこ
とであろう．
　一方，日本も訴訟社会となってきており，医療
裁判の増加が報告されている．裁判事例はトラブ
ルの際たるものであり，関係したくないと思うも
のの一つであろう．裁判事例は，判決を見てみる
と，どこでも起こりうるものが多く，学ぶべき点
が多く含まれている．著者は裁判事例から学ぶべ
き点を現場にフィードバックすることが大切と考
え，これまで，そのような活動を行ってきた 1-4）．
　本稿では，これまでの人間ドック・健診（検診）
が関係した裁判事例について概説するとともに，
医療裁判のもっとも多い原因となっているがんの
見落としに対する民事（損害賠償）責任について述
べる．なお，本稿で伝えたいことは，あくまで
も，日々の業務に自信を持って従事して欲しいと
いうことである．裁判所は私たち医療従事者に対
し，決して無理な要求はしていない．本稿が，少
しでも人間ドック等の業務に従事する者の訴訟に
対する不安を払拭し，自信を持って日々の業務に

従事することにつながれば幸いである．

人間ドック・健診（検診）が関係したこれま
での裁判事例
　人間ドックや健診（検診）が関係した医療裁判事
例を判例データベースWestlaw Japan の判例検索
を用いて，判決が平成元年1月から令和元年6月
末までに出されたものを検索した．検索用語には
「人間ドック」，「検診」，「健康診断」，「健診」を用
いた．なお，判例データベースに収載されるのは
法律家にとって意味がある事例に限られるため，
全例が収載されているわけではない．
　そのまとめを表1に示す．該当するものは24事
例であった．検査法別に示しているが，もっとも
多いのが胸部X線（12事例）で，次いで，血液検査
と胃X線検査（それぞれ3事例）であった．
　訴訟に至った原因はがんの見落とし，結果入力
ミス，結果通知遅れ・結果説明失念，偶発症の4
つに分類できた．もっとも多いのががんの見落と
し（16事例）で，次いで，偶発症（5事例）であった．
1．がんの見落とし
　表2にがんの見落としが関係した事例の概略を
示す．裁判所の判断を見てみると，16事例中医療
機関側勝訴が8事例，敗訴が8事例であった．受

裁判事例に学ぶ人間ドック・健診（検診）の医療安全
日山 亨

広島大学保健管理センター 准教授

要　約
　人間ドックや健診（検診）が関係した医療裁判で，判決が平成元年1月から令和元年6月末までに
出されたものは24事例認められた．検査別に見てみると，もっとも多いのが胸部X線（12事例）で，
次いで，血液検査と胃X線検査（それぞれ3事例）であった．原因別に見てみると，もっとも多いの
ががんの見落とし（16事例）で，次いで，偶発症（5事例）であった．
　これまでのがんの見落としが関係した訴訟事例の考え方を胃がんの見落としに当てはめると，ほ
とんどの医師が一致してがんを疑う（否定すべき）病変と判断して，精密検査を行うような病変を見
落とし，裁判になった場合には，担当医の責任が認められる可能性は高いと思われる．がんが見つ
かった部位を撮影した画像が見当たらない場合やがんが見つかった部位を撮影した画像の質がよく
なく，病変の有無が判断できない場合は，鑑定医師の意見やその他の状況を鑑みて，裁判官は判断
することとなる．

キーワード　人間ドック，検診，医療裁判，民事責任



8 ( 686 ) 人間ドック　Vol.35  No.5  2021年

診者に悪い結果が生じたからといって，すべて医
療機関側の責任とされるわけではない．がんの見
落としに対する裁判所の判断枠組みについては，
本稿後半で詳述する．
2．結果入力ミス
　表3に結果入力ミスが関係した事例の概略を示
す．1事例認められた．胸部X線検査で異常があっ

たにもかかわらず，本人に「異常なし」との結果を
送り，肺がんの診断が遅れたというものである．
医療機関側の過失が明らかと思われるが，損害賠
償額が折り合わず，裁判に至ったようである．
3．結果通知遅れ・結果説明失念
　表4に結果通知遅れ・結果説明失念が関係した
事例の概略を示す．胃がんの結果通知遅れが関係

表1　人間ドック・健診（検診）が関係した裁判事例のまとめ

がんの見落とし 結果入力ミス 結果通知遅れ・
結果説明失念 偶発症 合計

血液検査  0 0 0 3  3
胸部X線 11 1 0 0 12
胃X線  1 0 1 1  3
便潜血  1 0 0 0  1
大腸X線  1 0 1 0  2
乳房視触診  2 0 0 0  2
子宮頸部細胞診  0 0 0 1  1
合計 16 1 2 5 24

表2　人間ドック・健診（検診）でのがんの見落としが関係した裁判事例
見落としたがん 裁判所 判決日 検査 裁判所の判断 理由 損害賠償額

肺がん

名古屋地裁 H21.1.30 胸部X線 ○ 病変読影に関して意見が分かれる －
仙台地裁 H19.10.16 胸部X線 × 異常陰影を見落とす 約4900万円
東京地裁 H18.4.26 胸部X線 × 異常陰影を見落とす 約450万円
大阪地裁 H18.3.17 胸部X線 ○ 異常なしとしたことに過失なし －

奈良地裁 H15.9.26 胸部X線 × 異常陰影を認識したが，前年度と変化なしと判断，精査を
勧めず 約5400万円

東京地裁 H15.3.13 胸部X線 × 異常陰影を認識したが，前年度と変化なしと判断，気管支
鏡検査を勧めず 約440万円

新潟地裁 H14.7.18 胸部X線 ○ 異常陰影の指摘は困難 －
札幌地裁 H14.3.14 胸部X線 × 異常陰影に対し，再検査・精査すべきであった 約880万円
東京高裁 H10.2.26 胸部X線 ○ 異常なしとしたことに過失なし －
仙台地裁 H8.12.16 胸部X線 ○ 異常なしとしたことに過失なし －

富山地裁 H6.6.1 胸部X線 × 異常陰影を認識したが，前年度と変化なしと判断，精査を
勧めず 約440万円

胃がん 東京高裁 H13.3.28 胃X線 ○ 病変読影に関して意見が分かれる －

大腸がん
東京地裁 H4.10.26 便潜血 × 陽性であったのに精査を勧めず 約340万円
東京地裁 H4.1.30 大腸X線 × 癌を糞塊と誤診 約7100万円

乳がん
東京地裁 H18.5.24 視触診 ○ 異常なしとしたことに過失なし －
横浜地裁 H9.3.26 視触診 ○ 異常なしとしたことに過失なし －

○：医療機関側勝訴，×：医療機関側敗訴

表3　人間ドック・健診（検診）での結果入力ミスが関係した裁判事例

見落としたがん 裁判所 判決日 検査 裁判所の
判断 理由 損害賠償額

肺がん 仙台地裁 H18.1.26 胸部X線 × 異常ありなのに，異常なしと入力されて通知 約7400万円

○：医療機関側勝訴，×：医療機関側敗訴

表4　人間ドック・健診（検診）での結果通知遅れ・結果説明失念が関係した裁判事例

見落としたがん 裁判所 判決日 検査 裁判所の
判断 理由 損害賠償額

胃がん 東京地裁 H29.5.26 胃X線 × 受診者に速やかに結果を通知すべきであった 約220万円
大腸がん 静岡地裁沼津支部 H2.12.19 大腸X線 × 直腸癌疑い，結果説明を失念 約500万円

○：医療機関側勝訴，×：医療機関側敗訴
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した事例は，医療機関での個別胃X線検査で，二
次読影医の「要精密検査」との結果を担当医が受け
取った後，受診者に速やかに連絡せず，受診者が
外来受診した約1ヵ月後に結果を説明し，その後
の精密検査により胃がんと診断された事例である．
胃がんは進行がんであり，手術を受けたが，その
後，多発肝転移を来たし，受診者は死亡した．裁
判所は「手術が実際よりも1ヵ月程度早く行われる
など，本件胃がんに対する適切な治療がより早く
開始されることにより，亡Aの死亡を幾らか遅ら
せることができた可能性はある」として，医療機
関側に損害賠償するよう命じている．
4．偶発症
　表5に偶発症が関係した事例の概略を示す．採
血に伴う神経損傷が3事例認められた．3事例と
も採血手技に不十分な点があったと判断され，医
療機関側敗訴となっている．採血法ガイドライン
を遵守する必要がある．
　胃X線検査でバリウムによる腸管穿孔を生じた
事例もある．この事例では，受診者はその後，死
亡した．担当看護師の問診や説明は適切になされ
ていたとして，医療機関側の民事（損害賠償）責任
は否定されている．
5．医療機関側に損害賠償責任が認められる場合
　繰り返すが，受診者に悪い結果が生じたら，す
べて医療機関側の責任とされるわけではない．法
律家によると，以下の3つがすべて認められる場合
に，医療機関側が損害賠償責任を負う 1）．それは，
　① 損害：受診者が死亡した，後遺症が残ったな
どの望まない結果が生じている．精神的損害
も含まれる．

　② 過失：医療機関側，つまり，医師や看護師の
処置などにおいて注意して行うべきことを
怠っている．

　③ 因果関係：①と②の間に因果関係がある．つ
まり，②が原因で①が生じたと言える．

　過失の有無は医療裁判においてもっとも争われ
る点である．この判断基準になるものが医療水準
である．医療水準の判断にもっとも影響を与える
のが，診療ガイドラインである．行われた医療が
水準を下回っていた場合，過失ありと判断される
ことになる．それから，因果関係であるが，医師
や看護師などに過失があっても，受診者側の損害
との因果関係がなければ，その損害に対して，医
療機関側は損害賠償する必要はないと判断される．

がんの見落とし
　先に述べたように，がんの見落としが人間ドッ
クや健診（検診）が関係した医療裁判のもっとも多
い原因である．がんの見落としをなくせれば，相
当数の医療裁判を減らすことができると言える．
しかし，がんの見落としと一言で言ってもいろい
ろある．ここでは，画像診断におけるがんの見落
としについて述べる．画像診断におけるがんの見
落としには，主に以下のような場合があろう 5）．
　がんの見落としがあったとされる検査時の画像
を見直したときに，
　A． がんが見つかった部位を撮影した，読影に

問題がないレベルの画像があり，
　　　A-1．所見がない
　　　A-2． ほとんどの医師が一致して指摘でき

る良性非腫瘍性病変の所見がある
　　　A-3． ほとんどの医師が一致して指摘でき

る良性腫瘍性病変の所見がある
　　　A-4． レトロスペクティブに見たら気づく

ような些細ながんを疑わせる所見が
ある

　　　A-5． ほとんどの医師が一致して指摘でき

表5　人間ドック・健診（検診）での偶発症が関係した裁判事例
検査法 裁判所 判決日 裁判所の判断 理由 損害賠償額

血液
仙台高裁秋田支部 H18.5.31 × 注射針を静脈から逸脱させるべきではなかった 約3500万円
高松高裁 H15.3.14 × 肘窩を深く刺すべきではなかった 約460万円
福岡地裁 H14.7.9 × できるだけ肘部から採血に努めるべきであった 約3800万円

胃X線 東京地裁 H27.5.22 ○ バリウムによる腸管穿孔．問診，説明は適切 －
子宮頸部細胞診 東京地裁 H13.7.25 ○ 膣内のガーゼ様物は検診の際に残置されたものではない －

○：医療機関側勝訴，×：医療機関側敗訴
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るがんを疑わせる（否定すべき）病変
の所見がある

　B．がんが見つかった部位を撮影した画像なし
　C． がんが見つかった部位を撮影した画像の質

がよくなく，病変の有無の判断が困難
A． がんが見つかった部位を撮影した，読影に問
題がないレベルの画像がある場合

　がんの見落としがあったと指摘された場合，先
に述べたように，A-1～A-5の場合が考えられる．
それぞれの場合の民事（損害賠償）責任について考
える前に，がんの見落としが問題となった訴訟事
例を1つ紹介する．
事例1： 健康診断時の肺がんの見落としが問題と

なった事例（名古屋地裁平成21年1月30日
判決）5,6）

【受診者】Aさん（昭和18年生まれ）
【経過】
・ 平成14年6月（58歳時）：職場の定期健康診断
（胸部直接X線）を受ける．
　　↓
　　読影担当B医師：716枚を約2時間で読影．
　　Aさんの判定「異常なし」．
・ 平成15年6月（59歳時）：職場の定期健康診断
（胸部直接X線）を受ける．
　　↓
　　読影担当B医師：707枚を約2時間で読影．
　　Aさんの判定「異常なし」．
・ 平成16年6月（60歳時）：職場の定期健康診断
（胸部直接X線）→右上肺野に異常陰影を指摘
される．肺がんと診断され，化学療法を受ける．
・平成18年9月（62歳時）：死亡．
【受診者遺族】読影担当B医師は肺がんを見落と
したとして，健康診断実施医療機関を相手取っ
て，損害賠償を請求する．
胸部X線写真を見返してみると，
平成14年写真：肋骨と重なる部位に約2cm大の
比較的境界明瞭な結節影を認める．
平成15年写真：肋骨と重なる部位に約3cm大の
比較的境界明瞭な結節影を認める．
・ 鑑定医師3名：平成14年および15年写真→全
員，異常陰影を指摘．

・ 呼吸器内科医師5名による再現実験：平成15
年検診707枚の写真を読影担当B医師と同じ
条件で読影→Aさんの写真は，5名中3名は要
精検と判断，2名は要精検と判断せず．

【裁判所の判断】受診者遺族側の請求棄却（健康診
断実施医療機関側勝訴）
・ 一般臨床医の水準をもって読影した場合に，
異常とすべきかどうかの判断が異なり得る．
・ 読影担当B医師が，14年写真・15年写真の異
常陰影を指摘しなかったことに過失なし．

　この事例において，裁判所は「異常とすべきか
どうかの判断」と述べているが，「異常かどうか」
というのは，A-5（ほとんどの医師が一致して指摘
できるがんを疑わせる（否定すべき）病変の所見が
ある）と同義と考えるべきであろう．健康診断で
は，胸部X線での石灰化像などのA-2（ほとんど
の医師が一致して指摘できる良性非腫瘍性病変の
所見がある）の場合は基本的に「軽微な異常」，A-3
（ほとんどの医師が一致して指摘できる良性腫瘍
性病変の所見がある）は基本的に「要経過観察」と
され，いずれも「要精検」の対象にならず，裁判所
の言う「異常とすべき」病変には含まれないと考え
られる．
　この訴訟事例の考え方を，がんの見落としに当
てはめると，元々A-1（所見がない）やA-2だった
場合は，ほとんどの医師ががんを疑って生検等の
精密検査を行う病変ではないため，たとえそれが
がんであったとしても，見落としても担当医に過
失はないと判断されよう．
　一方，A-5を見落とし，訴訟になった場合には，
担当医の民事（損害賠償）責任が認められる可能性
は高いと思われる．
良性病変と判断した場合
　良性病変と診断したのに，後にがんと診断され
た場合が問題となりうるであろう．この場合の民
事（損害賠償）責任については，以下の訴訟事例が
参考になる．大腸がんの見落としが問題となった
事例である．
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事例2： 大腸がんの見落としが問題となった事例
（大阪地裁平成28年5月17日判決）7,8）

【患者】Aさん（77歳，女性）
【経過】
平成18年：大腸内視鏡検査を受けたところ，直
腸Rbに大きさ5～9mm大の扁平隆起性病変を
認めた．担当医は過形成性ポリープと診断，経
過観察の方針とし，3年後の大腸内視鏡検査を勧
める．
平成21年（3年後）：同部位に浸潤性の高分化型
腺がんを認め，外科手術，人工肛門となる．
【患者】担当医はポリープを放置せず，適切に対
処すべきであったとして，病院を相手取って，
損害賠償を請求する．
【裁判所の判断】患者側の請求棄却（病院側勝訴）
・ 当時の『大腸ポリープ診療ガイドライン』には，
大きさ別の担癌率の記載はあるが，切除の必
要性についての記載なし．
・ 5mm以上のポリープを切除すべきであるとの
基準が，平成18年当時，一般的知見であった
と認めることはできない．
・経過観察は医師の裁量．

　このような場合，良性腫瘍という診断の問題が
なかったか，経過観察という判断に問題がなかっ
たか，患者への説明内容に問題がなかったかが検
討され，判断される．この事例では，『大腸ポリー
プ診療ガイドライン』を参考にして，裁判所の判
断がなされている．当時の『大腸ポリープ診療ガ
イドライン』に，大きさ別の担癌率の記載はある
が，切除の必要性についての記載がなかったこと
から，経過観察したことは医師の裁量の範囲内と
判断され，担当医の責任は否定されている．
　胃ポリープの場合はどうであろうか．胃ポリー
プに関しては，まだ，診療ガイドラインが作成さ
れていないため，大腸ポリープ以上に，医師の裁
量の幅は広いと言えよう．腺腫などの良性腫瘍性
病変は治療対象となるが，経過観察もしうる病変
である．上記事例の裁判所の判断を当てはめる
と，サイズがかなり大きかったり，表面に凹凸を
認めるなど，ほとんどの内視鏡医が患者に治療を
勧めるような病変以外は，経過観察によってがん

の診断が遅れた場合でも，経過観察したことは医
師の裁量の範囲内として，責任は否定されるもの
と思われる．なお，経過観察の必要性を説明して
いない場合は，説明義務違反が問われる可能性が
ある．
　ここでは消化管のポリープについて取り上げた
が，他の臓器の良性病変に関しても同様のことが
言える．ガイドラインがあれば，その記載がどう
なっているか，また，ガイドラインがなければ，
実際に行われている診療の状況を踏まえ，医師の
裁量の範囲内かどうかが検討されることになろ
う．
B． がんが見つかった部位を撮影した内視鏡画像
がない場合

C． がんが見つかった部位を撮影した内視鏡画像
の質がよくなく，病変の有無が判断できない
場合

　がんが見つかった部位を撮影した画像が見当た
らない場合やがんが見つかった部位を撮影した画
像の質がよくなく，病変の有無が判断できない場
合，担当医は，そこには所見がなかったため，記
録を残さなかったと主張すると考えられる．この
主張がそのまま認められる場合もあるだろうし，
発見された時のがんの状態から，見落としがあっ
たとされた検査時にどのような状態であったかを
推定する専門家の鑑定意見が求められる場合もあ
るだろう．鑑定医師は，見落としの期間がかなり
短い場合を除き，急速進行するがんがありうるた
め，検査時に所見がなかった，もしくは，些細な
所見しかみられなかった可能性は否定できないと
いった意見を出すことが多いと思われるが，何か
の事情によっては見落とし時点に病変を認めた可
能性を指摘するかもしれない．裁判官は，鑑定意
見およびその他の状況を鑑みて，判断することに
なる．なお，画像の質が，病変の有無が判断でき
ないくらいよくなかったり，画像の数が通常の検
査時よりもあまりにも少ないというのは，裁判官
の心証を悪くする要因になるであろう．

二次読影医の責任
　精度管理のために，二次読影がなされているこ
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とが多いと思われる．がんの見落としがあった場
合，二次読影を担当する医師の法的責任はどのよ
うに考えられるのであろうか．これまでのとこ
ろ，がん検診での二次読影医の判断が問題となっ
た訴訟事例は，判例データベース上，見当たらな
い．しかし，今後，問題になることが考えられる．
　まず，胸部X線などのX線検査と内視鏡検査の
二次読影には異なる点があることを指摘したい 7）．
X線検査の一次読影と二次読影は，同じ画像を見
て，つまり，同じ情報量で判断することになる．
一方，胃内視鏡検査などの内視鏡検査の場合，一
次読影医（内視鏡施行医）の方が，圧倒的に情報量
が多く，その一部の記録されたものを用いて，つ
まり，限られた情報のみで，二次読影医が判断す
ることとなる．内視鏡画像に記録されていない部
位が生じることがあり，まず，このことが，二次
読影医に不安を与えている．また，X線検査に比
べ，所見が多様（びらん，発赤調・褪色調領域な
ど）で，その出現頻度も高く，がんであることを
否定できない所見が多い 1,2）ことが，二次読影医
をさらに不安にしているものと思われる．なお，
内視鏡医の技量の差により所見の検出率が異なる
ことも二次読影医を不安にさせることではある
が，これは，X線においても同様である．
　さて，二次読影医の責任に関する著者らの考え
は，前記A-5（ほとんどの医師が一致して指摘で
きるがんを疑わせる（否定すべき）病変の所見があ
る），再検査もしくは精密検査を勧めるような病
変が写っているのに，これを指摘しなかった場合
には，一次読影医とともに二次読影医に責任が問
われることがありうるというものである．一方，
それ以外の場合は，基本的に二次読影医に責任は
問われないと考えている．これは，先に紹介した
事例1で，異常とすべきかどうかの読影医の判断
が分かれるものに関しては，がんを見落とした担
当医に過失はないとした裁判所の判断基準から導
かれると考えている．
　内視鏡検査で，記録がない部位にがんがあった
というような場合であるが，画像がない以上，二
次読影医には病変指摘は不可能であるため，二次
読影医に責任はないと判断されると考える．ただ

し，この場合問題となるのは，記録された内視鏡
画像の質があまりにも悪い時である．レンズがひ
どく曇っている，空気量があまりにも少ない，
写っていない部位があまりにも多い，などといっ
た場合，二次読影医には検査状況を確認する（再
検査を勧める）必要が出てくる．どのレベルから
再検査を勧めるかは，法律ではなく，医学的な話
となる．再検査の勧奨に関しては，二次読影医1
人ではなく，2人以上で判断することが望ましい．
複数にすることで，その判断の客観性を示すこと
につながり，また，二次読影医の心理的負担が減
ると思われるからである．

医療の専門家ではない裁判官が勝手に判断
しているわけではない
　以上，医療裁判を見てきたが，いずれにして
も，医療の専門家ではない裁判官が勝手に判断し
ているわけではない．裁判官は，専門家の医師の
意見を参考に判断している 9）．つまり，私たち医
師の意見が，裁判所の判断に反映されるといって
よいだろう．もし，がんの見落としがあったと受
診者側から主張があった場合，その見落としと言
われた画像を私たち医師が見たときに，この病変
を見落としてはまずいと思うか，見落としはやむ
を得ないと思うかが，裁判の結果に反映されると
思ってよいであろうし，そうでないと困るもので
ある．

おわりに
　先に述べた通り，医療の専門家ではない裁判官
が勝手に判断しているわけではない．私たち専門
家の意見を参考に判断している．がんの見落とし
があった，即，担当医の責任ということは決して
ない．私たち医師が見ても落ち度（過失）があると
判断するような場合に，担当医（医療機関）の民事
（損害賠償）責任が認められている．やるべきこと
をやっていれば，民事（損害賠償）責任を負うこと
は基本的にないと言ってよいだろう．自分の技量
に自信を持って，日々の業務に当たってほしい．
もし，受診者側からがんの見落としがあったと主
張された場合には，検査画像を提示しながら，そ
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の所見について，また，急速に進行するがんがあ
ることなどを丁寧に説明する必要があろう．当
然，その説明内容を裏付ける良好な画像がある方
が説得力は強くなるであろう．

利益相反
　本論文に関して開示すべき利益相反はない．
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1）立川中央病院附属健康クリニック 連絡先：〒 190-0023 東京都立川市柴崎町 3-14-2 BOSEN4階
2）立川中央病院 Tel：042-526-3222

緒　言
　人間ドック健診施設機能評価Ver.4.0の自己評
価票に「意見・要望の把握・改善活動」という項目
がある 1）．これは受診者の意見・要望を積極的に
収集し検討しているかと，改善しているかを評価
する項目である．立川中央病院附属健康クリニッ
ク（以下当施設と略す．）では2014年より「受診者
の立場に立った信頼の健診施設としてさらにスキ
ルアップ&ステップアップする」というビジョン
を掲げ，ビジョン達成のための戦略の一つとして
顧客満足度向上を継続的に図っている．このよう
な背景をふまえ，当施設では人間ドック受診者に
対し，受診後にアンケートはがきを渡している
（図1）．
　アンケートの内容は「スタッフの対応はいかが
でしたか？（以下スタッフの対応と略す．）」「環境・

当施設のアンケート結果を用いた， 
リピート希望に影響する項目の抽出

濵西大成 1）　黒田知美 1）　鈴木晴美 1）　坂井春男 1）　木村政人 2）

要　約
目的：当施設では人間ドック受診者に対しアンケートはがきを渡している．アンケート内容はス
タッフの対応，環境・設備，健診内容，待ち時間，リピート希望について評価をしてもらうもので
ある．2014年度から2017年度のアンケートはがき4,941件のデータを集計し，リピート希望と各
アンケート項目との間に相関性があるかを調査する．
方法：スタッフの対応，環境・設備，健診内容，待ち時間は5段階評価で，リピート希望は4段階
評価での回答形式であり，2014年度から2017年度に回収したアンケートはがき4,841件（既定質問
項目の記載がないはがきは除外）を対象とした．今回の調査ではスピアマンの順位相関係数（rs）を用
いて，リピート希望に強く関連する項目を求めた．
結果：rsが一番大きな値となったのは2017年度の「スタッフの対応」で0.69，次点で2014年度と
2017年度の「環境・設備」で0.67だった．また，2015年度の「待ち時間」は0.58となり一番低い値
だが，rsの値をみると2014年度から2017年度のすべての質問項目とリピート希望との相関係数は
0.58以上0.69以下となり，強い相関を認めた．
結論：当施設のアンケート結果を対象とした今回の調査では，「環境・設備」「スタッフの対応」に対
する評価が，リピート希望と強く相関している結果となった．しかし他の項目も十分に強い相関を
示唆できる値であり，すべてのアンケート項目の評価を上昇させることで，よりリピート希望の評
価が高くなると考える．

キーワード　顧客満足度調査，リピート希望，スピアマンの順位相関係数

設備はいかがでしたか？（以下環境・設備と略
す．）」「健診内容はいかがでしたか？（以下健診内
容と略す．）」「待ち時間はいかがでしたか？（以下
待ち時間と略す．）」「また利用したいと思います
か？（以下リピート希望と略す．）」の5種の既定質
問と，自由意見欄で構成されている．
　「スタッフの対応」「環境・設備」「健診内容」「待
ち時間」についてはとても満足，満足，どちらと
もいえない，不満，とても不満の5段階評価であ
り，「リピート希望」はとても思う，思う，どちら
ともいえない，思わないの4段階評価で回答する
ものである．過去4年分のデータを用い，「スタッ
フの対応」「環境・設備」「健診内容」「待ち時間」の
評価と，「リピート希望」の評価の間に関連がある
か調査した．
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対　象
　2014年度から2017年度のアンケートはがき
4,941件を調査の対象とした．なお，自由意見欄
を除き既定の5項目に一つでも無回答があるはが
きは調査の対象から外し，4年分計4,841件のは
がきを用い調査をした．なお，アンケートはがき
は記名・無記名は自由な形式としたが，対象者の
個人情報の取り扱いについては当施設の臨床研究
実施規定に基づき，臨床研究倫理審査委員会の審
査・指導のもと行った．

方　法
　スピアマンの順位相関係数（rs）を用いて「スタッフ
の対応」「環境・設備」「健診内容」「待ち時間」の各
項目と「リピート希望」との相関関係を，Microsoft 
Office Excel 2013（以下Excelと略す．）を利用して
調査した．また，アンケートはがきの信頼性につ
いて，アンケート結果を年度ごとにCronbachのα
係数によって検討した．アンケートはがき結果を
Excel上に入力し年度ごとのデータリストを作成
したが，この際受診者情報は入力せずに通し番号

図1　アンケートはがき

人間ドック・健診結果受領書

ご 署 名 ：

結果受取日 ： ２０ 年 月 日

＊ 皆様のご意見・ご感想をお聞かせ下さい ＊

● スタッフの対応はいかがでしたか？ ご意見がございましたら記入下さい

とても満足 満足 どちらともいえない 不満 とても不満 

【 】 ○ ○ ○ ○ ○
● 環境、設備はいかがでしたか？

とても満足 満足 どちらともいえない 不満 とても不満 

【 】 ○ ○ ○ ○ ○
● 健診内容はいかがでしたか？

とても満足 満足 どちらともいえない 不満 とても不満 

【 】 ○ ○ ○ ○ ○
● 待ち時間はいかがでしたか？

とても満足 満足 どちらともいえない 不満 とても不満 

【 】 ○ ○ ○ ○ ○
● また利用したいと思いますか？

とても思う 思う どちらともいえない 思わない 

【 】 ○ ○ ○ ○

自由意見欄（ご自由にお書き下さい。）

ご受診日：
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で入力し，全員無記名の状態でリストを作成し
た．
　5段階評価の回答は「とても満足」を5点，「満足」
を4点，「どちらともいえない」を3点，「不満」を2
点，「とても不満」を1点とし，リピート希望の4
段階評価の回答は「とても思う」を4点，「思う」を
3点，「どちらともいえない」を2点，「思わない」
を1点とし，各年度各質問項目のアンケート結果
を点数が高い順に順位付けした．この際RANK.
AVG関数を使用し，同じ数値の場合には同じ順
位が振られるように順位付けをした．
　「スタッフの対応」「環境・設備」「健診内容」「待ち
時間」を変数X，「リピート希望」を変数Yとし，スピ
アマンの順位相関係数の公式を数個に分けて，
Excel上で計算をした．Σi

X
i l

R t t( )3 −


，Σ j
Y

j j
R t t( )3 −

の式は IF関数とCOUNTIF関数を組み合わせ，
Σi i=1

2n d は数式をセルに設定し，2014年度から2017
年度の「スタッフの対応」「環境・設備」「健診内容」
「待ち時間」の各項目と「リピート希望」との順位相
関係数を計算した．

結　果
　各年度のアンケートはがき回収数，回収率，ア
ンケート結果のCronbachのα係数を表1に示す．
2014年度から2017年度までのアンケート結果の
Cronbachのα係数はそれぞれ0.87，0.86，0.85，
0.88であった．各年度の各質問項目の ti，tj，順位
を表2と表3に示す．各年度の各質問項目の既定
回答の集計は，tiと tjの数値がそのまま当て嵌ま
る．各年度のΣi

X
i l

R t t( )3 −


，Σ j
Y

j j
R t t( )3 − ，Σi

n
id=1
2，

TX，TY，rsを表4に示す．rsは2017年度の「スタッ
フの対応」が0.69で一番高く，次点で2014年度
と2017年度の「環境・設備」の0.67だった．また，
2015年度の「待ち時間」は0.58となり，一番低い

表1　 各年度のアンケートはがき回収数，回収率，Cronbach
のα係数

回収数 回収率 Cronbachのα係数
2014年度 1303枚 3.82％ 0.87
2015年度 1206枚 3.28％ 0.86
2016年度 1206枚 3.21％ 0.85
2017年度 1126枚 2.91％ 0.88

表2　2014年度と2015年度の各質問項目の tと順位
2014年度

とても満足 満足 どちらともいえない 不満 とても不満

スタッフの対応 ti 510 733 55 4 1
順位 255.5位 877位 1271位 1300.5位 1303位

環境・設備 ti 412 813 74 3 1
順位 206.5位 819位 1262.5位 1301位 1303位

健診内容 ti 309 841 137 12 4
順位 155位 730位 1219位 1293.5位 1301.5位

待ち時間 ti 437 708 125 31 2
順位 219位 791.5位 1208位 1286位 1302.5位

とても思う 思う どちらともいえない 思わない

リピート希望 tj 446 799 57 1
順位 223.5位 846位 1274位 1303位

2015年度
とても満足 満足 どちらともいえない 不満 とても不満

スタッフの対応 ti 503 663 35 5 0
順位 252位 835位 1184位 1204位 ―

環境・設備 ti 404 726 66 10 0
順位 202.5位 767.5位 1163.5位 1201.5位 ―

健診内容 ti 321 754 116 14 1
順位 161位 698.5位 1133.5位 1198.5位 1206位

待ち時間 ti 397 669 121 17 2
順位 199位 732位 1127位 1196位 1205.5位

とても思う 思う どちらともいえない 思わない

リピート希望 tj 449 716 38 3
順位 225位 807.5位 1184.5位 1205位



17 ( 695 )人間ドック　Vol.35  No.5  2021年

表3　2016年度と2017年度の各質問項目の tと順位
2016年度

とても満足 満足 どちらともいえない 不満 とても不満

スタッフの対応 ti 524 649 30 1 2
順位 262.5位 849位 1188.5位 1204位 1205.5位

環境・設備 ti 410 733 57 5 1
順位 205.5位 777位 1172位 1203位 1206位

健診内容 ti 320 751 125 10 0
順位 160.5位 696位 1134位 1201.5位 ―

待ち時間 ti 412 659 117 18 0
順位 206.5位 742位 1130位 1197.5位 ―

とても思う 思う どちらともいえない 思わない

リピート希望 tj 463 707 34 2
順位 232位 817位 1187.5位 1205.5位

2017年度
とても満足 満足 どちらともいえない 不満 とても不満

スタッフの対応 ti 502 587 34 1 2
順位 251.5位 796位 1106.5位 1124位 1125.5位

環境・設備 ti 399 659 59 9 0
順位 200位 729位 1088位 1122位 ―

健診内容 ti 317 684 113 10 2
順位 159位 659.5位 1058位 1119.5位 1125.5位

待ち時間 ti 387 595 119 19 6
順位 194位 685位 1042位 1111位 1123.5位

とても思う 思う どちらともいえない 思わない

リピート希望 tj 440 646 36 4
順位 220.5位 763.5位 1104.5位 1124.5位

表4　各年度各質問項目の ， ， ，TX，TY，rs

TX rs

スタッフの対応と
リピート希望

2014年度 526648974 101159658.5 140466237.5 0.63
2015年度 418739568  78339361.5 111275753.5 0.64
2016年度 417263076  90653671.5 111398794.5 0.59
2017年度 328806198  56507728  91568198 0.69

環境・設備と
リピート希望

2014年度 607706274  88186931.5 133711462.5 0.67
2015年度 448883730  75525769 108763740 0.65
2016年度 462937950  78379311 107592555 0.64
2017年度 349917360  58259603.5  89809157.5 0.67

健診内容と
リピート希望

2014年度 626898792  94588558.5 132112086 0.65
2015年度 463299660  80828668.5 107562412.5 0.63
2016年度 458285670  88807518 107980245 0.59
2017年度 353311296  60240855.5  89526329.5 0.66

待ち時間と
リピート希望

2014年度 440329986 111639042.5 147659486.5 0.60
2015年度 363764358  94210779.5 115857021 0.58
2016年度 357731946  93317346 116359722 0.59
2017年度 270296586  69060584  96444222 0.63

TY

リピート希望

2014年度 598982826 134438416.5
2015年度 457634238 108034531
2016年度 452684196 108447034.5
2017年度 354815730  89400960

数値となった．
　スピアマンの順位相関係数は－1から1の値と
なり，－1に近いほど負の相関があり，1に近い

ほど正の相関があることを意味する．今回の調査
ではすべての年度の質問項目が0.58以上となり，
強い相関を認められる．そのなかでも「環境・設
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備」と「スタッフの対応」が，「リピート希望」と特
に強く相関している結果となった．

考　察
　調査対象とした4年間のなかで「リピート希望」
と最も強い相関がみられたのは，2017年度の「ス
タッフの対応」だった．当施設では2012年から外
部講師による接遇研修を毎年行っている．また，
2014年からはバランススコアカード（balanced 
scorecard: BSC）を導入した．BSCはビジョン達成
に向けて部署ごとに戦略目標を設定しており，戦
略目標の一つに「顧客満足度の向上」がある．これ
を実現するための重要成功要因，業務評価指標，
実行計画，数値目標を各部署で設定している．
BSCを開始したことにより，顧客満足度向上に向
けての行動・結果が職員間で明確に分かるように
なった．毎年の接遇研修で培った知識と，BSCに
よる行動・結果の見える化の成果が，2017年度
のスタッフの対応に反映されていると考える．
　「環境・設備」は4年間すべてで「リピート希望」
との強い相関が認められた．当施設は最寄り駅か
ら徒歩5分程の距離にあり，この立地が大きくか
かわっていると考える．また，2015年には施設
内の改装工事をしており，それまで一列だった内
視鏡検査を二列で運用するようになった．内視鏡
検査の予約がとりやすくなったことも要因と考え
られるが，これは環境・設備だけでなく健診内容
で評価されている可能性がある．大きな要因とし
ては上記の二件が挙げられる．細かな要因として
は，アンケートはがきの自由意見欄に記載された
内容を日々検討していることが挙げられる．待ち
合いにある雑誌の充実，受診者の動線をスムース
にするための椅子の配置工夫，各待ち合いにブラ
ンケットの設置，面談待ち時に飲み物とお菓子の
サービス，脱着の容易なベストの発案・運用，館
内履きを衛生面で気にする受診者へ向けて靴下の
低価格販売など，アンケートに記載された意見は
実施可能か検討し，実施可能であれば実行，好評
であれば継続するという取り組みが評価され，今
回の検証結果に反映されていると考える．
　「健診内容」と「待ち時間」は「スタッフの対応」

「環境・設備」ほどの相関関係を認められなかった
が，十分に強い相関を示した．「健診内容」と「待
ち時間」に関しては，受診者の個人的な気持ちだ
けでなく，住んでいる地域，職場の場所，職場が
契約しているからなど，他施設を選択する余地が
なく当施設を利用している受診者がいることが考
えられる．また，毎年受診者が増加していること
から，受付時間が遅くなった受診者ほど待ち時間
が増えている可能性がある．これに関しては受付
時間を調整することで，受診者が集中しないよう
に対応している．
　2009年の小谷ら 2）の研究では「医療従事者と医
師の対応の良さ」「待合室の印象の良さ」「滞在時間
の短さ」が人間ドックに求められているとし，2006
年の光畑ら 3）の研究では「接遇」「設備」「受診回数」
が継続受診意志に関連する要因であるとした．今
回の当施設の調査では「環境・設備」「スタッフの
対応」が，前述の先行研究と同様にリピート希望
に強く関連している結果となった．しかし「待ち
時間」に関しては他の既定質問項目と比べると弱
い相関を示した．
　しかし表4のスピアマンの順位相関係数 rsの値
をみると，既定質問項目すべての値が十分に強い
相関を示唆できる結果となり，すべてのアンケー
ト項目の評価が上昇することが，よりリピート希
望の評価上昇につながると考えられる．
　なお，今回の調査で利用したアンケートは記
名，無記名が自由なため，各年度にはすでに継続
して当施設を利用している受診者の意見も含まれ
ている可能性がある．また，アンケートはがきの
回収率がすべての年度で3％前後と低いため，結
果の一般化には限界がある．今後の課題としてア
ンケート方法を検討し，さらに回収率を高めサン
プル数を増やす工夫をしたい．

結　語
　スピアマンの順位相関係数を用いたアンケート
分析結果から，当施設を次回も利用する判断に大
きくかかわる項目として，「環境・設備」と「スタッ
フの対応」の評価が強く相関しているという結果
になった．
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Extraction of Items that A�ect the Next Use, Using the Results  
of the Our Facilities Questionnaire

Hironari Hamanishi1), Tomomi Kuroda1), Harumi Suzuki1), Haruo Sakai1), Masato Kimura2)

1) Tachikawa-chuo Hospital Health Clinic
2) Tachikawa-chuo Hospital

Abstract
Objective: Our facility distributes postcard-format questionnaires to persons undergoing 
full medical examinations. �e questionnaire content evaluates the sta� response, environ-
ment and equipment, health check-up content, wait times, and desire to repeat the expe-
rience. Between 2014 and 2017, data from 4,941 questionnaire postcards were collected to 
investigate the correlation between “desire to repeat the experience” and each questionnaire 
item.
Methods: Responses for “sta� response,” “environment and equipment,” “health check-up 
content,” and “wait times” were evaluated on a 5-level scale, while that of “desire to repeat 
the experience” was evaluated on a 4-level scale. Data analyzed were from 4,841 question-
naire postcards collected between 2014 and 2017; postcards with any omitted responses 
were excluded. �e survey used Spearman’s rank correlation coe�cient (rs) to identify items 
strongly associated with “desire to repeat the experience.”
Results: “Sta� response” in 2017 had the highest value of rs at 0.69, followed by “environment 
and equipment” in both 2014 and 2017 at 0.67. Furthermore, “wait times” had the lowest 
rs value at 0.58 in 2015; however, from 2014 to 2017, all questionnaire items and “desire to 
repeat the experience” showed correlation coe�cients between 0.58 and 0.69, indicating a 
strong correlation.
Conclusion: Results of the survey conducted at our facility identi�ed a strong correlation 
of “environment and equipment” and “staff response” with “desire to repeat the experi-
ence.” However, since these values could also suggest strong correlations with other items, 
heightened evaluation of all survey items may increase the positive evaluations, indicating 
increased “desire to repeat the experience.”

Keywords: customer satisfaction survey, desire to repeat, Spearman’s rank correlation 
coe�cient
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2）姫路市医師会ドック診療所委員会 Tel：079-295-3300　E-mail：kenshinka@himeji-med.or.jp

はじめに
　当会では，一日ドック・二日ドック・専門ドッ
クなどの人間ドックを行っており，特に，検査が
午前中に終了する一日ドックについては，終了時
間の関係から1日35名までを受け入れ枠の上限と
定めている．一日ドックでは，健診最後に医師に
よる診察（以下診察）があり，診察時には，採血・
腹部超音波検査・心電図・胸部X線検査の結果の
説明も行うために事前にこれらがすべて終わって
いる必要がある．円滑な検査の進行とできるだけ
速やかな診察の終了を目指して，これまで検査の
実施順序を種々変更し，各検査間の待ち時間と総
所要時間の短縮に努めてきたが良好な結果は得ら
れなかった．2014年からは時差式受付を採用す
ることで，ある程度の短縮効果が得られた 1）が，
同じ頃から上部消化管内視鏡検査希望者の増加お
よび受け入れ枠の拡大が始まったことで，待ち時
間は再び増加に転じ，受診者からのクレームの頻

人間ドックにおける 
受診者の待ち時間短縮に向けた取り組み

早原千恵 1）　中西隆子 1）　日下部昌太郎 1）　門屋 誠 1,2） 
三木 隆 2）　中野稔雄 2）　山本一郎 1）

要　約
目的：近年の人間ドック受診者の受け入れ枠の増大に伴い，待ち時間の増加による受診者からのク
レームや午前中で健診が終了しないことが多くなった．腹部超音波検査の検査順を新たに変更する
ことにより検査待ち時間を短縮できるかを検討した．
方法：人間ドックにかかわるスタッフへのアンケートを行い，健康診断における待ち時間が長い検
査項目の把握を行った．このアンケート結果を基に検査の順番を変更し，その前後での10分ごと
の腹部超音波検査の待ち時間の分布を比較検討した．
結果：アンケート調査より，待ち時間が長いと感じる検査項目は，医師による診察・腹部超音波検
査・看護師による記入済問診票の内容確認の順に多かった．アンケート結果を基に腹部超音波検査
を早く終了させるため，検査の誘導順序の見直しを行った．腹部超音波検査の10分ごとの待ち時間
の人数の割合は変更前では10分以内が51.0％であったが変更後には68.7％となり，変更後では40
分以上の待ち時間はなくなった．変更後には腹部超音波検査受診者全体の終了時間も早くなった．
結論：誘導方法を変更することで，腹部超音波検査自体の待ち時間は減少した．また検査終了時間
も早くなった．受診者の快適性の向上や受け入れ増加を見込める可能性がある．

キーワード　待ち時間，人間ドック，受診者受け入れ，誘導方法

発や午前中までに検査が終了しないことによるス
タッフへの負担が問題になってきた．
　待ち時間の問題は各健診施設が抱える共通の課
題であり，従来種々の取り組みがなされている．
「検査案内方法の改善により，職員の増員や検査
機器の増設，施設の改築などをすることなく受け
入れ枠の拡大やクレームの減少が図れた」とする
豊島ら 2）の報告もあることから当会でもスタッフ
へのアンケートや過去の経験を基に，腹部超音波
検査の誘導順序を他の検査の滞り具合をみながら
適宜変更する方法で，待ち時間の短縮と受診者の
快適性の向上が図れるのではないかと考え，新た
な誘導方法を導入して時間短縮に関するデータ集
積を行い，若干の知見を得たので結果を報告する．

対　象
　検査実施順序の変更前・変更後の一日ドック受
診者872名を検討の対象とした．内訳は，変更前
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群 が2018年2月1日～2018年2月17日 受 診 の
341名，変更後群が2019年2月4日～2019年2月
20日および2019年5月14日～2019年5月28日
に受診の531名である．
倫理的配慮
　本研究は，姫路市医師会人間ドック診療所委員会
の承認を受け実施した．本会，倫理規定に従って行
い，データは受診者が特定されないように使用した．

方　法
　まず，待ち時間の実態を把握するため，人間
ドックスタッフ46名（看護師10名，臨床検査技師
14名，診療放射線技師7名，事務11名，医師4名）
を対象に待ち時間短縮に関するアンケート（図1）
を行った．アンケート内容はスタッフの待ち時間
についての意識調査や改善案を主体とし，1）何分
くらい待てば長く待っていると感じるか，2）待ち

図1　職員アンケート

【目的】　ドック健診での待ち時間短縮に向けて、現在の状況を把握し、どのようにすれば
今よりも待ち時間を短縮しスムーズに健診を受けてもらえるか、現場職員の意見を
取り入れた取り組み内容を検討するため。

（1） 健診の待ち時間で、何分くらい待てば長く待っていると感じると思いますか？
□にチェックして下さい。

□ 0～15分 □ 15～30分 □ 30分以上

（2） ドック健診で、待ち時間が長くなっていると思われる検査・場所は何ですか？
番号を丸で囲んで下さい。（複数回答可）

① 受付 ⑦ 胸部Ｘ線 ⑬ 頸動脈エコー
② 計測 ⑧ 胃部Ｘ腺 ⑭ 骨塩定量（Ｘ線）
③ 問診 ⑨ 胃部内視鏡 ⑮ 各種ＣＴ検査
④ 採血 ⑩ 婦人科 ⑯ 眼底・眼圧
⑤ 腹囲・心電図 ⑪　マンモグラフィー⑰　肺機能
⑥ 上腹部超音波 ⑫　乳房超音波 ⑱ 内科診察

⑲ その他（ ）

（3） （2）で丸を付けた検査・場所は、なぜ待ち時間が長くなっていると思いますか？
番号ごとに考えられる理由をご記入下さい。

（4） 待ち時間を少しでも短縮するために、どのような取り組みをすればいいと思いますか？
色々なアイデアをご記入下さい。

ドック健診待ち時間短縮アンケート
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時間が長くなっている検査項目，3）その理由，4）
改善策，などの項目から成る．このアンケート結
果を基に，検査所要時間が短い胸部X線，心電
図・腹囲検査や検査の内容や性質上順番を変え難
い肺機能，上部消化管内視鏡，胃部X線検査，診
察などを除く諸検査のうち，腹部超音波検査が待
ち時間延長の要因になっていると考えられたた
め，同検査の実施順序を固定せず他検査（採血，
計測，問診）の進捗状況に合わせ順序を変えて受
診してもらうという変更を行った．
　変更前・変更後の結果分析のため，腹部超音波
検査待ち時間の10分ごとの分布を求め，両群間
の有意差を統計分析ソフトRによるカイ2乗検定
で検定した．また，有効性の端的な指標として腹
部超音波検査実施人数で調整した変更前・変更後
群間での全検査の終了時間の比較を行った．

結　果
　アンケート結果より，1）何分くらい待てば長く
待っていると感じると思うか，という設問では，
0～15分までは4.9％，15～30分：68.3％，30分
以上で26.8％という結果であった（図2）．2）待ち
時間が長くなっている検査項目については，診
察，腹部超音波検査，問診（受診者による記入済
み問診票の看護師による確認）の順に待ち時間が
長いと感じるスタッフが多く，それらが長いと感
じた人の割合はのべ回答者のなかでほぼ半数を占

めていた（表1）．3）その理由，については腹部超
音波検査，問診はその実施自体に時間がかかり，
待ち時間が長くなりやすいや，診察は他の検査の
結果が揃ってから行われるので，当然のこととし
て諸検査の終了間際に診察への誘導（以下誘導）が
集中するとの意見があった．また，計測などのす
ぐ終わる検査と上部消化管検査や腹部超音波検査
などの手間を要する検査間では待ち時間に対する
受診者の受け止めが異なるのではないかという参
考意見もみられた．4）改善策としては，腹部超音
波検査の実施順序の見直しという意見が多かっ
た．
　上記の結果を基に，腹部超音波検査の誘導順序
の見直しを行った．変更前には，人間ドックにて
運用している健診システムの登録の順序通り①受
付・更衣②血圧③採血④計測⑤問診⑥心電図・腹
囲⑦腹部超音波検査の順番に誘導していたが，変
更後は①受付・更衣後1人目の受診者を直ちに腹
部超音波検査に誘導し，同検査終了後2人目の腹
部超音波検査受診者として②血圧③採血④計測⑤
問診受診者のうちで待ち時間が生じている人を優
先して検査に誘導することにした（図3）．
　この変更の実施前・実施後の検査待ち時間10
分ごとの受診者の分布を図4に示した．待ち時間
10分以内については，変更前51.0％；変更後
68.7％，11～20分については変更前26.7％；変

表1　アンケート結果　待ち時間が長いと感じる項目
順位 項目 回答数 ％

1 診察 31 21.4
2 腹部超音波検査 21 14.5
3 問診 20 13.8
4 上部消化管内視鏡検査 18 12.4
5 腹囲・心電図 13 9.0
6 乳房超音波検査 8 5.5
7 胃部X線検査 7 4.8
8 受付 6 4.1
9 眼底・眼圧 5 3.4

10 頸動脈超音波検査 3 2.1
11 肺機能 3 2.1
12 採血 2 1.4
13 胸部X線検査 2 1.4
14 マンモグラフィ 2 1.4
15 計測 1 0.7
16 婦人科 1 0.7
17 CT 1 0.7
18 その他（保健指導） 1 0.7
19 骨塩定量 0 0.0

図2　 アンケート結果　何分待てば待ち時間が生じたと
感じるか

15～30分
68.3%

0～15分：4.9%

30分以上
26.8%

0～15分 15～30分

30分以上
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図4　変更前後の待ち時間の割合

51.0%

68.7%

26.7%

23.9％
15.5%
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４１～５０分

３１～４０分

２１～３０分

１１～２０分

10分以内

p=0.02

更後23.9％，21～30分については変更前15.5％；
変更後6.4％，31～40分については変更前5.6％；
変更後0.9％，となり変更後に待ち時間の短縮傾
向が窺えた．また，変更前には40分以上待たさ
れた受診者が全体の1.2％にみられたが，変更後
はそうした受診者はなくなり，両群間の待ち時間
分布の統計分析（統計分析ソフトRによるカイ2乗
検定）では，p＜0.05で有意な待ち時間の改善が
得られたことが判明した．
　さらに，腹部超音波検査受診者数で調整した2

群間で，変更前・変更後の検査終了時間を比較し
たところ，腹部超音波検査受診者数が24人以下
群では平均検査終了時間は変更前11時7分；変更
後10時53分で，腹部超音波検査受診者数が25人

図3　誘導順序の変更前後の検査の順番

変更前 変更後

① 受付・更衣 ① 受付・更衣 ① 受付・更衣
↓ ↓ ↓

② 血圧 ② 腹部超音波検査 ② 血圧
↓ ↓ ↓

③ 採血 ③ 心電図・腹囲 ③ 採血
↓ ↓ ↓

④ 計測 ④ 血圧 ④ 計測
↓ ↓ ↓

⑤ 問診 ⑤ 採血 ⑤ 問診
↓ ↓ ↓

⑥ 心電図・腹囲 ⑥ 計測 ⑥ 腹部超音波検査
↓ ↓ ↓

⑦ 腹部超音波検査 ⑦ 問診 ⑦ 心電図・腹囲
↓ ↓ ↓

⑧ 胸部X線検査ＯＲ肺機能 ⑧ 胸部X線検査ＯＲ肺機能 ⑧ 胸部X線検査ＯＲ肺機能
↓ ↓ ↓

⑨上部消化管内視鏡検査・胃部X線検査 ⑨上部消化管内視鏡検査・胃部X線検査 ⑨上部消化管内視鏡検査・胃部X線検査
↓ ↓ ↓

⑩ 診察 ⑩ 診察 ⑩ 診察

この間で待ち時間が
生じている受診者を選択

腹部超音波検査１人目 腹部超音波検査２人目以降

表2　腹部超音波検査の変更前後の終了時間
受診者数 平均終了時間

変更前 24人以下 11：07
25人以上 11：34

変更後 24人以下 10：53
25人以上 11：25
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以上群は，変更前11時34分；変更後11時25分
となり，それぞれ14分，9分の短縮が得られてい
た（表2）．

考　察
　人間ドックスタッフへのアンケート結果より，
診察や腹部超音波検査で待ち時間が長くなる理由
として，当会では診察の際に血液データや心電
図，腹部超音波検査の結果も併せて診察担当医が
説明するため，腹部超音波検査が終了しなければ
診察へ誘導できない事情があり，腹部超音波検査
の待ち時間の増加が直ちに診察の待ち時間の増加
につながることが挙げられる．また検査に与える
影響から，上部消化管検査は腹部超音波検査が終
了しなければ実施できない．腹部超音波検査を早
目に終了させることで，後半の上部消化管検査や
診察への受診者誘導の集中を防ぐことができ，人
間ドック全体の終了時間の短縮につながるのでは
と考え，腹部超音波検査への誘導順序に柔軟性を
持たせる変更を試みた．つまり，以前の誘導方法
では最初に受付した受診者が更衣を終えてから腹
部超音波検査を開始するまでに20～30分のロス
タイムが生じていたが，誘導順序の状況に応じた
変更により，人間ドックの受付を済ませ更衣した
直後より腹部超音波検査を実施することで同検査
を早めに始めることができ，結果として腹部超音
波検査の待ち時間短縮につなげることができた．
大塚ら 3）の報告にもあるように無駄な待ち時間を
省き速やかに健診を終了させることが次回の受診
意向に関与することが知られており，待ち時間の
減少に努めることは健診事業を円滑に行ううえで
常に重要な因子になると思われる．当会では一日
ドックの場合，午前中に診察を含めたすべての検
査項目を終了することを従来からの目標としてい
る．今回の試みで，受診受け入れ人数による差は
あるものの，腹部超音波検査の終了時間が早まっ
たことで，待ち時間短縮の結果を得ることができ
た．しかし今回は，待ち時間に与える腹部超音波
検査の影響のみの検証であったため，今後は受診
者の滞在時間などの評価も検証する必要があると
考えている．

　機器の増設やスタッフの増員，施設の改修など
の大規模な投資などを行わずに現状で行えること
として，スタッフの意見を基に改善を試みた．し
かしながら，杦本ら 4）の報告にあるように顧客の
ニーズは多様化している．待ち時間の短縮を重要
視するあまり接遇の劣化や受診者の動線延長や複
雑化の負担を押し付けていないかについても考慮
する必要がある．今後は，待ち時間の短縮を心掛
けるとともに，受診者が待ち時間を快適かつ有意
義に過ごせるような環境整備などのハード面から
のアプローチに加え，接遇の改善やスタッフの検
査水準の向上や均一化などのソフト面からのアプ
ローチにも配慮した受診者サービスを目指したい
と考えている．

結　語
　今回の検証結果により腹部超音波検査の待ち時
間は短くなった．腹部超音波検査自体の終了時間
が早くなることで今後の受診者の受け入れ枠の増
加も見込める可能性が出てきた．ただし，待ち時
間の減少が受診者の満足度の向上に直結している
かどうかということも検証していく必要がある．

　本論文の要旨は第60回日本人間ドック学会学
術大会（2019年，岡山）で発表を行った．
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E�orts to Reduce Waiting Time for Medical Examinees in Ningen Dock

Chie Hayabara1), Takako Nakanishi1), Shoutaro Kusakabe1), Makoto Kadoya1,2),  
Takashi Miki2), Toshio Nakano2), Ichiro Yamamoto1)

1) Himeji Medical Association
2) Himeji Medical Association of Doctor Committee

Abstract
Objective: Due to an increase in the number of examinees, complaints about long waiting 
times and not completing all health check-ups in the morning have increased.
�is study aimed to determine whether we could reduce the waiting time for examination 
and improve the comfort of examinees by changing the order of abdominal ultrasonogra-
phy in a series of examination.
Methods: We handed out questionnaires to our staff to determine which examination 
resulted in longer waiting times. Based on the results, the order of examinations was 
changed, and the distribution of waiting times for abdominal ultrasonography was com-
pared every 10 minutes.
Results: According to the questionnaire, procedures that resulted in long waiting time 
were physical check-up by a doctor, abdominal ultrasonography, and con�rmation of the 
contents of a questionnaire by a nurse, in this order. Based on the results, the order of the 
examinations was changed to complete abdominal ultrasonography earlier. Before the 
change of order, the percentage of patients with an abdominal ultrasonography waiting 
time of less than 10 minutes was only 51.0%. However, a�er changing the order, no exam-
inee had to wait for more than 40 minutes. In addition, comparing the end times of abdom-
inal ultrasonography.
Conclusions: By changing the order of examination, the waiting time for abdominal ultra-
sonography can be shortened, and the length of the series of examinations can also be 
shortened, possibly leading lead to preferable results on the acceptance of more examinees 
to Ningen Dock in the future.

Keywords: waiting time, medical examination, accepting examinee, changing the order of 
inspection items
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緒　言
　2008年度より開始された特定健診，特定保健
指導も2018年度より第3期を迎え，「柔軟な運用
による特定保健指導のモデル実施（以下モデル実
施と略す）」が設けられた．これは，「積極的支援
対象者に対する3ヶ月以上の継続的な支援におけ
るポイントの在り方や，生活習慣の改善効果を得
るための目安となる新たな指標等を検証するため
に，柔軟な運用による特定保健指導のモデル実施
を可能とする」1）といったものである．各企業や事
業所の業務形態に因っては面接時間を確保するこ
とが難しい場合もあると思われる．つまり，各企
業の働き方の実状にあった新しい保健指導開発へ
の道を開いた取り組みともいえる．

特定保健指導の最適介入法の同定を目指した前向き研究
―新潟方式の試作とそのパイロットスタディによる効果の評価―

加藤公則 1,2）　田代 稔 2）　鈴木沙織 2）　大塚政人 2）　小林隆司 2）　三木扶久子 3） 
春木 匠 4）　小松原祐介 4）　藤原和哉 5）　津下一代 6）　赤澤宏平 7）　曽根博仁 5）

要　約
目的：2018年度より特定健診・特定保健指導も第3期を迎え，「柔軟な運用による特定保健指導の
モデル実施（以下モデル実施と略す）」が設けられた．このモデル実施を用いた新たな特定保健指導
「新潟方式」を確立するために，現状の保健指導180ポイントにおいて，その効果に有効下限閾値が
あるのかを検証した．
方法：対象は，2018年4月から12月までに特定健診を受けた人で，特定保健指導の積極的支援の
対象者202人．A群 0ポイント，B群 20ポイント，C群 100ポイント，D群 180ポイントの4群に
分け，保健指導終了の3ヵ月後の実績評価時に，腹囲2.0cm以上かつ体重2.0kg以上相当に減少し
た者（達成者）の割合を群間比較し，有効下限閾値の有無を検討した．また翌年の特定健診データと
も比較検討し，その特定保健指導効果の持続性も確認した．
結果：実績評価時の達成者の割合については，A群20.4％，B群36.0％，C群28.0％，D群
12.5％であり，BとD群間のみ有意差が認められた．実績評価時の達成者が翌年も達成者のままで
いた人はA群80.0％，B群88.9％，C群92.3％，D群100％であり，群間に有意差はなかった．
結論：実績評価時において，保健指導の効果にはポイント数に依存する関係は存在せず，有効下限
閾値は存在しなかった．また，翌年も特定保健指導の効果が持続していた．

キーワード　特定保健指導，積極的支援，モデル実施，有効下限閾値

　実際にモデル実施を行った場合には，以下の要
件をすべて満たせば特定保健指導を実施したとみ
なすことになっている 1）．つまり，「ア）初回面接
と実績評価を行っている．イ）実績評価の時点で，
当該年の特定健康診査の結果に比べて腹囲2.0cm
以上かつ体重2.0kg以上減少している者（又は当
該年の健診時の体重の値に，0.024を乗じた体重
（kg）以上かつ同体重（kg）と同じ値の腹囲（cm）以
上減少している者）．ウ）喫煙者に対しては，『標
準的な健診・保健指導プログラム』を参考に禁煙
指導を実施している．エ）実施した継続的な支援
の実施状況を報告する．モデル実施を行う保険者
は，別途定めるモデル実施に関する実施計画書及
び実績報告書を国に提出し，国が行うモデル実施
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に関する効果の検証のための作業に協力する．行
動計画の実績評価の時点で腹囲及び体重の値が改
善していない場合は，その後，追加支援を実施し
180ポイント以上に達すれば積極的支援を実施し
たこととする．」と，されている．
　そこで，今回，健康保険組合連合会および同新
潟連合会の協力の下，有用なモデル実施の具体的
な方法「新潟方式」の開発を計画した．まずはパイ
ロットスタディとして，現在の180ポイントの指
導に必要なポイントに関して，有効下限閾値が存
在するのかを検証したいと考えた．このパイロッ
トスタディで明らかになった有効下限閾値に新し
い指導を組み込んだモデル実施案である「新潟方
式」を作成し，従来の180ポイントを使った保健指
導との2群間の比較試験を行う予定である．その
際に必要となる症例数も，本パイロットスタディ
より導き出されることも期待し，本研究を行っ
た．

対　象
　健康保険組合連合会新潟連合会傘下の2つの健
康保険組合に所属する加入者で，2018年4月から
12月までに特定健診を受け，特定保健指導におい
て積極的支援の対象者 2）となった受診者231人を
エントリーし，新潟県労働衛生医学協会が特定保
健指導を担当した．保健指導の当日所用で保健指
導に参加できなかった人，インフォームドコンセ
ント時に参加を拒否した人を除き，202人に対し
て研究を行った．また，特定保健指導期間中の脱
落者は認めなかった（表1）．積極的支援は，2018
年11月から2019年3月までに開始された（特定健
診終了後から積極的支援までの平均間隔日数は
209.1±52.3日）．また，2019年度にも特定健診
を受けた人194人のデータも併せて解析をした．

方　法
　本研究は，前向きランダム化試験であり，保健
指導対象者を，年齢，性別，腹囲，体重の4因子
を用いて層別無作為化法を用い割り付けを行っ
た．初回面接時に，保健師よりインフォームドコ
ンセントを取得した．厚生労働省の「第34回保険
者による健診・保健指導等に関する検討会」3）にお
いてモデル実施の効果判定の指標とされている健
診時，実績評価時（3ヵ月間の特定保健指導終了
時，図1），翌年健診時の体重と腹囲を測定項目と
して採用し，実績評価時と健診時の値の差を，Δ
体重，Δ腹囲と定義し，翌年健診時と健診時との
差を，Δ体重（翌年），Δ腹囲（翌年）と定義した．
　実績評価の時点で，当該年の特定健康診査の結
果に比べて腹囲2.0cm以上かつ体重2.0kg以上
減少している者（又は当該年の健診時の体重の値
に，0.024を乗じた体重（kg）以上かつ同体重（kg）
と同じ値の腹囲（cm）以上減少している者）を達成
者と定義し，この条件を満たさなかった者を，非
達成者とした．また，翌年の健診時においても，
2cm，2kg相当に痩せているかを評価した．
　以上より，特定保健指導のポイント数の有効下
限閾値は，実績評価時の達成者の割合から決定
し，その閾値の妥当性は達成者が翌年も達成者の
状態を維持できていたかどうかでも確認した．
　群分けは図1の通りで，A群 0ポイント，B群 
20ポイント，C群 100ポイント，D群 180ポイン
トである．具体的には，A群は初回面接のみでそ
の後の支援はなく，B群，C群，D群は初回面接
に電話支援B 2 回を基本の支援として，それに加
えて個別支援Aを0回，1回，2回と配置している
ことになる．A，B，C群の達成者とD群の全員は
保健指導終了者となり追加支援はないが，A，B，
C群の非達成者は終了者とならず追加支援（A群

表1　パイロットスタディの対象者

グループ 当初割付人数 欠席者 拒否者 同意人数 途中脱落 解析対象人数 解析対象人数／ 
割付人数（％）

2019年
健診受診者*

A  56  2 0  54 0  54 96.4％ 52（96.3％）
B  59  6 3  50 0  50 84.7％ 49（98.0％）
C  58  6 2  50 0  50 86.2％ 47（94.0％）
D  58  9 1  48 0  48 82.8％ 46（95.8％）
合計 231 23 6 202 0 202 194

*（　）内の％表示は，解析対象者のうち翌年も健診を受診した人の割合．
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180ポイント，B群160ポイント，C群80ポイント）
が行われる．個別支援Aとは面接による積極的関
与タイプの支援（積極的支援対象者の過去の生活
習慣および行動計画の実施状況を踏まえ，積極的
支援対象者の必要性に応じた支援をすること．食
事，運動等の生活習慣の改善に必要な事項につい
て実践的な指導をすること．進捗状況に関する評
価として，積極的支援対象者が実践している取組
内容およびその結果についての評価を行い，必要
があると認めるときは，行動目標および行動計画
の再設定を行うこと．行動計画の実施状況につい
て記載したものの提出を受け，それらの記載に基
づいて支援を行うこと．）を指し，電話支援Bと
は，励ましタイプの支援（初回の面接の際に作成
した行動計画の実施状況を確認し，行動計画に掲
げた取組を維持するために励ましや賞賛を行うも
のとすること．）を意味している 1）．また，初回面
接の内容については群間に差はなく，保健師4人
で指導を担当したが，これも群間に差はないよう
に配置した．
　さらに，2018年度の健診時の身長，体重，
BMI，腹囲値，収縮期血圧，拡張期血圧，血液検
査（LDL，HDL，中性脂肪，AST，ALT，γ-GT，
空腹時血糖，随時血糖，HbA1c），喫煙率，特定
健診問診なども比較検討した．今までに特定保健
指導積極的支援を受けた回数も調査した．
　連続変数の分布の特徴付けには，平均±標準偏

差を用いた．4群間の連続データの分布の比較は
一元配置分散分析により行った．最終評価時と翌
年の体重，腹囲の増加減少（Δ体重，Δ腹囲）の有
意差検定は，対応のある t検定を用いた．4群間に
おける過去の指導回数の検討については，Kruskal-
Wallis検定を行った．喫煙率と4群間の達成者の
割合に関してはχ 2検定を行った．検定の有意水準
は0.05と設定して，多重比較検定については
Bonferroniの有意水準の補正法を用いた．すなわ
ち，6回の繰り返し検定では0.0083とした．
　すべての統計解析は，JMP®15.1.0（SAS Institute 
Japan，東京）を使用した．本研究は，日本人間ドッ
ク学会および新潟大学の倫理委員会の承認を得て
行った．

結　果
実績評価時の比較検討
　各群間の前値について検討をしたが，過去の特
定保健指導を受けたことがある回数を含めてすべ
ての項目において群間に有意差を認めなかった
（表2）．また，特定健診の問診票の22項目の質問
に関しても，各群間に有意差は認めなかった（結
果は呈示せず）．
　今回の特定保健指導全体の効果としては，全体
ではΔ体重は－0.31±3.21kg，Δ腹囲は－0.57±
3.12cmであった（表3）．Δ体重とΔ腹囲ともに各
群間に有意差は認めなかった．また，非達成者，

図1　積極的支援のパターン

■A群（0ポイント）

■B群（20ポイント）

■ C群（100ポイント）

■ Ｄ群（180ポイント）
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20分:80P

実績評価

実績評価

実績評価

個別Ａ①
20分:80Ｐ 実績評価
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達成者に分けて各群間を比較したが，同様に各
群間に有意差は認めていない．また，達成者にお
ける全体のΔ体重は－4 .52 ± 2 .71kg，Δ腹囲は
－4.32±2.26cmであった．
　達成者についての解析では，実績評価時の達成
者は，B群とD群間のみ有意差が認められ（図2），
保健指導の効果にはポイント数に依存する関係は
存在せず，有効下限閾値は存在しなかった．
翌年の健診結果との比較検討
　次に翌年の健診結果との比較結果を示す．Δ体

重（翌年），Δ腹囲（翌年）については，各群間にお
いて有意差は認められなかった（表3）．翌年の健
診データによる達成者の割合については，2018
年度が達成者であった人のみで検討した場合，翌
年も達成者のままでいた人はA群80.0％，B群
88.9％，C群92.3％，D群100％で全体で89.4％
となり，各群間に有意差はなく（図3），特定保健
指導で改善している人は翌年もよい結果を維持し
ている人が多かった．また，2018年度非達成者の
みで検討した場合は，翌年に2cm，2kg相当に痩

表3　実績評価時，翌年健診時におけるΔ体重，Δ腹囲について
実績評価時 翌年

p値
人数 平均 標準偏差 人数 平均 標準偏差

Δ体重 全体 202 －0.31 3.21 194 －0.77 3.42 0.0009
（全体） A群 54 0.31 2.83 52 －0.42 2.98 0.0056
（kg） B群 50 －1.02 3.61 49 －1.05 3.68 0.9323

C群 50 －0.32 3.10 47 －0.83 3.73 0.1262
D群 48 －0.26 3.22 46 －0.78 3.36 0.0328

p値（群間） 0.2164 0.8296
Δ体重 全体 49 －4.52 2.71 47 －4.90 3.32 0.3034

（達成者） A群 11 －3.90 1.27 10 －4.52 3.40 0.5954
（kg） B群 18 －4.89 2.60 18 －4.52 3.08 0.3271

C群 14 －3.71 2.22 13 －4.72 2.81 0.0284
D群 6 －6.47 4.87 6 －7.05 4.76 0.3372

p値（群間） 0.1514 0.4144
Δ体重 全体 153 1.04 1.93 147 0.55 2.18 0.0009

（非達成者） A群 43 1.39 1.96 42 0.55 1.85 0.0014
（kg） B群 32 1.16 1.82 31 0.96 2.20 0.4915

C群 36 1.00 2.29 34 0.65 2.88 0.5701
D群 42 0.62 1.60 40 0.16 1.78 0.0618

p値（群間） 0.3206 0.4819
Δ腹囲 全体 202 －0.57 3.12 194 －0.95 3.50 0.0520
（全体） A群 54 －0.22 2.95 52 －0.73 3.21 0.1807
（cm） B群 50 －1.11 3.09 49 －1.26 4.07 0.8454

C群 50 －0.55 3.47 47 －0.90 3.69 0.3457
D群 48 －0.40 2.95 46 －0.90 2.99 0.1434

p値（群間） 0.5103 0.8980
Δ腹囲 全体 49 －4.32 2.26 47 －4.67 3.65 0.5449

（達成者） A群 11 －4.10 1.81 10 －4.46 4.08 0.9087
（cm） B群 18 －4.33 2.01 18 －4.56 3.99 0.7376

C群 14 －4.02 2.24 13 －4.48 3.49 0.6733
D群 6 －5.37 3.72 6 －5.77 2.79 0.7461

p値（群間） 0.6635 0.8977
Δ腹囲 全体 153 0.64 2.29 147 0.24 2.46 0.0529

（非達成者） A群 43 0.77 2.29 42 0.15 2.23 0.1182
（cm） B群 32 0.70 1.86 31 0.65 2.68 0.9711

C群 36 0.79 2.88 34 0.46 2.75 0.4056
D群 42 0.30 2.04 40 －0.17 2.27 0.1479

p値（群間） 0.7475 0.5070

達成者とは特定保健指導実績評価時に体重2kgかつ腹囲2cm相当に減少した人を指す．Δ値とは実績評
価時および翌年健診時と健診時の体重，腹囲の差を示しており，最終評価時と翌年の比較は対応のある
t検定を用い，群間の比較はχ 2検定を用いた．
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せた人の割合は，A群19.0％，B群25.8％，C群
29.4％，D群27.5％で全体では25.2％となり1/4程
度であった．これも，各群間に有意差はなかった．

考　察
　今回の我々の研究では，3ヵ月間の特定保健指導
のポイント数に応じて実績評価時の達成者が増え
るわけではなく，有効下限閾値は存在しなかった．
　まずは，今回の研究の妥当性について，Δ体重
とΔ腹囲の点から考察したい．今回の保健指導全
体の改善としては，実績評価時で体重で0.31kg
減少，腹囲では0.57cm減少となっている．津下
の総説 4）に因れば，特定保健指導の積極的支援の
効果は，開始後6ヵ月の評価ではあるが，1.8～
3.5kgの体重減少，2.0～4.1cmの腹囲減少と報
告されているため，我々の保健指導の効果とは差
がある．この総説の元文献 5-11）は，主に2008～
2009年の特定保健指導の結果であることから，
2008年は特定保健指導が始まった年でもあり，
ほぼ初回の特定保健指導を受けている人のデータ
である点が特徴である．今回の我々の研究では，
2018年度のデータであることから，複数回の指
導を受けているリピーターが多かったことが全体
の特定保健指導効果の低下に関与していると考え
られる．そのため，特定保健指導を初めて受けた
30人のデータのみを解析すると，結果には示して

図3　2018年度特定保健指導を受けた人の翌年（2019年度）の特定健診時の体重，腹囲からみた達成者の割合
図に示されている割合（％）は，すべて2cm，2kg相当痩せた人（達成者）の割合である．図の矢印に示した通り，A，B，C群の非達
成者のみ追加支援が施行された．白抜きの四角枠は2018年度実績評価時の達成者を示しており，グレーで示した四角枠は2018年度
実績評価時の非達成者を示している．各群間の達成者の割合の比較はχ 2検定を用いて検討した．

図2　達成者の割合
4群間の達成者の割合に関してはχ 2検定を行った．多重比較検定に
ついてはBonferroniの有意水準の補正法を用い，6回の繰り返し検
定のため有意水準は0.0083とした．表に各群間のp値を示した．
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いないが実績評価時の体重は－1.13kg，腹囲が
－1.72cmとなる．津下の総説 4）においても，特
定保健指導の課題として，「保健指導を実施して
も翌年度も対象となる者（リピーター）への対応の
苦慮」が挙げられていることから，このような差
異が生まれてきているものと推定される．
　今回のパイロットスタディにおいて，従来の
180ポイントが最も達成者の割合が高く，ポイン
ト数が減るに従い達成者の割合が低下し，有効下
限閾値があるとの仮説は認められなかった．モデ
ル実施の3群すべてはポイント数が少ないのに，
効果がある程度得られた点が，非常に興味深い．
おそらく達成者数に最も大きく関与すると思われ
る過去の特定保健指導の受診回数は，各群間で有
意差はなかった．次に考えられる機序として，ヒ
トは基本的には「喪失回避的である」12）であるとい
う点から考察してみる．従来の特定保健指導の
180ポイントの指導では，厚生労働省が定めた目
標があるわけでもなく，ポイントを達成すれば終
了となる．指導を行った保健師との話し合いで決
まった個別の目標を目がけて努力するが，その目
標に達していなくても個人としては失うものはな
い．一方，A群，B群，C群では支援の量はD群
に比べて少ないが，厚生労働省が定めた「－2cm，
－2kgの目標値」に達していないと追加の指導を
受けなくてはいけない．つまり，自分の時間を損
失するという一種のペナルティが科せられてい
る．これは，「喪失回避的」なヒトの性質から考え
ると，モデル実施の群でもある程度の達成者が認
められたことは理解できる．一方，同様にペナル
ティが科せられているA群では達成者が少ないと
ころをみると，経過中に電話や面接などによる指
導や励ましも必要であることが分かった．さら
に，2cm，2kg以上痩せないと追加の支援がある
という言葉には，そのペナルティのない従来の指
導に比べて強い約束として受診者に影響を及ぼし
た可能性もあると思われる．ヒトには「約束」を守
りたくなる性質があることも指摘されており 12），
この約束の効果をより強力にするために，このパ
イロットスタディの結果に基づく本試験において
は，行動療法における「行動契約」の考え方 13）を取

り入れ，「－2cm，－2kgの目標値」相当に達する
ことを約束してもらい，そしてカードにサインを
してもらい，そのカードを持ち歩いてもらうよう
な介入法を考えている．また，中村の総説 13）に因
れば，具体的で明確な目標があることは行動療法
の手法としても有用であるとされていることか
ら，分かりやすい「－2cm，－2kgの目標値」の目
標は，このモデル実施の効果に寄与している可能
性があると思われる．
　翌年の特定健診時にも特定保健指導の効果が持
続していた．これは，メタアナリシスを用いて検
討した松下らの報告 14）（翌年の健診結果），Nakao
らの報告 2）（3年後の健診結果）からも特定保健指
導の効果が持続することが知られており，我々の
結果とも矛盾しないと考える．
　最後に，今回の研究における限界として，女性
の数が少ないことが挙げられるが，特定保健指導
の指導教材は男女で同一のものを使用しており，
指導内容は厚生労働省の標準的な健診・保健指導
プログラムにおいても性別における違いはない．
割付時も性別を因子に加え群間で性別の差もない
ように配慮している．以上から，本研究では男女
を併せて解析を行っている．
　なお，今回設定した4群の各群の人数が40人前
後と少なかったことから，本研究において実績評
価時に有意差が認められたB群の20ポイントを
本試験に採用し，従来の180ポイントの保健指導
との2群間で検討する予定である．

結　語
　実績評価時における特定保健指導の効果にはポ
イント数に依存するような関係は存在せず，保健
指導のポイント数による有効下限閾値は存在しな
かった．2018年度の第3期特定健診・特定保健指
導より国が導入した通常よりポイント数が少ない
モデル実施においても効果があった理由として
は，モデル実施において国が定めた目標に達成し
ないと追加の支援が課せられるというペナル
ティ，－2cm，－2kgという明確な目標，そして
これらを事前に説明した上での約束，この3つの
関与が考えられる．
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Abstract
Objective: Beginning in 2018, Japan’s system of ＂speci�c health check-ups＂ and ＂speci�c 
health guidance programs＂ (to screen for and control metabolic syndrome and other life-
style diseases) entered its third phase with the adoption of a �exible model for running the 
intensive version of the speci�c health guidance program. �is study aimed to test if there 
may be an e�ective lower limit threshold of the current 180-point health guidance system, 
given that the new model for the program uses the Niigata method.
Methods: �e sample consisted of 202 participants who underwent a speci�c health check-
up between April and December 2018 and then participated in the intensive assistance 
(sekkyokuteki shien) version of the speci�c health guidance program. �e participants were 
divided into four groups according to the guidance program’s point system, which indi-
cates the number of support types o�ered in the program the person had used (Group A: 0 
points, Group B: 20 points, Group C: 100 points, and Group D: 180 points). We conducted 
a performance evaluation three months after the program ended. The participants were 
classi�ed as ＂achievers＂ if they made signi�cant progress: if their waist circumference had 
decreased by at least 2.0 cm and their weight had decreased by at least 2.0kg. �e prevalence 
of achievers in each group was compared to investigate whether there was an e�ective low-
er limit threshold. In addition, the following year, the participants’ special health check-up 
results were compared to con�rm whether the e�ectiveness of the program was sustainable.
Results: �e achiever prevalence rates by group were 20.4% for Group A, 36.0% for Group 
B, 28.0% for Group C, and 12.5% for Group D. Only Groups B and D showed any signif-
icant between-group di�erences. �e following year, the percentages of achievers in each 
group who sustained their achiever performance status were 80.0% in Group A, 88.9% in 
Group B, 92.3% in Group C, and 100% in Group D. No signi�cant di�erences were found 
between groups.
Conclusion: Our results showed no relation between the number of points and the e�ect of 
the health guidance program, and no e�ective lower limit threshold. In addition, the e�ec-
tiveness of the program was shown to be sustainable.

Keywords: specific health guidance, intensive support, model implementation, effective 
lower limit threshold
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はじめに
　当施設は1993年に開設されたが，当時の受診
者数は年間5,500人程度であった（図1）．開設か
ら19年間，予約窓口業務は独立運用しておらず，
契約業務を担当する営業課内で事務作業と電話応
対を並行して行っていた．2000年に厚生労働省
より，21世紀における国民健康づくり運動，いわ
ゆる「健康日本21」が発表され，健康を増進し，発
病を予防する「一次予防」に重点を置いた対策を推
進する方針 1）が示された．2008年には特定健康診
査，および特定保健指導実施が義務化 2）され，企
業経営においても予防医学に対する関心が高まり，
2010年に受診者数は35,000人を超えた（図1）．
受診者の増加に伴い，受診予約に関する問い合わ
せも増加した．2011年4～7月に実施した電話応
対に関するアンケートでは「電話がつながりにく

健診施設における予約業務の改善 
「応答率 90％以上を目指して」

―コールセンター開設から IVR導入の試み―

岩井道子　田中仁朗　山口理惠　竹田しのぶ　谷田真紀子 
婦木祐市　岡部佳代子　園尾広志　小林 亮

要　約
目的：受診者の増加により「電話がつながりにくい」という意見が増加したため，施設内にコールセ
ンターを開設し，応答率90％以上を目標とし，顧客満足度向上に取り組んだので報告する．
方法：2012年から2018年に健診予約業務について以下の改善を行い，応答率を調査した．電話応
対に関するアンケートを2011年と2020年に実施し，顧客満足度の評価を行った．2012年1月：オ
ペレーター支援・運用システムにより入電情報を分析し，コールの多い時間帯に重点的にオペレー
ターを配置．2012年4月：コールセンターを開設，ガイドラインやトークスクリプトを作成し，電
話応対の標準化を図り，応対品質向上のために外部講師による指導を開始．2014年1月：電話，郵
送に加えてFAX予約を開始し，PCで申込書を管理．2017年8月：自動音声応答（Interactive Voice 
Response: IVR）導入．
結果：コールセンター開設前の応答率は46.5％であったが，開設後の応答率は64.6％に改善した．
PCFAX予約導入後，応答率は72.0％になり，IVR導入後に応答率は98.5％となった．2020年ア
ンケートで「電話がつながらない」という意見は減少した．
結論：コールセンター開設，IVR導入により応答率は改善し，顧客満足度は向上した．

キーワード　コールセンター，応答率，IVR，顧客満足度

い」という意見が上位を占めた（図2）．
　電話のつながりやすさの指標として応答率があ
る．「応答率（％）＝対応数（本）÷入電数（本）×100」
で表され，業務の効率化や顧客満足度の指標の一
つとなる（表1）．費用対効果を考え応答率を90％
以上に設定している企業が多い 3）．我々はより細
やかな対応ができるように施設内の人材を用い，
2012年よりコールセンターを開設し，2017年に
自動音声応答（Interactive Voice Response: IVR）導
入を行い，応答率90％以上を目標とし，顧客満
足度向上に取り組んだので報告する．

方　法
　2012年から2018年にかけて健診予約業務につ
いて以下の改善を行い，応答率を調査した．応答
率は3ヵ月間の平均値で表した．また，電話応対
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に関するアンケートを2011年4～7月と2020年
3～4月に実施し，顧客満足度の評価を行った．ア
ンケートは無記名で，あらかじめ作成した質問項
目（図2）に回答し，その他の意見があれば自由記
入欄に記入する形式で行った．アンケートは受診
前に質問票を郵送して受診日に回収，もしくは受
診時に質問票に記入後，回収した．
　本研究は，ベルクリニック倫理委員会の承認を
得て個人情報とプライバシー保護に配慮した．
2012年1月コールセンター開設準備室を設置
コールシステム導入
　コールシステムとは通話履歴の管理，入電数な
ど稼働状況の確認，自動音声による効率化，通話
録音による応対品質チェックなどを行うコールセ
ンターの業務支援システムである．コールシステ
ムとしてRaCCoLTM（かいか，東京）を導入し，応
答率の算出を開始した．

ワークフォースマネジメント導入
　ワークフォースマネジメント（Workforce Man-
agement: WFM）とはサービス品質を下げること
なく人員を適正に配置することで，サービス品質
と人件費抑制を両立させるマネジメントの考え 4）

である．入電の傾向を調べるために曜日ごとに1
時間単位で入電数をグラフ化（図3上）した．日内
の変動は9時台にピークがあり，12時台には一旦
減少，16時台に再びピークが出現する傾向があ
り，曜日の変動は，月曜日は入電数が多く，土曜
日は他の曜日に比べ入電数が半数以下であった．
この結果をもとに曜日，時間帯に応じて1時間単
位で人員配置を行った（図3下）．
2012年4月コールセンター開設
「ガイドライン」（図4）と「トークスクリプト」（図

5）作成
　対話内容・手順を統一するために，予約や予約
の変更方法，およびオプション検査追加の対応に

図1　受診者数，入電数，および応答率の推移
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「その他」の意見 
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図2　電話応対に関するアンケート結果（重複あり）
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表1　応答率に対するつながりやすさと顧客満足度（文献3より改変，引用）
応答率 電話のつながりやすさと顧客満足度

95％以上
・ピークタイムで一部取りこぼしはあるものの，ほとんどの時間帯では100％に近い応答率を達成
・ただしピークタイム以外は“暇”で5～7割近いオペレーターが遊んでいる状態になり，人件費が相当かかる．事故対応部門など
のコールセンターの目標値は97％以上に設定

90％以上 ・入電が比較的多い時間帯で取りこぼしがあるものの，それ以外の時間帯は100％近く応答できている
・人件費とのバランスを考えてこの水準にする企業が多い

80％以上
・どの時間帯でも二ケタ以上の呼損が発生しやすい
・「電話がつながりにくい」というクレームが出始める
・受付体制で必要人数を揃えられていれば，この水準は楽に達成できるレベル

70％以上
・電話が少ない時間帯を除き，ひっきりなしに入電がある状態
・つながりにくさに対するクレームが顧客不満足度の上位3件に入ってくるレベルで，オペレーターのストレスが増える
・オペレーターは一部の時間帯を除き，常に電話をとっている状態で，その疲労感は大きく，離職率に影響しはじめる

50％以上
・コールセンターを立ち上げた初期や，1件当たりの応答時間が長い業務に起こりやすく，明らかに人数が不足している状態
・つながるまで10分くらい待つことは珍しくなく，受付時間が24時間でない場合，営業時間終了間際に電話がつながった顧客
からのクレームが発生する

50％未満
・もはや「つながらない」といってもよく，顧客離脱を招くレベル
・電話がつながると，まず顧客のクレーム対応から始まるので応対時間が長くなる
・オペレーターも諦めモードに入り，生産性はどんどん低下する

図3　曜日・時間帯別入電数（2012年2月）とオペレータースケジューリング
上：曜日・時間帯別入電数（2012年2月）
下：オペレータースケジューリング
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ついて「ガイドライン」を作成し，お手本となる対
話シナリオ，「トークスクリプト」を作成した．
外部講師による電話応対指導
　半年ごとに外部講師が電話応対評価チェック
シート（表2）を用い，録音通話でオペレーターを
評価し，フィードバック評価表（表3）で改善点の
フィードバックを行った．
2014年1月PCFAX導入
　電話，郵送に加えてFAX予約を開始した．送付
されたFAX予約申込書をPDFファイルにして管
理するシステム，いわゆる「PCFAX」を導入して
受診者情報の管理を行った．

2017年8月自動音声応答（IVR）導入
　入電時に自動音声による案内を行い，内容に応
じて，オペレーター対応の要・不要を振り分けた．
分岐ガイダンスは「予約・変更・キャンセルに関
して」と「その他の問い合わせ（検査，発送物確認，
契約，外来，それ以外）」に設定した．問い合わせ
の多いA健康保険組合（A健保）の予約方法は自動
音声のみで対応できるように設定した（図6）．「時
間がかかる」「わかりにくい」という受診者の意見
に対して，2018年7月に分岐数を見直し，階層を
減らし（図6），音声ガイダンス時間を約90秒から
50秒に短縮した．

図4　ガイドライン（初回予約）
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結　果
応答率について
　2012年から2020年までの応答率の推移（図1）
を示す．2012年1～3月コールセンター開設前の
応答率は46.5％であり，2012年5～7月コールセ
ンター開設後の応答率は64.6％と改善した．
PCFAX導入前の2013年5月と導入後の2014年5
月の1ヵ月間の入電数は6,902本から5,039本と
約20％減少し，2014年1月PCFAX導入後の応答
率は72.0％となった．2017年8月IVR導入によ
りA健保のオペレーター対応件数は，2016年の
2,555件から2018年には1,250件と51.1％減少
し（図7），IVR導入後の応答率は98.5％となった．
電話応対に関するアンケートについて
　2011年4～7月の受診者数11,156人（男性5,967
人，女性5,189人　平均年齢48.7歳　標準偏差
10.4）のうち，アンケート回答者は1,664人で回
収率は14.9％であった．一方，2020年3月16日～
4月11日の受診者数は2,347人（男性1,267人，女
性1,080人　平均年齢51.3歳　標準偏差11.0）で
アンケート回答者は592人で回収率は25.2％で
あった．2011年，2020年の母集団の受診者年齢
はいずれも正規分布を示し，2011年が若い傾向
にあったが，男女の比率に差は認めなかった．
2011年のアンケートでは「話中が多い」41.3％「電
話に出るのが遅い」26.4％など「電話がつながりに
くい」という意見が67.7％であった．一方，2020
年のアンケートでは「話中が多い」0％「電話に出る
のが遅い」9.7％で「電話がつながりにくい」という
意見が9.7％で2011年と比べ約1/7に減少した．
応対品質に関しては「口調が事務的」が17.5％か
ら3.4％，「言葉遣いが横柄」が3.1％から1.5％に
減少し，「名乗らない」「あいさつがない」などの意
見は認めなくなった（図2）．その他の意見として
自由回答欄の内容は，2011年度は833人（50.1％）
が回答し，親切・丁寧・対応が良いなどの肯定的
な意見が28.1％，要望・不満などの否定的意見
が31.2％であった．2020年度は100人（16.9％）
が回答し親切・丁寧・対応が良いなどの肯定的な
意見が69.0％，要望・不満などの否定的意見が
26.0％であった．図5　トークスクリプト

別紙⑩　発信　A健保

　人間ドック施設のベルクリニック○○と申します。

　いつもお世話になりありがとうございます。

　恐れ入りますが、○○様（健診のご担当者様）はいらっしゃいますでしょうか？

　○○様でいらっしゃいますね。

　この度は健診のお申込をいただき、ありがとうございます。

　健診日のご相談でお電話をさせていただきましたが

　お時間少しよろしいでしょうか？

　それでは、健診にお越しいただくお日にちでございますが、

　ご希望の曜日などはございますか？

　【○月△日】　□曜日でございますね？

　お調べいたします。このまましばらくお待ちくださいませ。

　お時間帯のご希望はございますでしょうか？

　お待たせいたしました。

　ありがとうございます。では、○月△日□曜日の【例：△時□分】受付のコースで

　ご予約をお取りさせていただきます。

　当日のお支払金額は◇◇円でございます。

　オプション希望があれば本人様よりご連絡いただきます様お伝えください

　ありがとうございます。

　ベルクリニックより受診のご案内を受診日の２週間ほど前に

  お送りいたします。

　送付先のご住所でございますが、申込書記載の住所○○㈱様に

　お送りさせていただいてよろしいでしょうか？

　では、ご案内をお送りさせていただく住所を

　郵便番号からお教えいただけますでしょうか？

　

　復唱させていただきます。

　お間違いございませんでしょうか？

　ありがとうございます。

　受診のご案内が届きましたら、ご予約日とお時間のご確認をお願いいたします。

　こちらからのご案内は以上でございますが、

　何かご不明な点はございませんか？

　○月△日□曜日の【例：△時□分】でお待ちしております。

　○○がご予約承りました。

　ありがとうございました。失礼いたします。

☏相手が切ってから切る

◎ 記号・番号がまだない職員には、仮枠や本予約はしない様に。

保険証ができてから日程調整する事。

○ 希望日時の記載があり取れそうなら、○月△日　◇時◇で確定ですと伝え

金額も伝える

○ 人数が多く、希望日など記載がない場合は、折り返し希望先に電話をし

ある程度の希望日時等の意向をお伺いするが、臨機応変に処理

　○月△日□曜日【  △：○、○：□、□：○】のコースに空きがございますがいかがでしょうか？

はい

はい

「予約ｶﾚﾝﾀﾞｰ」確認

はい

はい

はい

いいえ

はい

はい

はい

いいえ
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表2　電話応対評価チェックシート

考　察
　コールセンターでの対話は企業と顧客を結びつ
ける最初のプロセスであり，ここでの印象がわる
いと顧客満足度は極端に低下する 5）．当施設での
コールセンター開設前の応答率は46.5％と顧客

離脱レベルであった（表1）．抜本的な予約業務の
改善が必要であると考え，コールセンター部門を
独立・強化する方針となった．外部委託してコー
ルセンターを設置し予約業務を行うとインフラ整
備や人材確保・育成の初期コストは軽減されるが，
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ランニングコストは高くなる．また，施設内に
コールセンターがないため日常のオペレーター対
応状況や受診者とのやり取りをダイレクトに感じ
ることができない．一方，施設内でコールセン
ターを設置する場合はインフラ整備や人材確保・
育成などの初期コストがかかるが，ランニングコ

ストは抑えられる．加えて顧客の生の声を分析
し，迅速に経営に反映することができる 6）．コス
ト軽減とマーケティング情報取得のメリットを考
え，施設内でコールセンターを立ち上げ，顧客満
足度の評価を応答率およびアンケートで行った．

図6　IVRフロー図
IVR: Interactive Voice Response

表3　フィードバック評価表

名前

フィードバック　1回目 フィードバック　2回目

評価日 評価点数
平均点

（チェック
シート）

FB日程 課題 評価日 評価点数
平均点

（チェック
シート）

FB日程 課題

Aさん 7月5日 93 3.8 8月 9  日 早口
（キャンキャン言わない） 1月 9  日 93 3.8 1月22日 早口・語尾注意（ね？）

Bさん 7月5日 85 3.5 8月 8  日 語尾まできちんと言い切る 1月 9  日 86 3.5 1月22日 笑声で対応

Cさん 7月5日 92 3.6 8月17日 声かけの改善 1月 8  日 90 3.6 1月21日 けれども…
尻切れとんぼ注意

Dさん 7月5日 84 3.5 8月15日「先ほども言いましたが」と言わない 12月25日 91 3.7 1月17日 以前の情報を
案内しすぎない

Eさん 7月8日 93 3.7 8月16日 話がかぶらないようにする 1月 8  日 94 3.7 1月21日 語尾は伸ばさない

Fさん 7月5日 82 3.4 8月 8  日「みたい・だと思う」等曖昧表現使わない 1月17日 88 3.5 1月24日 語尾をのばさず言い切る

Gさん 7月5日 95 3.8 8月20日 相手にわかりやすく伝える 12月26日 94 3.9 1月17日 通話時間短縮

Hさん 7月9日 84 3.5 8月16日 語尾伸び
相手のペースに合わせる 12月25日 90 3.7 1月20日 話しが長引いても慌てない

Iさん 7月5日 79 3.2 8月 8  日 復唱確認の徹底 1月18日 86 3.5 1月25日 最終復唱確認メモを
必ず見て伝える

Jさん 7月8日 81 3.2 8月15日 断りの前に気持ちに
寄り添う一言を 1月17日 79 3.2 1月23日 はっきりと大きな声で

電話に出る
Kさん 7月9日 86 3.5 8月17日 不明点の確認 1月18日 83 3.5 1月25日 不明点の確認

Lさん 7月8日 79 3.1 8月 8  日 正しい言葉使いを心がける 1月18日 93 3.7 1月24日 語尾（ね～）
相手の状況に合わせた対応

FB：フィードバック
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コールシステムとWFM導入
　コールシステムにより応答率が算出できるよう
になり，オペレーターはPCモニターにリアルタ
イムに表示された「入電数」「対応可能なオペレー
ター数」などの入電情報を確認しながら，応答率
を意識して電話応対を行うようになった．
コールセンター開設
　コールセンターを上手く稼働させるためには，
原動力となるオペレーターの育成が最も重要であ
る．オペレーターには「多数のコールを処理する
能力」「専門知識」「問題解決能力」「コミュニケー
ション能力」が要求される 7）．「多数のコールを処
理する能力」に関しては，基本業務についての「ガ
イドライン」とお手本となる対話シナリオ「トーク
スクリプト」を作成して対応の標準化と通話時間
の短縮を図った．「専門知識」「問題解決能力」に関
しては，受診者の質問に対応できるように，検査
に関するQ&A集を医師や臨床検査技師など専門
職に依頼して作成した．「コミュニケーション能
力」に関しては電話応対評価チェックシート（表2）
を用い，挨拶から声のトーン，簡潔な話し方，相
槌，復唱，正しいクロージングなどの会話のポイ
ントについてオペレーターの通話を点数化し，課
題を分析した．半年ごとに外部講師がオペレー
ターと録音通話を聴きながら電話応対評価チェッ

クシートで通話を評価し，改善すべき点をフィー
ドバック評価表（表3）に記録してフィードバック
を行った．オペレーターのなかで評価項目の平均
値が高いスタッフを内部アドバイザーとして選出
し，外部講師とともにオペレーターの電話応対評
価を行った．内部アドバイザーが経験を積むこと
により，外部講師が不在時にもオペレーターにア
ドバイスを行うことができるようになり施設内で
指導できる体制が整った．コールセンター開設
後，応答率は46.5％から64.6％へと改善した．
2020年アンケートにおいて応対品質に関する項
目に改善がみられ，半年ごとの通話録音チェック
によるフィードバックや内部アドバイザーによる
アドバイスが応対品質向上・維持に寄与したと思
われる．
PCFAX導入
　受診者の3分の1を占めるA健保の健診予約は
2013年までは郵送のみで，予約日確定のための
受診者への電話発信業務（コールバック）や受診者
からの申込書到着確認の電話対応をオペレーター
が行っていた．さらに膨大な数の申込書（毎年2～
6月で7,000通を超える申込書が到着）の開封作
業，PCへの入力作業もオペレーターが行ってお
り負担となっていた．PCFAX導入により申込書
の開封作業と入力作業がなくなり，PCFAX申込
書受付と同時に受診者情報をPCで管理できるよ
うになった．PCFAX導入後の応答率は72.0％ま
で改善した．
IVR導入
　電話応対の「自動化」として2017年に IVRを導
入した．2016年1年間の電話問い合わせ内容を調
査すると，A健保からの問い合わせが2,555件と
約46％あり，その多くが予約申込書の送付方法
についての単純な質問であり，自動音声案内で対
応可能と考えた．「音声ガイダンスが長い」「分岐
が複雑で番号選択が分かりにくい」という受診者
からの意見に対しては，ガイダンスの時間短縮と
分岐数と階層を減らす見直しを行った（図6）．
IVR導入後に応答率は98.5％となった．前回の
調査より応答率は25％以上改善し，IVRという
「自動化」で大きな効果が得られた．

図7　IVR導入前後のA健保の問い合わせ件数の比較
IVR: Interactive Voice Response
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電話応対に関するアンケートについて
　2011年のアンケートでは「電話がつながりにく
い」という意見が67.7％であったが，2020年のア
ンケートでは9.7％と約1/7に減少し，応答率の
改善がアンケート結果にも反映された．また，自
由記入欄の意見においても2011年のアンケート
では親切・丁寧・対応が良いなどの肯定的な意見
が28.1％であったのが，2020年では69.0％と増
加し，顧客満足度も向上した．
　2020年3月の応答率は96.9％で，健診予約を
中心とするコールセンターにおいて，十分な値で
あるが（表1），応答率だけでは人件費などのコス
トに関して十分に評価することができない．今後
は費用対効果も含めて評価できるように評価方法
の見直しが必要である．
　近年，IVRなど「自動化」や企業ホームページの
「よくあるご質問」（Frequently Asked Questions: 

FAQ），WEB予約など「テキスト化」の進化は目覚
ましい．健診予約や受診者が抱える簡単な疑問や
相談事はWEBサイトで解決できるようになった．
これからのコールセンターは，今まで重視してき
た「正確・丁寧・迅速」といったオペレーションか
ら，「顧客に寄り添う」といったコミュニケーショ
ンへと変化すると思われる 8）．すなわち，単なる
健診予約の対応に留まらず，受診者の疑問やニー
ズを分析し，対応する力を身に着けることが重要
となる．

結　語
　健診予約業務，特に電話応対についての顧客満
足度に対して応答率とアンケートを用い評価し

た．コールセンター開設や IVR導入により90％
以上の応答率が達成され，2020年アンケートで
「電話がつながらない」という不満も減少し，顧客
満足度は上昇した．

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

利益相反
　本報告内容に関する利益相反はない．
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Initiatives to Improve Reservation Service at Medical Check-up: 
How We Increased Response Rate to over 90% by Starting a Call Center  

and Using an Interactive Voice Reaction System

Michiko Iwai, Yoshiaki Tanaka, Rie Yamaguchi, Shinobu Takeda, Makiko Tanida,  
Yuichi Fuki, Kayoko Okabe, Hiroshi Sonoo, Ryo Kobayashi

Seicho-kai Bellclinic

Abstract
Objective: Response rate (RR) is one of the key performance indicators of operational 
e�ciency. As the number of medical examinees increases, it becomes di�cult to make a 
reservation by phone smoothly because of an increase in number of abandoned calls at our 
medical check-up. To enhance customer satisfaction (CS), we aimed to reach a 90% RR by 
starting a call center and using an interactive voice reaction (IVR) system. Here, we report 
the �ndings.
Methods: In 2012, a call system to calculate RR and a work force management (WFM) 
system to arrange human resources were introduced. In addition, we established a call cen-
ter, and provided guidelines for the reservation service and a script for operators to be able 
to provide a uni�ed response for customers. In 2014, we upgraded the reservation system, 
allowing customers to make reservations not only by phone and post, but also by fax. In 
2017, an IVR system was introduced to reduce customer inquiries. CS was evaluated using 
questionnaire surveys in 2011 and 2020.
Results: RR increased from 46.5% to 64.6% after the establishment of the call center. 
Furthermore, RR reached 72.0% a�er the introduction of the fax reservation system, and 
further increased to 98.5% a�er the IVR system was introduced. �e result of the question-
naire survey showed a decrease in customer dissatisfaction with phone connectivity in 2020 
compared to 2011.
Conclusions: Our initiatives, including establishing a call center and using IVR, realized 
over a 90% RR. As the RR improved, CS also increased.

Keywords: call center, response rate, interactive voice reaction, customer satisfaction
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緒　言
　生活習慣の欧米化に伴い心血管疾患は増加して
おり，高度先進医療の進歩に伴い国民総医療費が
増加している 1,2）．人間ドックにおいても冠動脈疾
患を含めた心血管イベントの発症リスク評価と予
防対策は重要である．これまでも一般的なリスク
因子（年齢，性別，高血圧，糖尿病，脂質異常症，
喫煙，肥満）などを用いた冠動脈疾患の予測因子
が報告されている 3,4）．従来，心電図同期胸部CT
検査で定量化された冠動脈石灰化は，無症候性一
次予防集団における冠動脈疾患イベントの予測因
子であることが報告されている 5-7）．近年，肺が
んスクリーニングのための低放射線量心電図非同
期胸部CT検査でも冠動脈石灰化は検出可能であ
ると報告されている 8）．冠動脈石灰化のリスク要

肺がん CT検診における 
冠動脈石灰化の評価とリスク要因の意義

中居賢司 1）　村上晶彦 1）　吉岡邦浩 2）　田中良一 2）　橋本康二 1）　鈴木俊彦 1） 
三田 修 1）　三田享子 1）　房崎哲也 3）　森野禎浩 3）　狩野 敦 1）

要　約
目的：日常の人間ドック肺がんCT検診実施例で，視覚による定性的冠動脈石灰化の評価とリスク
要因の意義について検証した．
方法：2019年4月より2020年3月，肺がんCT検診を施行した184名（平均年齢60±9歳，男性172
例，女性12例）を対象とした．肺がん精密検査として実施した胸部CT例において，視覚による冠
動脈石灰化の定性的評価を行った．胸部CTは16列マルチスライスCT（Supria®：日立製作所，東
京），心電図非同期，スライス5mmで行った．主要冠動脈領域に2スライス以上の層状石灰化を認
めるものを冠動脈石灰化陽性<moderate>と判定した．冠動脈石灰化の有無と生活習慣病関連健診
項目やFramingham scoreについて検証した．
結果：1．184例中，2スライス以上の冠動脈石灰化<moderate>は30例（16.3％），平均年齢65.7±5.3
歳（55～77歳），男性で高頻度（90％）であった．2．冠動脈石灰化<moderate>群の年齢をマッチさ
せた石灰化<none>群78例とで冠動脈石灰化に関する健診項目のロジスティック解析を実施した．
年齢（≧70歳），BMI（≧25），糖尿病，LDLコレステロール（≧180mg/dL），12誘導心電図異常が
有意な関連因子であった．Framingham scoreは，冠動脈石灰化<moderate>群で有意に高値であっ
た（10.0±4.2 vs 6.9±2.9，p＜0.01）．
結論：肺がん検診時の心電図非同期胸部CTでの視覚的定性による冠動脈石灰化は生活習慣病と関
連し，人間ドックにおける冠動脈疾患のリスク評価に有用な手法と考えられた．

キーワード　肺がん CT検診，心電図非同期胸部 CT，冠動脈石灰化，Framingham score

因が証明できれば，冠動脈疾患の発症予防が期待
できる．今回，日常の人間ドック肺がんCT検診
実施例で，視覚による定性的冠動脈石灰化の評価
とリスク要因の意義について検証した．

対　象
　2019年4月より2020年3月，当センターで肺
がんCT検診を施行した184名，平均年齢60±9歳
（27～87歳），男性172例，女性12例．

方　法
　肺がんの精密検査として実施した胸部CT例に
おいて，視覚による冠動脈石灰化の定性的評価を
行った．胸部CT：機器にはマルチスライスCT
（Supria®：日立製作所，東京）を用いて，仰臥位・
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吸気位で撮影した．曝露設定は，120kV，max 
200mA，5mmスライスで実施した．
　図1に視覚による冠動脈石灰化定性的判定基準
の概要を示す．主要冠動脈領域（左冠動脈主幹部，
前下行枝，左回旋枝，右冠動脈起始部）の石灰化
の有無を3カテゴリー（none, mild, moderate）に分
類した．主要冠動脈領域に石灰化がない例を
<none>，石灰化病変が点状で1スライスに限局す
る例を<mild>，連続2スライス以上の層状石灰化
を有する例を<moderate>と判定した．
　冠動脈石灰化のリスク因子を検証するため，年
齢，性別，生活習慣に関する指標について多変量
解析およびFramingham scoreとの比較を行った．
生活習慣病健診：生活習慣に関するBMI，血圧，
標準12誘導心電図を測定，前日の21時から絶食
の状態での血液検査（中性脂肪，LDL-C，AST，
ALT，γ-GTP，尿酸，クレアチニン，HbA1c）を
実施した．なお，治療の有無や薬剤の評価につい
ては調査していない．胸部CTでの冠動脈石灰化
の有無と健診項目について，統計学的に解析し
た．
統計学的解析
　心電図非同期胸部CTでの冠動脈石灰化<none> 
<mild><moderate>群で，年齢，BMI，血圧，総
コレステロール，中性脂肪，LDL-C，HbA1c，

ALT，γ-GTP，尿酸，クレアチニンについて平
均±標準偏差を求めて対比した．また，心電図非
同期胸部CTで冠動脈石灰化<moderate>群（n＝
30）の年齢幅より，年齢をマッチさせた石灰化
<none>群（n＝78）を選択した．冠動脈石灰化の
有無を目的変数として，従属変数には性別（男
性），BMI（≧25），血圧（≧160mmHg），中性脂
肪（≧500mg/dL），LDL-C（≧180mg/dL），HbA1c
（≧6.5％），ALT（≧51IU/L），γ-GTP（≧101IU/L），
尿酸（≧9mg/dL），クレアチニン（≧1.3mg/dL）お
よび標準12誘導心電図でのST-T変化の有無につ
いて，それぞれのカテゴリー変数2値を用いてロ
ジスティック解析を行った．なお，生化学検査値
の識別の判定は，日本人間ドック学会のD基準
（要医療）に従った．
　対応のない2群間の比較にはNon-paired Stu-
dent’s t-test，カテゴリデータの比較にはχ 2検定を
用いた．統計解析にはGraphpad PRISM Pad Ver-
sion 4.03（GraphPad Software, Inc., USA）を用い
て，p＜0.05を有意とした．ロジスティック解析
には IBM SPSS Statistics ver 26 for Windows（日本
アイ・ビー・エム，東京）を使用した．
倫理的配慮
　本研究はヘルシンキ宣言を遵守し，当協会の倫
理委員会（番号：R001）で承認が得られた．また，

図1　心電図非同期胸部CTでの視覚による冠動脈石灰化の定性的判定基準
主要冠動脈領域（左冠動脈主幹部，前下行枝，左回旋枝，右冠動脈起始部）に石灰化がない例を<none>，1スライスの点状の石灰化を認める例
を<mild>，連続2スライス以上の層状石灰化を認める例を<moderate>と分類した．

定性的判定 none mild moderate

スライス１

スライス２
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サンプルデータを統計に用いる際には当協会の個
人情報保護規定を遵守し，データは受診者を特定
する氏名等を消去して検討した．

結　果
　肺がん胸部CT検診を実施した184例のうち，
経年的標準12誘導心電図で異常Q波が新たに出
現して心筋梗塞を発症していた例が1例あった．
同症例の経年的な標準12誘導心電図を図2に示
す．2018年健診時（66歳）には正常波形，異常Q
波を認めない．2019年10月の健診時には胸部誘
導V1-4に陰性T波を伴う異常Q波を認め，前壁中
隔梗塞所見を示した．問診履歴では，高血圧症と
脂質異常症として加療とのこと．心筋梗塞の発症
は不明．2019年11月に精密検査で入院．左冠動
脈（#6, #7）に高度狭窄病変あり，カテーテル治療
と脂質降下療法を受けたとのこと．同一例の胸部
CTの経年的な冠動脈石灰化像を図3に示す．
2013年には有意の石灰化はなく，2015年より前
下行枝に点状の石灰化が出現した．心筋梗塞を発
症したと推定される1年前の冠動脈CTでは，左

冠動脈前下行枝と回旋枝領域の冠動脈石灰化の増
強がみられた．心筋梗塞発症後の胸部CTでは，
石灰化の軽度の減少がみられた．同症例のBMI
と生化学データを図3下段に示す．なお，心臓病
の家族歴はない．心筋梗塞発症前のBMI，総コレ
ステロール，中性脂肪，ALT/γ-GTPは基準値以
上であり，腹部エコー図では脂肪肝を認めた．
　肺がん検診胸部CT検査184例中，主要冠動脈領
域に石灰化を認めないのは134例（72.8％），石灰化
が点状で1スライスに限局する<mild>群は21例
（11.4％），2スライス以上の冠動脈石灰化を有する
<moderate>群は30例［16.3％，平均年齢65.7±
5.3歳（55～77歳）］であった．年齢をマッチさせた
主要冠動脈領域の石灰化<none>群，<mild>群，
<moderate>群での性別，年齢別の分布を表1に
示す．男性の冠動脈領域の石灰化（moderate）はい
ずれも55歳以上であり，高頻度であった［90％
（27/30）］．女性の冠動脈領域の石灰化頻度は

<moderate>群3例と少なく，いずれも65歳以上
であった．
　年齢をマッチさせた主要冠動脈領域の石灰化

図2　標準12誘導心電図で異常Q波が新たに出現して心筋梗塞を発症していた例
2018年10月1日．洞調律，明らかな異常Q波はない．
2019年10月1日．洞調律，胸部誘導V1-4での陰性T波を伴う異常Q波あり．
　　　　　　　　 前壁領域での陳旧性心筋梗塞を示唆する．

2019年10月1日2018年10月1日

V1 V1

V2 V2

V3

V3

V4

V4

V5

V5

V6

V6
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<none>群，<mild>群，<moderate>群でのBMI，
血圧，血液検査値（中性脂肪，LDL-C，HbA1c，
ALT，γ-GTP，尿酸，クレアチニン），心胸郭比，
Framingham scoreの平均±標準偏差と標準12誘
導心電図でのST-T変化の比率を表2に示す．石
灰化<none>群と<moderate>群の2群間で，BMI，
TG，HbA1c，γ-GTPが有意に高値であった．
　標準12誘導心電図でのST-T変化を有する頻度
は，冠動脈石灰化<moderate>群で有意に高頻度で
あった．冠動脈石灰化<moderate>群のFramingham 
scoreは10.0±4.2であり，<none>群 6.9±2.9，<mild>
群 6.8±2.3に比べて有意に高値であった．

　年齢をマッチさせた冠動脈石灰化<none>群と
2スライス以上の冠動脈石灰化<moderate>群で
の健診項目のロジスティック回帰分析では，年齢
（≧70歳），体重（BMI≧25），糖尿病（HbA 1 c≧

6.5％），LDLコレステロール（≧180mg/dL），12
誘導心電図ST-T異常が有意な関連因子であった
（表3）．

考　察
　人間ドックの意義として各種がんの早期発見は
勿論のこと，心臓や脳血管疾患などの予測と生活
習慣の改善に基づく疾病予防は重要な課題であ

表1　主要冠動脈領域の石灰化なし<none>群，あり<mild>群，
あり<moderate>群での性別，年齢別の分布

胸部CT冠動脈石灰化 なし（none）あり（mild）あり（moderate）
　総数 78 21 30
　性別 男性 /女性 70/8 21/0 27/3
　年齢（男性 /女性） 45～54  0/0  4/0  0/0

55～64 43/3  6/0 13/0
65～69 17/2  6/0  7/2
70以上 10/3  5/0  7/1

男性の冠動脈領域の石灰化（moderate）はいずれも55歳以上であり，高頻度で
あった［90％（27/30）］．女性の冠動脈領域の石灰化頻度は<moderate>群3例
と少なく，いずれも65歳以上であった．
なし（none）；年齢55～77歳での冠動脈石灰化を認めない群．冠動脈石灰化は
年齢の要因が関与するため，冠動脈石灰化<moderate>群（n=30）の年齢幅よ
り，年齢をマッチした．

図3　心筋梗塞を発症したと考えられる胸部CTでの経年的な冠動脈石灰化像
2013年には，有意の冠動脈石灰化はなく，2015年より前下行枝に点状の石灰化が出現した．心筋梗塞発症1年前の冠動脈CTでは，前下行枝
と回旋枝領域の冠動脈石灰化が増強していた．同症例のBMIと生化学データを下段に示す．心筋梗塞発症前には，BMI，総コレステロール，
中性脂肪値は基準値以上であった．

2019年10月2013年9月 2015年10月 2018年10月

心筋梗塞発症

2013年9月 2015年10月 2017年9月 2019年10月
BMI 25.7 26.3 26.0 25.4
BP 127/78  121/81    130/80      112/70
TC  mg/dL 241 244 245 179
TG mg/dL 123 109 124 154
LDL-C mg/dL 163 172 167     116
HbA1c % 5.6 5.7 5.7 5.9
AST/ALT/γ-GTP 39/62/96 37/55/96    38/54/78 26/32/64

心筋梗塞発症
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る．今回の検討では，標準12誘導心電図で異常Q
波を有する心筋梗塞例の心電図非同期胸部CTで，
責任病変に該当する主要冠動脈に漸増する冠動脈
石灰化がみられた．また，ロジスティック解析に
よる冠動脈石灰化の要因として，従来の冠動脈危
険因子である，肥満，糖尿病，高LDLコレステ
ロールなどとの関連が明らかとなった．肺がんス
クリーニングのための低放射線量CT検査である心
電図非同期胸部CT検査が，低侵襲での冠動脈石
灰化の定性的スクリーニング法として期待される．
　国民総医療費が年々増加するなか，心臓や脳血
管疾患などの死亡内訳は22.3％，医療費は6兆円
（19.7％）で悪性新生物（14.2％）より多い 1）．日本
人の死因の第2位は心臓病，第3位は脳卒中であ
る 9）．内臓肥満に高血圧・高血糖・脂質代謝異常

が合併するメタボリックシンドロームは，心臓病
や脳卒中などになりやすい病態であり，平成20
年に「特定健康診査・特定保健指導」制度が導入さ
れてきた 10）．
　従来，冠動脈危険因子として，血圧，肥満，糖
尿病，高LDLコレステロールなどが指摘されてい
る．Framingham scoreは，長期の疫学的調査に
基づく冠動脈疾患発症予測指標として用いられて
いる 2）．日本でも国立循環器病研究センター4）は，
吹田研究の一環として心筋梗塞など冠動脈疾患
10年間の発症危険度を予測する新しいリスクスコ
アを提唱している．我々は，冠動脈疾患予測のア
ルゴリズムとして，肺がん検診胸部CTによる冠
動脈石灰化の意義を検証した．
　現在，CT機器開発の進歩に伴い，冠動脈石灰
化の評価には心電図同期320列Area Detector CT
が主流となっている 11）．冠動脈の3次元画像解析
はもとより，冠動脈プラークなど血管内性状の評
価も可能となってきている 12）．冠動脈石灰化の定
量的評価にはAgatstonら 13）によって提唱された
方法が用いられており，CT値130HU以上を有意
な冠動脈石灰化としている．一方，肺がんスク
リーニングのための低放射線量CT検査である心
電図非同期胸部CT検査が，被ばく量の少ない冠

表2　対象者の背景
CT 冠動脈石灰化 なし（none） あり（mild） あり（moderate） p値
総数 n＝78 n＝21 n＝30
年齢 63.8±4.9 63.1±8.6 65.7±4.8 p＝0.07
BMI 24.2±2.9 26.6±6.2 25.8±2.9 p＝0.01
SBP mmHg 132±24 128±10 136±20 NS
TG mg/dL 117±61 165±86  179±161 p＝0.004
LDL-C mg/dL 126±36 122±28 136±33 NS（p＝0.18）
HbA1c ％  5.8±0.8  6.3±0.9  6.4±0.8 p＝0.001
ALT IU/L  27±22  40±26  30±20 NS
γ -GTP IU/L  53±48  72±53  82±84 p＝0.03
UA mg/dL  6.0±1.5  6.0±1.2  5.8±1.1 NS
CRE mg/dL  0.9 ± 0.2  0.9 ± 0.1  0.9 ± 0.1 NS
CTR ％ 44±4 45±4 45±5 NS
ST-T変化 2.6％（2/78） 4.7％（1/21） 23.3％（7/30） p＝0.01
Framingham score  6.9±2.9  6.8±2.3 10.0±4.2 p＝0.001

CTR: cardio-thoracic ratio, CRE: creatinine, UA: uric acid.
主要冠動脈領域の石灰化<none>群，<mild>群，<moderate>群のBMI，血圧，血液検査（TG，LDL-C，
HbA1c，ALT，γ-GTP，UA，CREの平均±標準偏差値を示す．BMI，TG，HbA1c，γ-GTPでは石灰
化<none>群と<moderate>群の2群間で有意差を認めた．LDL-Cでは，軽度の差を認めた．心電図ST
変化率とFramingham scoreは，冠動脈石灰化<moderate>群で有意に高値であった．
なし（none）；年齢55～77歳での冠動脈石灰化を認めない群．冠動脈石灰化は年齢の要因が関与するた
め，冠動脈石灰化<moderate>群（n=30）の年齢幅より，年齢をマッチした．
p検定；石灰化<none>群と<moderate>群での比較

表3　冠動脈石灰化を予測する因子のロジスティック回
帰分析の結果

β値 有意確率 Exp（B）
年齢（≧70歳） 3.2 0.04 23.9
BMI（≧25） 4.8 0.006 116
HbA1c（≧6.5％） 5.4 0.03 230
LDL-C（≧180mg/dL） 3.2 0.03 25.5
Abnormal ST-T 2.8 0.03 16.4

年齢をマッチさせた主要冠動脈領域の石灰化<none>群と<moder-
ate>群でのロジスティック回帰分析では，年齢（≧70歳），体重
（BMI≧25），糖尿病（HbA1c≧6.5％），LDLコレステロール，12
誘導心電図ST-T異常が有意な関連因子であった．
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動脈石灰化の定性的スクリーニング法として注目
されている．2016 SCCT/STRガイドラインでは，
冠動脈石灰化に関するCT撮影，冠動脈石灰化ス
コアリング方法および臨床転帰について医療提供
者の臨床的意思決定を支援している 14）．Chiles
ら 15）は低侵襲である肺がんCT画像を用いて，視
覚による定性的冠動脈石灰化4分類（none, mild, 
moderate, or heavy）と定量的評価であるAgatston 
scores 3分類（1–100, 101–1000, and greater than 
1000）との冠動脈疾患転帰（死亡率）に関する比較
調査を報告している．冠動脈石灰化の視覚的定性
評価法とAgatston scoreを用いた定量的評価法と
で冠動脈疾患転帰に良好な相関があったと報告し
ている．心電図非同期・非造影胸部CT検査での
視覚による冠動脈石灰化の評価は冠動脈疾患のリ
スクの層別化には十分であるとしている．Detrano
ら 16）は心血管疾患のない 6,722例で冠動脈石灰化
測定を行い，3.8年の経過観察で心事故を162例
で認めた．冠動脈石灰化<0>群と比べて冠動脈石
灰化<101-300>群の心事故は7.73倍，300以上
の群は9.67倍であったと報告している．冠動脈
石灰化が2倍になると主要心事故は15～35％，す
べての心事故18～39％増加していた．米国の大
規模コホートMESA（Multi-Ethnic Study of Ath-
erosclerosis）で4人種において追跡調査したとこ
ろ冠動脈石灰化スコアが100以上で冠動脈疾患発
症リスクが7倍，300以上では9倍であり，人種
間の有意差はなかったと報告し，冠動脈石灰化が
高度な群を効率的に抽出することが重要だとして
いる 17）．
　今回，我々は主要冠動脈（左冠動脈主幹部，前
下行枝，左回旋枝，右冠動脈）で2スライス幅の
層状石灰化を陽性<moderate>と分類した．今回
の我々の症例では，Chilesらの論文 15）の症例提示
にある視覚的分類<heavy>やAgatston scores 1,000
以上に該当する例はなかった．主要冠動脈領域の
石灰化は，男性ではいずれも55歳以上であり，
女性の冠動脈領域の石灰化頻度は<moderate>群
3例と少なく，いずれも65歳以上であった．那
須ら 18），Nakaoら 19）は日本人で冠動脈石灰化の関
連・進展に性差が大きいことを報告している．

　AIの進歩により疾病予測モデルが提唱されつ
つあるが，その信頼性には長年の疫学的調査の裏
付けが欠かせない 20）．AIの進歩により，冠動脈
石灰化を含めた疾病予測モデルの構築や多施設間
でのデータ構築が期待される．

結　語
　肺がん検診時の心電図非同期胸部CTでの視覚
的定性による冠動脈石灰化は生活習慣病促進因子
と関連し，人間ドックにおける冠動脈疾患のリス
ク評価に有用な手法と考えられた．

利益相反
　本研究についての利益相反はない．
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Evaluation of Coronary Artery Calci�cation and the Signi�cance of Risk Factors 
by Lung Cancer CT Screening

Kenji Nakai1), Akihiko Murakami1), Kunihiro Yoshioka2), Ryoichi Tanaka2), Koji Hashimoto1), Toshihiko Suzuki1),  
Osamu Mita1), Kyoko Mita1), Tetsuya Fusazaki3), Yoshihiro Morino3), Atsushi Kano1)

1) Iwate Health Care Center, Iwate Cancer Society
2) Radiology of Iwate Medical University
3) Cardiology of Iwate Medical University

Abstract
Objective: We evaluated qualitative coronary artery calci�cation (CAC) by visual assess-
ment and the signi�cance of risk factors in human dock lung cancer CT screening.
Methods: �e subjects consisted of 184 people who underwent lung cancer CT screening 
from April 2019 to March 2020 (average age 60±9 years, male 172, female 12). A visual 
qualitative evaluation of CAC was performed in chest CT cases for a lung cancer work-up. 
Chest CT was performed with a 16-row multi-slice CT (HITACHI, Supria®), with non-gat-
ed non-contrast acquisitions, and 5-mm slice thickness. Those in which there were two 
or more slices of calci�cation in the main coronary artery region were classi�ed as being 
＂moderately positive＂ We examined the presence or absence of CAC, health check-up 
items, and Framingham score.
Results: In 184 cases, there were 30 cases (16.3%) with moderately positive CAC. �e mean 
age was 65.7±5.3 (range, 55–77 years), and the frequency was higher in men (90%). Logistic 
regression analysis of health check-up items related to CAC with 78 cases with age-matched 
no calci�cation group showed Age (≥70), BMI (≥25), diabetes, LDL cholesterol (≥180 mg/
dL), and 12-lead ECG abnormality. �e Framingham score was signi�cantly higher in the 
CAC group (10.0±4.2 vs. 6.9±2.9, p<0.01).
Conclusion: CAC by visual quali�cation on lung cancer CT screening with non-gated and 
non-contrast acquisitions was associated with lifestyle-related diseases and was a useful 
method of assessing the risk of coronary artery disease in human docks.

Keywords: lung cancer CT, non-gated non-contrast chest CT, coronary artery calci�cation, 
Framingham score
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はじめに
　2017年に本学会で発表した「当院における人間
ドック腹部超音波検査5年間の集計」1）において，
最も高頻度と予想していた「脂肪肝」所見数を「膵
一部描出不良」所見数が上回っていたことが判明
した．当院では過去に膵一部描出不良例において
膵がんを発見できなかった経験から，膵全体のみ
ならず一部描出不良の場合においても「異常なし」
とせずに「膵一部描出不良」と結果報告していた．
　膵臓は頭部を十二指腸彎曲部に囲まれ，体部は
胃や横行結腸，尾部は下行結腸の背側に位置して
おり，消化管ガスの影響を受けやすい．さらに肥
満者では描出が難しく，BMIが25.0以上の肥満
群では膵描出良好例はわずか1.3％であったと報
告されている 2）．これら受診者側の条件ばかりで
なく，体位変換や走査法等の工夫，描出不良部位
に対する観察の粘り強さ等の検者間差も膵描出能
に影響していると思われる．

腹部超音波検診における 
膵描出不良所見に対する取組み

千田裕子 1）　加藤理恵子 1）　伊藤絵理 1）　内田裕美 1）　奥田桂子 1） 
藤井清孝 1）　仲野敏彦 1）　長尾啓一 1）　山口和也 2）　瀧澤弘隆 1）

要　約
目的：腹部超音波再検査における膵描出能向上について検討した．
対象および方法：対象は2017年11月～2018年10月の1年間に当院人間ドックおよび生活習慣病
検診で腹部超音波検査（ultrasonography: US）を施行した14,096名．2017年11月より膵描出能向
上と均一化を図るため，一部の所見名変更と独自のマニュアル作成を行っていた．検診時，膵に描
出不能部位を有した受診者に再検査の案内を送付し希望者に後日，USを施行した．再検時に描出
改善のない場合は飲料摂取後検査を追加した．再検査実施例について検診時，再検時，飲料摂取後
（以下3時点）の膵描出程度を肥満度別に纏めた．
結果：膵描出不能部位を有した429例中，40名から再検査の申し込みがあり，このうちBMI 37.0
の高度肥満例を含む12例は飲料摂取なしに描出良好となった．再検時に描出不能部位を有した残り
28例に胃充満法を実施したところBMI 45.0の高度肥満例を含む16例の全例で描出改善を認めた．
結論：検診時に膵描出不能部位を有した場合，日を改めて再検査することや，胃充満法の併用で顕
著な描出改善が認められ，造影画像診断必要例の減少効果が期待される結果を示した．今後は受診
者への再検査促進に力を入れ検討を重ねたい．

キーワード　腹部超音波検診，膵描出不良，胃充満法，BMI

　田中らは基本的な検査には非侵襲性が求められ，
膵がん高危険因子である膵嚢胞，主膵管拡張の検出
能は腹部超音波検査（ultrasonography: US）の方が
低線量非造影CTに比べ感度，特異度ともに有意に
優れ，放射線被曝もなく望ましい検査法であると
報告している 3-6）．検診の場では多くの検査を行わ
なければならず，胃X線検査をUS後に行うため，
検診当日に胃充満法を用いることは困難である．
　以上のことから，検診時における膵描出能向上
のため膵観察法を検者間で統一して描出能を高
め，膵描出不能部位を有した場合には後日，外来
でUS再検査を実施することにした．再検時に描出
改善がみられない場合には胃充満法を追加した．

対象および方法
　対象は2017年11月～2018年10月の1年間に
当院人間ドックおよび生活習慣病検診でUSを施
行した14,096名であった．
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　2017年11月より膵描出能向上と検者のスキル
均一化を図るため，腹部超音波検診判定マニュア
ル等 7-14）を参考に膵観察法の検者間統一を目的と
した独自マニュアルを作成し，一部の所見名の変
更を行った．膵頭部や尾部等，一部位において描
出困難な場合に「膵描出不能（一部）」と改め，従来
使用していた所見名「膵一部描出不良」を廃止し
た．また，検診時に膵描出不能部位を有した受診
者に再検査の案内を送付し，外来予約者に対して
膵に特化したUS再検査を実施した．
　使用装置はTUS-A300：2台とSSA-780A：1台
（キヤノンメディカルシステムズ，栃木）である．16
断面を基本とした静止画をDICOM（Digital Imaging 
and Communications in Medicine）形式で保存し
た．膵臓に関しては膵管拡張の経時的変化の確認
を含め，検査開始直後と，他臓器検査後に再度観
察するようにした．仰臥位から左側臥位，右側臥
位，長座位または半座位を経て再度仰臥位の順に
体位変換することを必須とし，左肋間走査や足側
からの圧迫走査，必要に応じて高周波プローブを
併用し，描出程度の改善を目指した．記録画像は
膵鉤部・頭部・体部・尾部（以下4部位）の描出程
度が判断できるものとした（図1）．
　膵癌取り扱い規約英語版第4版 15）の解剖学的分
類に基づき，頭部と体部の境界は上腸間膜静脈・

門脈の左側縁，体部と尾部の境界は大動脈の左側
縁とし（図2），鉤状突起は膵頭部に含めることと
しているが，鉤状突起部の病変を見落とさないた
めに正中縦走査で上腸間膜静脈の背側に鉤状突起
部を描出し，この部位を鉤部として鉤状突起部以
外の頭部（以下頭部）と区別した（図3）．検査は常
勤超音波検査士（以下常勤検査士）3名と，検査士
2名を含む固定の非常勤検査技師（以下非常勤技師）
7名が担当した．
　再検査および3時点における膵描出程度の評価
は検者間差を考慮して筆者が固定で担当した．再
検時に描出改善がみられない場合は大阪府立成人
病センター方式・膵精密USマニュアル 16）を参考
に400～500mLの紅茶飲料または飲料水摂取後
に検査を行った．膵描出程度については3時点の
画像を見直し，4部位それぞれについて0（描出不
能），1（一部描出不良），2（描出良好）の3段階に
スコア化し，肥満度別に纏めた．各部位の描出程
度評価法について図3～6に示す．スコア0はその
部位が殆ど，またはまったく描出されない，スコ
ア1はその部位中にガス像を有し，描出不能域を
有している，スコア2はその部位がほぼ明瞭に描
出されている場合とした．3時点，4部位における
スコアを検査結果報告書に記録し，超音波専門医
が記録画像と報告書を確認して受診者へ説明した．

図1　膵観察法

１.心窩部横走査像 ２.心窩部縦走査像 ３.経脾的走査像

４.膵管像 ５.肝外胆管像 ６.足側からの
圧迫走査像

７.右側臥位像
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　取組み後1年間の再検査実施例について3時点
における膵描出スコア集計値（最大スコア値8）を
①検診時および再検時間，②再検時および飲料摂
取後間，③検診時および飲料摂取後間において有
意差を t検定により求めた．肥満度は日本肥満学
会の肥満度分類を参考に，BMI 18.5以上25.0未

満を普通体重群，25.0以上を肥満群とした．再検
査においてBMI 35.0以上の高度肥満者は2例あ
り肥満群に分類した．
倫理的配慮
　本研究は一般財団法人柏戸記念財団倫理委員会
において承認された（受付番号 :第2020-002番）．

図2　膵の部位

脾

膵頭部 膵体部 膵尾部

鉤状突起
⼤動脈

上腸間膜静脈
⼗⼆指腸

脾動脈

上腸間膜動脈

図3　膵鉤部の評価

上腸間膜静脈の背側に膵鉤
状突起が描出される
スコア０：描出不能
スコア１：⼀部描出不良
スコア２：描出良好

スコア０ スコア１ スコア２

肝
胃

上腸間膜静脈

膵

下⼤静脈
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スコア０
ガス像により
殆ど描出不能

スコア１
膵の境界が
不明瞭

スコア２
膵上縁から下縁
まで明瞭に描出

図4　膵頭部の評価

図5　膵体部の評価

スコア０
描出不能

スコア１
一部描出不良

スコア２
描出良好

スコア１
一部描出不良

スコア２
描出良好

スコア０
描出不能

図6　膵尾部の評価
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結　果
　対象期間中に検診USで膵描出不能部位を有し
た429名のうち，再検勧奨通知に応じた外来予約
者40名に対してUS再検査を実施した．BMI 37.0
の高度肥満例を含む12例は再検時，飲料摂取な
しに描出スコアが最大の8となった（図7-1）．そ
の平均スコアは検診時3.1±1.2から再検時8.0±0
と有意に上昇した（p＜0.001）．

　再検時描出スコアが最大値にならなかった28
例に胃充満法を実施したところ，7例（BMI 25.3～
45.0）が最大値8になり，2例（BMI 25.5～32.5）
が7に，2例（BMI 26.8～28.7）が6に，5例（BMI 
26.7～32.4）が5になりいずれも検診時と比較し
スコアが上昇した．
　以下にこの28例を普通体重群と肥満群に分け
て示す．普通体重群12例では平均スコアが検診
時2.3±1.5から再検時4.9±1.6へ，飲料摂取後，
1例のみ低下を示したが平均では7.3±0.9へと有
意に上昇した（p＜0.001）（図7-2）．BMI 45.0の
高度肥満例を含む肥満群16例では，再検時にス
コアが下がる例もみられたが平均スコアは検診時
1.9±1.6から再検時3.5±1.9へ，飲料摂取後6.7±
1.3へと有意に上昇した（p＜0.001）（図7-3）．
　再検例の実際の画像を図8に例示する．症例は
45歳男性，BMIは45.0，検診時の描出スコアは
鉤部1，頭部2，体部2，尾部0，再検時のスコア
も検診時と同様で描出改善はみられなかったが，
無糖紅茶飲料摂取後の描出スコアは鉤部2，尾部
2となり，明らかな描出改善が認められた．

考　察
　腹部超音波検診判定マニュアルにおいて，膵一
部描出不良例は描出可能部位に異常がなければ
「異常なし　判定区分A」とし，観察困難部位を明
示した上で逐年検診を勧める取り決めになってい
るが，当院では過去に膵一部描出不良例において
膵がんを検出できなかった経験を踏まえ，2011
年より膵一部描出不良例は「異常なし」とせず「膵
一部描出不良　判定区分C12（12ヶ月後経過観
察）」と受診者へ通知していた．「膵描出不能」と「膵
描出良好」以外を「膵一部描出不良」とすると約
69％の受診者が該当し，受診者やその産業医など
から数多くの問合せを招いた．そこで2017年よ
り所見名を「膵一部描出不良」から「膵描出不能（一
部）」へと変更した．膵を4部位に分けて丁寧に観
察し，描出不能部位がある場合に「膵描出不能（一
部）」とし，「膵描出不能」と併せて「判定区分C6（当
院外来にて6ヶ月後再検査）」とした結果，「膵描出
不能」は0.5％，「膵描出不能（一部）」は3.8％とな
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り，膵の描出程度に関する所見数を大幅に削減す
ることができた．膵の描出能は検者間差が大き
く，検者のスキル均一化のため膵臓を丁寧に観察
する方法を詳細に記した当院独自のUSマニュア
ルを作成して各検査室に常備し，重ねて技師全員
に配付した．描出能が低い膵尾部については教育
資料等を配付し，描出能の低い技師へは直接指導
した．取組み後1年間の調査で，膵の再検率は常
勤検査士では0.9～1.4％，平均1.2％であった
が，勤務頻度が年間7～24日の非常勤技師では
4.0～10.0％，平均6.0％と上昇した．再検率が
高い技師は超音波専門医から膵描出能が低いと指
摘されたため，前回受診時に膵描出不能を示した
例は常勤検査士が担当し，不要な再検査例を増や
さないよう配慮した．
　検診時は検査時間に制約があり，膵のみに時間
をかけることは困難であるが，そのなかでも描出
されていない部位への意識や工夫，膵4部位の描
出程度が客観的に分かるよう記録画像を増やした
こと等の方策は今後，膵描出能向上につながると
思われる．しかし経験年数が長く認定検査士有資
格者であっても，USで見えなければCTに回せば

よいという指導を受けてきた非常勤技師への徹底
は困難であった．関口ら 2）の「超音波検診における
膵の描出程度に影響する因子の検討」においても，
検査士の経験年数や認定検査士資格の有無と膵の
描出程度との間に相関は認められなかったと報告
されている．超音波検査を担当する技師に求めら
れる資質として，知識や経験のほかに「描出されて
いない部位に対する意識」も重要であると思われた．
　再検査では，BMI 37.0の高度肥満例を含む肥
満群16例のうち6例は飲料摂取なしに描出良好に
なった．日を改めることで消化管ガス等，受診者
側の条件が改善するほか，検診時とは異なり膵と
その周囲だけに十分に時間をかけて観察できるこ
とが描出改善につながったと思われる．さらに胃
充満法によりBMI 45.0の高度肥満例を含む全例
において膵描出能が向上し，今回の成績では胃充
満法が肥満例においても有用であることが示され
た．また，飲料の種類により描出能に差はみられ
ず，糖分を控える傾向から無糖や飲料水を好む受
診者が多くみられたため，最近ではすべて飲料水
で実施している．
　膵描出不能部位における膵異常所見検出のため

検診時スコア
鉤部：1 頭部：2
体部：2 尾部：0

再検時スコア

鉤部：1 頭部：2
体部：2 尾部：0

症 例
45歳男性
BMI 45.0

飲水後スコア

鉤部：2 頭部：2
体部：2 尾部：2

図8　再検査例 画像例示
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に，より多くの受診者に再検査の重要性を周知す
る必要があると考え，2020年11月より検診時に
膵描出不能部位を有した場合には超音波検査室で
「膵再検査のご案内」を受診者へ手渡し，読影医の
判定が再検査となった場合には当院外来の予約を
勧奨している．
　消化管ガスは体位変換や検査日を改めることで
改善されることも多く，腹式呼吸が苦手な受診者
であっても検査の途中から呼吸法に慣れて描出し
やすくなるが，腹壁の緊張が強い場合には胃充満
法の効果があまり発現されなかった．その対応法
として「腹壁の緊張を除くためには頭の高さまで
の十分高い背もたれに約60度の半座位でゆったり
もたれた姿勢で検査を行うことが重要である」16）

と報告されているが，電動ベッド等は高価であり
検診施設での導入は容易ではない．これに代用で
きるリクライニングシート等について検討してい
きたい．
　検診で異常所見が認められた場合には，造影画
像検査等の精査が必要とされているが，USでの
描出不能部位に対しては侵襲性の低いUS再検査
を第一選択とし，膵描出程度の改善が確認できれ
ば受診者への負担軽減となる．
　今後は検者間差の縮減と，受診者への再検査勧
奨に注力して再検症例を増やし，その有用性につ
いて検討していきたい．

結　語
　検診時に膵描出不能部位を有した例に対し，日
を改めて再検査することや，胃充満法の併用によ
り描出改善効果が認められ，造影画像診断必要例
の減少効果が期待される結果であった．超音波再
検査の有用性について今後も検討を重ねたい．

　なお，本論文は，第59回日本人間ドック学会
学術大会（2018年，新潟）において発表した内容 17）

を加筆，修正した．
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Improving Approaches to Poor Visualization of the Pancreas  
in Abdominal Ultrasound Screening

Yuko Senda1), Rieko Katou1), Eri Itou1), Yumi Uchida1), Keiko Okuda1),  
Kiyotaka Fujii1), Toshihiko Nakano1), Keiichi Nagao1), Kazuya Yamaguchi2), Hirotaka Takizawa1)

1) Port Square Kashiwado Clinic, Kashiwado Memorial Foundation
2) Chiba Foundation for Health Promotion and Disease Prevention

Abstract
Objective: We aimed to improve the visualizing ability of pancreatic ultrasonography 
images by re-examining the pancreas.
Materials and Methods: �is study included 14,096 people who underwent health check-
ups in our clinic between November 2017 and October 2018. In November 2017, to 
improve and uniformly visualize pancreatic sonographic images, we changed some naming 
of the findings and created our own technical manual. After the routine examination, a 
noti�cation was sent to the examinee who had shown non-detected parts in the pancreas, 
indicating the necessity of re-examination. Abdominal ultrasonography (US) was per-
formed in response to the application of the patient. If the re-examination failed to depict 
the non-detected parts, the “liquid �lled stomach method” was combined with beverage-in-
take. �e images were �rst scored at the time of routine examination, second at the time of 
re-examination, and third a�er beverage-ingestion, and a comparative study was conducted 
among the scores in consideration of each BMI.
Results: Of the 429 patients with non-detected parts, only 40 applied for the re-exam-
ination. Of the 40 patients, 12 had high obesity, with a BMI of 37.0, which achieved full-
marked good images without beverage-intake. The liquid-filled stomach method was 
combined with beverage-intake in the remaining 28 patients with non-detected parts at the 
time of re-examination, and image improvements were observed in all 16 patients includ-
ing those with high-grade obesity (BMI 45.0), showing higher scores a�er beverage-intake.
Conclusion: �e re-examination of the pancreas with non-detected parts at the routine US 
showed a remarkable improvement in combination with the “liquid �lled stomach meth-
od,” strongly suggesting a possibility of its decreasing e�ect on invasive diagnostic methods 
such as contrast enhanced CT. Further studies should be conducted to re�ne the diagnostic 
process of the pancreas.

Keywords: abdominal ultrasound screening, poor visualization of the pancreas, liquid-�lled 
stomach method, BMI
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緒　言
　平成20年度（2008年度）からメタボリックシン
ドローム（以下，MetS）に焦点をあてた特定健診・
特定保健指導制度が開始され，10年が経過し，特
定健診・特定保健指導の効果を検証した研究報告
は散見される 1-3）．しかし，特定健診・特定保健
指導の対象者は40歳以上である．適切な生活習
慣の情報はテレビや雑誌などのメディアを通じ
て，あるいはインターネット上などにみられる
が，それだけでは適切な健康行動につながりにく
く，医療従事者が個別に働きかける必要がある．
厚生労働省は「40歳以上でMetSの者は，40歳以
前での不適切な生活習慣が形成された結果で生
じ，40歳未満から生活習慣を改善する必要がある」
としており，第3期の特定健診・特定保健指導で
は，リスク数の少ない，MetSに移行する前の段
階で働きかけを行うことが必要であるとした．し

40歳未満男性受診者の実態
島津 将　小林伸行　小山和貴　濱田 桂 
入江 文　萬造寺知子　渡部洋行　土屋 敦

要　約
目的：40歳以上でメタボリックシンドローム（MetS）の者は，40歳以前からの不適切な生活習慣に
より生じるとされ，40歳未満から生活習慣を改善する必要がある．そこで，40歳未満男性受診者
のMetS群，メタボリックシンドローム予備群（予備群），および腹囲正常で検査値異常を示す非メ
タボ高危険群（危険群）の現状について検討した．
対象および方法：2017年度のMetS判定可能な40歳未満男性受診者2,527名につき，MetS群，予
備群，危険群，それら以外を健康群に分類し，それぞれ体型や臨床検査値および生活習慣につき検
討した．
結果：MetS群は151例（6.0％），予備群は408例（16.1％），危険群は43例（1.7％）でみられた．
MetS群，予備群では，「20歳時から10kg以上の体重増加」があり，「食事摂取の速度」が速かった．
飲酒は危険群で「毎日」の割合が高率であり，1回の飲酒量は健康群に比べ，各群で多かった．また，
運動習慣は健康群で実施している者が多いわけではなかった．喫煙や食習慣では，各群で有意差を
認めず，健康群でも不適切な生活習慣を送っている者は多いと考えられた．
結論：MetS群，予備群では体重増加を認めている者が多く，まずは肥満にならないようにする必
要がある．一方で，健康群にも，不適切な生活習慣を送っている割合は多く，現在の健康状況にか
かわらず生活習慣を改善する必要がある．

キーワード　40歳未満男性，メタボリックシンドローム，メタボリックシンドローム予備群，非メ
タボ高危険群

かし，40歳未満には特定健診・特定保健指導と
いった，行動変容への動機付けを高める保健指導
を受けられるような，法的に義務付けられている
制度はなく，より早くから不適切な生活習慣を自
覚し，改善する必要があることを伝えるべきであ
る．これまでも若年者（40歳未満）の体重変化など
を検討した報告はみられ，若年期からの肥満対策
や肥満でない人も含めた体重コントロールができ
るように支援することの重要性が報告 4,5）されて
いるが，2018年の国民健康・栄養調査 6）では男性
肥満者の割合（20歳代17.8％，30歳代33.0％）が
2008年の割合（20歳代14.6％，30歳代29.5％）
と比較すると，若年者で増加しており，その者た
ちが今後加齢によりMetSやMetS予備群（以下，
予備群）となる可能性が高いと考えられ，若年者
の肥満者を減少させる必要がある．そこで，若年
者の現状を調査する必要性があることから，当セ
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名につき，MetS群，予備群，危険群，それら以
外を健康群の4群に分類し，年齢，体型，臨床検
査値，各種服薬および既往歴の頻度，標準的な質
問票から得た生活習慣について比較検討した．
MetSの診断は，我が国の診断基準を用いて 9），ウ
エスト周囲径が男性85cm・女性90cm以上で，
かつ血圧・血糖・脂質の3つの項目のうち2つ以
上が基準値から外れた場合をMetSとし，基準値
を外れたものが1つの場合を予備群とした．また，
ウエスト周囲径が基準値未満で，上記3つの項目
のうち2つ以上が基準値から外れた場合を危険群 7）

ンターにおける40歳未満男性受診者をMetS群お
よび予備群，腹囲正常で検査値異常を示す非メタ
ボ高危険群（以下，危険群）7,8），それら以外を健康
群に分類し，その実態につき検討した．

対象および方法
　2017年度の当センター40歳未満の受診者4,771
名中，特定健康診査における標準的な質問票の記
入漏れや記載なしの257名と測定項目不足により
MetSの判定ができなかった96名を除外すると
4,418名であった．そのなかで40歳未満男性2,527

表1　標準的な質問票
現在，aからcの薬の使用の有無について　　ａ．血圧を下げる薬 はい いいえ

ｂ．血糖を下げる薬又はインスリン注射 はい いいえ
ｃ．コレステロールや中性脂肪を下げる薬 はい いいえ

医師から，脳卒中（脳出血，脳梗塞等）にかかっているといわれたり，治療を受けたことがありますか はい いいえ
医師から，心臓病（狭心症，心筋梗塞等）にかかっているといわれたり，治療を受けたことがありますか はい いいえ
医師から，慢性腎臓病や腎不全にかかっているといわれたり，治療（人工透析など）を受けたことがありますか はい いいえ
医師から，貧血といわれたことがある はい いいえ
現在，たばこを習慣的に吸っている はい いいえ
20歳の時の体重から，10kg以上増加している はい いいえ
1回30分以上の軽く汗をかく運動を週2日以上，1年以上実施している はい いいえ
日常生活において歩行又は同等の身体活動を1日1時間以上実施している はい いいえ
ほぼ同じ年齢の同性と比較して歩く速度が速い はい いいえ
人と比較して食べる速度が速い 速い ふつう 遅い
就寝前の2時間以内に夕食をとることが週に3回以上ある はい いいえ
朝昼夕の3食以外に間食や甘い飲み物を摂取していますか 毎日 時々 ほとんど摂取しない
朝食を抜くことが週に3回以上ある はい いいえ
お酒（日本酒，焼酎，ビール，洋酒など）を飲む頻度 毎日 時々 ほとんど飲まない
飲酒日の1日当たりの飲酒量 1合未満 1～2合未満 2～3合未満 3合以上
睡眠で休養が十分とれている はい いいえ

図1　40歳未満受診者　男女別有病率

3.0 % 10.5 %
1.1 %

85.4 %

~29歳(n=437)

MetS群 予備群 危険群 健康群

0.6% 1.4% 0.3%

97.7%

~29歳(n=346)

MetS群 予備群 危険群 健康群
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96.8 %
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MetS群 予備群 危険群 健康群

1.1% 2.2%
0.7%

96.0%
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MetS群 予備群 危険群 健康群

5.2 %
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とした．降圧薬，脂質異常症治療薬，血糖降下薬
あるいはインスリンで治療を受けている場合は，
データが基準値内であっても該当する項目の異常
者として取り扱った．血圧は，安静時座位の上腕
測定法で，測定回数は原則2回とし，その2回の
平均値とした．腹囲の測定は立位，軽呼気時，臍
レベルで測定した．体型および臨床検査値は，厚
生労働省健康局：標準的な健診・保健指導プログ
ラム内の基本的な項目のうち，身長，体重から
Body mass index（BMI）を算出し，血液検査は，
朝の空腹時に採血を行い，特定保健指導の階層化
基準である脂質検査（中性脂肪（TG），HDL-C），
血糖検査（空腹時血糖（FBG）またはHbA1c）とし
た．標準的な質問票は2013年度の第2期『標準的
な健診・保健指導プログラム（改訂版）』10）を用い
たが，「この1年間で体重の増減が±3kg以上あっ
た」は2018年度の第3期特定健診・特定保健指導
からは，「食事をかんで食べる時の状態はどれに
あてはまりますか」に変更されているため用いず
に，それ以外の項目で検討を行った（表1）．
　なお，MetSや予備群は内臓肥満に基づく生活
習慣病を対象としているが，実際にはMetS構成
因子であるリスクを2つ以上有する群では，腹部
肥満の有無にかかわらず循環器疾患の発症・死亡
のリスクが高くなることが報告されており 11-14），
腹囲正常である危険群も今回の研究対象とした．
一方，女性での有病率はきわめて低く（図1），今
回の検討からは除外した．統計学的解析には
JMP®14（SAS Institute Inc., Cary, NC, USA）を用
い，4群間の年齢，体型，臨床検査値の比較は
Bonferroni法により補正をした多重比較法によ
り，各種服薬および既往歴の頻度や標準的質問票
は健康群とMetS群，予備群，危険群それぞれを
χ 2検定により比較し，p＜0.05を有意水準とした．
なお，本研究はプライバシーポリシーに準拠し，
本施設の倫理委員会の承認を得て行った．

結　果
　MetS群は151例（6.0％），予備群は408例（16.1％），
危険群は43例（1.7％）でみられた．年齢，体型，
検査値について表2に示した．平均年齢はMetS 表
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群35.5（±3.8）歳，予備群35.0（±4.1）歳，危険群
35.7（±4.2）歳，健康群33.7（±4.9）歳であり，健
康群に比しMetS群，予備群，危険群は有意に高
齢であったが，MetS群，予備群，危険群間での
有病年齢に各群間で有意差は認めなかった．BMI
および腹囲は健康群に比してMetS群，予備群は
有意に高値で，MetS群と予備群の比較ではMetS
群が有意に高値であった．健康群と危険群に有意
差は認められなかった．血圧は，収縮期血圧（SBP）
はMetS群は予備群，危険群，健康群に比し有意
に高値であり，危険群は予備群，健康群に比し有
意に高値で，予備群は健康群よりも有意に高値で
あった．拡張期血圧（DBP），TG，FBG，HbA1c
は，MetS群と危険群は予備群，健康群に比し有意
に高値であったが，MetS群と危険群に差は認め
られなかった．予備群は健康群よりも有意に高値
であった．HDL-Cは健康群に比してMetS群，予
備群，危険群は有意に低値であり，MetS群は危険
群よりも有意に低値であった．MetS群と予備群，
予備群と危険群に有意差は認められなかった．
　各群の既往歴，服薬の頻度を表3に示した．脳
卒中，心臓病，慢性腎疾患・透析加療は，それぞ
れ0～0.1％，0.5～2.3％，0～0.3％に分布し，各
群間に有意差は認められなかったが，貧血の既往
では，健康群が最も高率で危険群が最も低率で
あった．服薬の有無は，MetS群で「あり」の割合

が有意に高かった．
　特定健診・標準的な質問票について表4に示し
た．健康群に比して，MetS群と予備群では，「20
歳時から10kg以上の体重増加」した者が有意に多
く，危険群では健康群との間に有意差はみられな
かった．「食事摂取の速度」が速いと答えた割合は，
健康群に比べてMetS群，予備群，危険群いずれ
も有意に高かった．飲酒は危険群で「毎日」と答え
た割合が健康群に比し有意に高かったが，MetS
群，予備群では健康群に比し飲酒の頻度に差はみ
られなかった．一方，1回に飲む飲酒量は健康群
に比べ，すべての群で2合以上と答えた割合が有
意に高かった．「歩く速度」はMetS群で「速くない」
と答えた割合が高かったが，予備群と危険群では
その傾向はみられなかった．活動量においては「1
回30分以上の運動を週2回以上，1年以上実施し
ている」（以下，「運動習慣」）割合は，健康群
23.8％，MetS群17.9％，予備群24.6％，危険群
27.9％であり，健康群はMetS群に次いで実施し
ている割合が低かったが，有意差は認めなかっ
た．「歩行または同等の身体活動を1日1時間以上
実施している」（以下，「身体活動」）で，健康群に
比し予備群の「実施していない」割合が有意に高率
であったものの，それ以外の群で差は認めなかっ
た．また，喫煙率は，健康群で低い傾向はみられ
たが有意差は認めなかった．十分な睡眠時間では

表3　40歳未満男性受診者における既往歴，服薬の頻度
内服の有無 あり n p 既往歴 あり n p

降圧薬

健康群 0.7％ 14

p＜0.001 脳卒中

健康群 0.1％ 2

n.s
MetS群 6.6％ 10 MetS群 0.0％ 0
予備群 2.7％ 11 予備群 0.0％ 0
危険群 2.3％ 1 危険群 0.0％ 0

血糖降下薬
または
インスリン

健康群 0.2％ 3

p＜0.001 心臓病

健康群 0.9％ 17

n.s
MetS群 6.6％ 10 MetS群 1.3％ 2
予備群 1.2％ 5 予備群 0.5％ 2
危険群 2.3％ 1 危険群 2.3％ 1

脂質異常症
治療薬

健康群 0.6％ 11

p＜0.05 慢性腎疾患，
透析加療

健康群 0.1％ 2

n.s
MetS群 2.7％ 4 MetS群 0.0％ 0
予備群 0.7％ 3 予備群 0.3％ 1
危険群 0.0％ 0 危険群 0.0％ 0

n.s: not significant

貧血

健康群 5.0％ 97

p＜0.05
MetS群 1.3％ 2
予備群 2.9％ 12
危険群 0.0％ 0
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各群で有意差は認めず，朝食の欠食や就寝前の食
事摂取では，健康群に比し危険群で多い傾向がみ
られたが有意差は認めなかった．間食習慣では，
危険群で間食習慣のない者が多い（90.7％）傾向が
みられたが，有意差は認めなかった．

考　察
　本研究は，40歳未満男性の体型や臨床検査値
および生活習慣につき検討した．既往歴では，健
康群で貧血と答えた割合が多く，降圧薬や糖尿病
薬またはインスリン，脂質異常症治療薬で治療さ
れている割合がMetS群で多くみられたが，MetS，
予備群や危険群の診断にあたり，治療を受けてい
る場合はデータが基準値内であっても該当する項
目の異常者として取り扱っているため，予想通り
の結果であった．
　40歳未満男性でMetS群，予備群である者は，
年齢，体型，臨床検査値，すべての項目で健康群
に比べて有意に高値（HDL-Cは有意に低値）であっ
た．さらにMetS群は予備群よりも年齢とHDL-C
以外のすべての項目で有意に高値であり，健康群
から予備群へ，予備群からMetS群へとステージ
が上がるごとに臨床検査値も悪化すると考えられ
た．
　標準的な質問票は，MetS群，予備群では「20歳
時よりも10kg以上体重増加している」割合が多
く，腹腔内脂肪量の増加により生じるインスリン
抵抗性の状態であると考えられた．また，BMIは
MetS群，予備群でともに高値であり，「20歳時よ
りも10kg以上体重増加していない」と答えた者た
ちのなかには20歳時からすでに肥満であった可
能性がある．一方で，健康群の28.0％は「20歳時
よりも10kg以上体重増加」しており，この者たち
は現時点で健康上問題がないとされるが，40歳以
降でMetSや予備群となる危険性は高いと考えら
れる．BMIが増加しない状態を若年から維持でき
たものはMetS発症率が低いとの報告もあり 4），ま
ずは体重増加をしないよう留意する必要がある．
肥満の原因として，食生活の乱れ，運動不足，喫
煙習慣，飲酒習慣など，不適切とされる生活習
慣 15）が報告されており，30歳代ですでにMetSや

予備群である者は，健康群に比して不適切な生活
習慣を送っている者が多いと考えられたが，標準
的な質問票でMetS群や予備群が健康群と比べて
有意差を認めた項目は，MetS群では「食事摂取の
速度が速い」，「歩く速度が速くない」であった．
活動量においては「運動習慣」は，健康群では
MetS群に次いで実施している者は少なかった．
また，予備群では「身体活動」で「実施していない」
割合が有意に高率であったものの，それ以外の項
目では，健康群と有意差は認めなかった．「飲酒
の量」はMetS群，予備群では，1回に飲む量は多
かったが，「飲酒の頻度」に差はみられず，また，
「喫煙率」は健康群でも39.9％と高率で，「朝食の
欠食」や「就寝前2時間以内の夕食摂取」は危険群
で多い傾向であったが，健康群でも「朝食の欠食」
は40.4％でみられ，「就寝前2時間以内の夕食摂
取」も54.3％と多くみられた．間食習慣では健康
群が4群間で最も高率であった．
　40歳未満でMetSや予備群にならないようにす
るためには，20歳時からの体重の増加を抑え，早
く歩き，「身体活動」を行い，食事をゆっくり食べ，
1回の飲酒量を少なくする必要があると考えられ
るが，健康群においてもMetS群や予備群と同様
または間食習慣などの不適切な生活習慣を送って
いる者は多いと考えられた．MetSや予備群のよ
うな内臓脂肪型肥満の場合，数年以内にリスクが
出始めることがあるため，まずは肥満にならない
ような生活習慣の習得およびその改善に，より若
年から取り組む必要がある 16）．本村ら 17）は，特定
保健指導後の体重変化量において，良好な生活習
慣を併せもつことが保健指導による減量効果が大
きいと報告しており，40歳未満の内によいとされ
る生活習慣 18）を一つでも多く身に着けておくべき
である．現在，40歳未満の者に対する保健指導は
保険者によって扱いが異なっているが，Nishinoue
ら 19）は，35歳での集団健康教育実施が5年後の
40歳時で体重抑制効果につながる可能性が示唆
されたと報告しており，例えば，35歳時に，この
ような集団健康教育を実施することや，特定健
診・特定保健指導を「40歳以上」から「35歳以上」
に対象年齢を引き下げることで，保険者が努力義



67 ( 745 )人間ドック　Vol.35  No.5  2021年

務を実施しやすいような助成制度を作るなど，医
療従事者による保健指導が利用しやすいシステム
を構築することが必要であると考えられた．それ
により40歳未満からヘルスリテラシーを高める
ことが期待でき，結果として個々の生活習慣病予
防に有用である 16,20）と考えられた．
　一方で，危険群で健康群と有意差を認めなかっ
た項目は，BMI，腹囲のみであり，血圧（SBP，
DBP），TG，HDL-C，FBG，HbA1cでは健康群
に比し危険群で有意に高値（HDL-Cは有意に低
値）であった．このことから，BMIや腹囲正常の
なかにも危険群のように異常値を呈する者がお
り，その病態は内臓脂肪蓄積によるインスリン抵
抗性とは異なり，例えば遺伝的素因によるインス
リン分泌能低下など，体質や家系の影響を受けて
いる可能性が考えられた．近年，ゲノムワイド関
連解析（Genome Wide Association Study: GWAS）
の導入により，さまざまな生活習慣病の発症にか
かわる多くの疾患感受性ゲノム領域同定が達成さ
れてきており 18），危険群においてこれら遺伝子の
かかわり等につき今後のさらなる研究が必要であ
る．また，危険群では「食事摂取の速度」が速く，
飲酒では毎日飲酒している者が41.9％と多く，1
回の飲酒量も2合以上飲酒している割合が37.2％
と有意に高率であり，体質や家系の影響だけでな
く，食事摂取の速度や飲酒の頻度と量が多いと
いった生活習慣が危険群のリスクとなっている可
能性があり，保健指導を行う上で留意すべき事項
である 7）．
　本研究の限界は以下の通りである．第一に，40
歳未満の健診受診者を対象としており，事業主が
行う法定健康診断として受診している者が多く，
また当施設周囲に在住または勤務している者が受
診者として多いため，社会的背景など選択バイア
スがかかっている可能性があり，一般化には限界
がある．第二に，未知または調べていない交絡因
子（世帯構成，年収，肉体労働やデスクワーク，
また夜勤の有無などの勤務形態，自炊や外食など
の食事の内容など）があるため，それらが結果に
影響している可能性がある．第三に，質問票をそ
のまま用いており，自己申告によるものであるた

め，「20歳時からの10kg以上の体重増加」や「飲
酒量やその頻度」など誤差が生じることがあるこ
とや，「はい」「いいえ」の2択の質問項目では，中
間的な回答を拾えず正しく分類できていない可能
性があることである．

結　語
　当センターにおける40歳未満男性受診者の実
態につき生活習慣を中心に報告した．40歳未満と
いう比較的若年でもすでにMetSや予備群となっ
ている者もいるが，健康群のなかにも，不適切な
生活習慣を送っている者は多い．2018年度より
第3期特定健診・特定保健指導が実施され，30歳
や35歳の時点で，保険者の努力により肥満対策
として指導を行うことが重要とされており，現在
健康上問題ない健康群のなかにも生活習慣上問題
のある者がいるため，現在の健康状況にかかわら
ず，40歳未満というより若年から不適切な生活習
慣を一つでも改善する必要がある．

　本論文の趣旨は，第60回日本人間ドック学会
学術大会（2019年，岡山）で発表した「当センター
における40歳未満男性受診者の実態」に，一部新
たに検討項目を追加，修正したものである．
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Investigation of Medical Examinee for Men under 40 Years of Age

Masashi Shimazu, Nobuyuki Kobayashi, Waki Koyama, Katsura Hamada,  
Aya Irie, Tomoko Manzoji, Hiroyuki Watabe, Atsushi Tsuchiya

Sagamihara Health Evaluation and Promotion Center

Abstract
Objective: People of age 40 years or above with metabolic syndrome (MetS) are said to 
have triggered the condition by inappropriate lifestyle habits before the age of 40, and it is 
necessary to improve these habits from this time. �erefore, among male patients under 40 
years, we examined the present state of a MetS group, a MetS preliminary group (preliminary 
group), and a non-metabolic high-risk group (high-risk group) who showed abnormal test 
values with normal abdominal circumferences.
Methods: Among men below 40 years of age in whom MetS could be judged in �scal 2017, 
2,527 patients were classi�ed into a MetS group, preliminary group, high-risk group, and a 
healthy group. Body shape, clinical laboratory values and lifestyle habits were examined.
Results: �ere were 151 cases (6.0%) in the MetS group, 408 cases (16.1%) in the prelim-
inary group, and 43 cases (1.7%) in the high-risk group. In the MetS group and the pre-
liminary group, there was ＂weight gain of 10kg or more from the age of 20＂, and ＂speed of 
meal intake＂ was fast. �e ＂daily＂ rate of alcohol consumption was higher in the high-risk 
group, and the volume of drinking was higher in each group than in the healthy group. In 
addition, those who are exercising in the healthy group were not necessarily more frequent. 
For smoking and eating habits, there was no signi�cant di�erence in each group, and many 
individuals were considered to lead inappropriate lifestyle habits even among those in the 
healthy group.
Conclusion: In the MetS group and the preliminary group, there were many individuals 
who gained weight; thus, it is necessary to �rst avoid becoming obese. On the other hand, 
there was a large proportion of individuals in the healthy group who lived inappropriate 
lifestyles; therefore, it is necessary to improve lifestyle habits regardless of their current 
health state.

Keywords: men under 40 years of age, metabolic syndrome, pre-metabolic syndrome, 
masked metabolic syndrome
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緒　言
　ロコモティブシンドローム（以下，ロコモ）は，
日本整形外科学会が2007年に運動とその健康を
守ることの重要性を啓発するために提唱した概念
で，「運動器の障害のために移動能力の低下をき
たした状態」1）と定義付けしている．立ち上がりテ
スト，2ステップテスト，ロコモ25の3項目から
なるロコモ度テストは，運動・感覚機能と痛みと
いう3つの尺度によって評価が可能になってお
り，幅広い年齢層に利用できる点が特徴である 2）．
ロコモの代表的な研究としては，40歳以上の地域
住民を対象としたYoshimuraら 3）のResearch on 
Osteoarthritis/osteoporosis Against Disability 
（ROAD）スタディが挙げられる．ロコモの該当率
は年齢の上昇とともに高くなっていき，移動機能
の低下が始まっていることを示すロコモ度1は，

急性期病院勤務職員の 
ロコモティブシンドロームの実態

大西真弓　吉岡慎司　高橋佳孝　清水幸裕

要　約
目的：病院に勤務する職員を対象にロコモティブシンドローム（ロコモ）の実態を明らかにし，その
予防のための対策を講じること．
方法：急性期病院Aに勤務する20～50歳代の職員239名（平均年齢39.20 ± 10.31歳），男性63名，
女性176名）に立ち上がりテスト，2ステップテスト，ロコモ25の3項目からなるロコモ度テストを
実施した．結果を年齢別，職種別，ロコモ度テストの該当項目別に集計し，SPSSを用いて統計解析
を行った．
結果：ロコモ該当者は62名で全体の25.9％を占めた．ロコモ該当者の割合は50歳代で40歳代の
約3倍に増加した．ロコモの該当項目では，看護師は50歳代でロコモ25単独，運動機能とロコモ
25の両方に該当する割合が高くなったが，医師，事務職，技術職では50歳代で運動機能単独によ
る該当割合が40歳代までと比べ高くなる傾向がみられた．看護師においては他職種と比較して有意
に女性が多いことと，疾患特異的・患者立脚型慢性腰痛症患者機能評価尺度（Japan Low Back Pain 
Evaluation Questionnaire: JLEQ）の結果で，50歳代で腰痛の程度が増加することから，腰痛がロコ
モ該当に関連していると考えられた．
結論：本研究では，年代によるロコモ該当率が既報とは異なっており，その理由として職種や性別
が関連していると考えられた．また，看護師は50歳代で腰痛がロコモ該当の要因として挙げられ，
腰痛予防がロコモ対策に重要であることが推察された．

キーワード　ロコモティブシンドローム，病院職員，腰痛

40歳以上の68％が該当することが報告され，き
わめて多くの中高年の男女に自覚症状のないまま
移動機能の低下が始まっていることが明らかと
なった．運動器疾患は，中高年で顕在化するとい
われているため，顕在化していない若年層から自
らの運動器の健康状態を客観的にとらえることは
重要である．近年，20歳代の若年層からの研究が
散見されるようになっており，脇本ら 4）は20歳代
から60歳代までの壮・中年期勤労者を対象にロ
コモの実態を調査したところ，ロコモの該当率は
29.0％であり，ロコモ該当者27名のうち20名
（74.1％）がロコモ25でロコモに該当したと報告
している．また，Tsurutaら 5）は20歳代から60歳
代のデスクワークを中心とする労働者を対象にロ
コモの実態を調査しており，22.8％がロコモに該
当し，腰と股関節に痛みがある者がそうでないも
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のに比べ有意にロコモ該当者が多かったと報告し
ている．一方，業務内容や職業の違いなどに着目
した勤労者に関するロコモの研究はまだ報告は少
なく，医療機関内の職員を対象としたロコモに関
する調査の報告は今までなされていない．
　そこで今回，医療機関Aに勤務する職員を対象
にロコモ度テストを実施した．医療機関は20歳
代から60歳代までと幅広い年代が勤務し，また
急性期病院では慢性期病院と異なり，患者層が幅
広くさまざまな職種が勤務し業務内容にも違いが
あるため，職種を問わず全職員を対象に調査する
ことで，産業保健においてロコモについての新た
な知見を見出すことができるのではないかと考え
た．また，高齢化率36.8％の地域における拠点
病院として全職員に実施することで，ロコモに対
する職員の認識を高め，ロコモ予防の重要性の理
解を深めることが期待できると考えた．

対　象
　病床数175床を有する急性期病院Aに勤務する
全職員253名を対象とした．なお，妊娠中や整形
外科疾患罹患中の者はロコモ度テストの適応外と
判断した．また，60歳以上の職員は5名のみであ
り，他の年代との統計比較が不適切と判断し解析
から除外した．最終的には，これらの人を除外し
調査に同意の得られた職員239名（実施率
94.5％）を対象とし解析を行った．職種は，看護
職（看護師・保健師），技術職（薬剤師・診療放射
線技師・臨床検査技師・管理栄養士・臨床工学士・
視能訓練士，歯科衛生士），リハビリ職（理学療法
士・作業療法士・言語聴覚士），医師（医師・歯科
医師），事務職（社会福祉士も含む），介護職（介護
福祉士，看護助手）とした．対象者数は，看護職
116名，技術職31名，リハビリ職28名，医師24
名，事務職22名，介護職18名であった．調査は
2017年4月～5月に実施した．

方　法
　病院に勤務する職員に対し，日本整形外科学会
公認のロコモ度テストを実施し，性別，年代，職
種に分けて検討を行った．ロコモ度テストの内容

は，台からの立ち上がりをみる「立ち上がりテス
ト」，歩幅をみる「2ステップテスト」，体の痛みや
意欲を問う25問の質問からなる「ロコモ25」の3
種から成り，運動機能や運動器の症状，生活機能
を評価する 6）．ロコモ度テストは，日本整形外科
学会が提唱する方法を用いて実施したが，今回
「立ち上がりテスト」については40cmの高さから
の片足で立ち上がりの可否のみ確認した．このテ
ストには，ロコモが始まった状態を示す「ロコモ
度1」と，ロコモが進行した状態を示す「ロコモ度
2」の2つのレベルの臨床判断値が設定されてい
る．以下のいずれかを満たした場合「ロコモ度1」
と判定した：立ち上がりテストで40cmの高さか
ら片足で立ち上がることができない，2ステップ
テストの値が1.3未満，ロコモ25の得点が7点以
上．今回は立ち上がりテストを除く以下のいずれ
かを満たした場合「ロコモ度2」と判定した：2ス
テップテストで1.1未満，ロコモ25の得点が16
点以上．また，ロコモ1・2いずれかが該当になっ
た者の該当項目について，要因を分析するために
以下の通り分けて検討した：客観的に運動機能を
評価している項目である立ち上がりテスト・2ス
テップテストのいずれかのみの該当を「運動機能
単独」，痛みや日常の生活機能を主観的に評価し
ている項目であるロコモ25のみの該当を「ロコモ
25単独」，ロコモ25と運動機能の両方の項目での
該当を「両方」とした．また，ロコモにおける腰痛
の関与を調べる目的で，2018年3月に当院が腰痛
の実態を把握する問診として全職員を対象に行っ
た疾患特異的・患者立脚型慢性腰痛症患者機能評
価尺度（Japan Low Back Pain Evaluation Question-
naire: JLEQ，日本整形外科学会ほか）を用い，年
代・職種別に総得点の平均点を比較した．JLEQは，
3つのドメイン（1．普段している作業や仕事の制
限，2．軽い動作の困難，3．心理的影響）を有する，
計30問の自記式の評価表である．最もよい機能
状態に対する回答肢を選択した場合は0点，最も
重症の機能状態に対する回答肢を選択した場合は
4点で，点数が高いほど，腰痛の程度が大きいこ
とを指している 7）．
　統計解析には，IBM SPSS Statistics 22.0（日本
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IBM，東京）を使用し，2群間の割合の比較にはχ 2

検定を，3群以上の多群間の比較にはクラスカル
ウォリス検定（下位検定として残差分析）を用い，
平均の比較には t検定を用いた．なお，p＜0.05
を有意差ありと判定した．
　検査の実施や得られた結果についての発表およ
び個人情報保護については，南砺市民病院医療倫
理委員会で承認（承認番号665-3）を得た．

結　果
　対象者は男性63名，女性176名であった．年
代は30歳代が最も多く72名，次いで40歳代の
61名，平均年齢は39.20±10.3歳であった．職種
間で男女比は異なり，看護師は男性9名（7.8％），
女性107名（92.2％）で，他のすべての職種と比べ
有意に女性が多かった（p＜0.01）．しかし，その
他の職種間では統計学的有意な差は認めなかっ
た．
　ロコモ度判定では，ロコモ度1が50名（20.9％），
ロコモ度2が12名（5.0％）でロコモ該当者は全体
の25.9％を占めた．性別では男性は63名中9名
（14.3％），女性は176名中53名（30.1％）と女性
に有意に多く（p＜0.05），平均年齢もロコモ該当
者は非該当者に比べて有意に高かった（p＜0.01）．

また，性別・年代別にみると，40歳代男性のロコ
モの該当が14名中1名（7.1％）であったが，50歳
代では12名中5名（41.7％）に，40歳代女性のロ
コモ該当が47名中11名（23.4％）であったが，50
歳代では40名中26名（65.0％）に増加した（表1）．
ロコモ該当者の年代別割合をみると，50歳代では
約60％が該当し，他の年代と比べ有意に高く（p＜
0.01），40歳代から50歳代の該当割合は約3倍に
上昇していた（図1）．また，職種別では，介護職
のロコモ該当割合が最も高く33.3％（18名中6名），
事務職が31.8％（22名中7名），看護職27.6％
（116名中32名）の順であったが，統計的な有意差
は認めなかった．ロコモ該当者の職種・年代別の
ロコモ該当割合をみると，看護師のロコモ該当者
32名中16名（50.0％），医師のロコモ該当者5名

表1　対象者の概要とロコモ該当者・非該当者の内訳
ロコモ該当 ロコモ非該当

p値
男性 女性 男性 女性

性別 9 53 54 123 ＜0.05
年代
　20歳代 0  4 17 33
　30歳代 3 12 17 40
　40歳代 1 11 13 36
　50歳代 5 26  7 14
年齢 46.0 ± 9.71 36.8 ± 9.46 ＜0.01
BMI 22.9 ± 3.93 21.7 ± 3.59 0.137

図1　ロコモ該当者の年代別割合
（　）内の数値はロコモ該当者／対象者（名）．
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中4名（80.0％），技術職のロコモ該当者8名中8
名（100％）が50歳代であり，いずれも同職種の他
の年代と比較し有意に割合が高かった（p＜0.01）．
　次に，ロコモ該当者を年代別・該当項目に分け
て検討した．運動機能については，2ステップテ
ストで該当した者は30歳代介護職と50歳代看護
師の2名のみであり，その他の運動機能について
はすべて立ち上がりテストで該当していた．30歳
代，40歳代ではロコモ該当者のなかでロコモ25
単独の該当割合（60.0％，58.3％）が，運動機能
単独（26.7％，33.3％）や両方の該当割合（13.3％，
8.3％）と比べて有意（p＜0.01）に高かったのに対
し，50歳代ではロコモ25単独の該当割合は32.3％
に低下し，運動機能単独（35.5％），両方の該当割
合（32.3％）とほぼ同じであった（図2）．これを職
種別でみると，看護師では40歳代と比べ50歳代
で運動機能単独の該当割合が42.9％から12.5％に
低下し（有意差なし），両方の該当割合は14.3％
から43.8％に増加，ロコモ25単独の該当割合は
42.9％から43.8％とわずかに増加した．一方，
医師，事務職，技術職では，50歳代で運動機能
単独による該当割合が高かった（図3）．

　JLEQでは，看護師67.1％，介護職66.7％，事
務職58.3％に腰痛があると回答し，JLEQ得点の
平均は看護師が最も高く，年代が上がるにつれて
平均得点の上昇がみられた．特に，リハビリ職以
外すべての職種で40歳代から50歳代にかけて得
点が上昇し，看護師は8点から16.8点に，事務職
は6.3点から10.6点に有意（p＜0.05）に得点の上
昇がみられ，看護師および事務職は他職種よりも
50歳代での腰痛の程度が増加することが分かっ
た（図4）．また，JLEQの小項目「腰の痛みによる
生活上の問題」の17項目について確認すると，看
護師の50歳代の30名中23名（76.7％）は，程度は
さまざまだが何らかの腰の痛みによる生活上の問
題を持っており，30歳代は28名中14名（50.0％），
40歳代は37名中23名（62.2％），と年代が上がる
につれて上昇することが分かった（結果は表示せ
ず）．

考　察
　今回の調査では，ロコモの該当率は25.9％で
あり，20歳から50歳代の勤労者を対象とした脇
本ら 4），Tsurutaら 5）の既報における該当率と同様

図2　ロコモ該当者の年代別該当項目割合
（　）内の数値はロコモ該当者／対象者（名）．
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図3　ロコモ該当者の年代別，職種別該当項目割合
（　）内の数値はロコモ該当者／対象者（名）．
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であった．大規模スタディのYoshimuraら 3）の報
告（ROADスタディ）では，ロコモの該当率は年齢
とともに段階的に高くなっており，ロコモ度1で
40歳代では男性35.1％，女性44.1％，50歳代で

は男女とも約50％程度であったと報告している
が，今回の調査では，ロコモ該当者は20歳代か
ら40歳代までは7～20％前後であったが，50歳
代では59.6％と有意に高率になることが明らか
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となった．この傾向は，50歳代の職員が4名以上
いる看護師，事務職，医師，技術職いずれにおい
ても認められ，病院の職員全体の共通した傾向で
あった．しかしながら，ロコモの該当項目別の解
析では，看護師と医師，技術職，事務職では内容
が異なっていた．看護師では50歳代まで運動機
能単独の該当割合は年齢とともに低下し，50歳代
でロコモ25単独，両方の該当割合が増えている
のに対し，医師，技術職，事務職は，50歳代で運
動機能単独の該当割合が増加していた．この違い
に関しては，看護師は有意に女性が多いという性
差の影響，また業務内容の違いによる影響もある
のではないかと考え，今後更なる検討が必要であ
ると考えている．
　今回，運動機能については2ステップテストに
該当したのは2名のみであった．運動機能は主に
立ち上がりテストでの該当となるが，このテスト
は下肢筋力を評価する指標であり下肢筋力低下に
よる影響が考えられる．伊藤ら 8）の調査によると，
立ち上がりテストによる該当率は，40～49歳で

21.6％，50～59歳で25.0％であると報告してお
り，明らかに今回の調査での医師，技術職，事務
職は50歳代で運動機能単独での該当率は高率で
あるといえる．伊藤らの調査は，都市部地域の壮
年期の住民を対象にしており，今回我々が対象と
した病院勤務職員は，中山間地域在住で通勤には
すべての職員が自動車を使用しており，生活環境
の違いから日常生活での活動量に差があることが
影響していると考えている．また，原田ら 9）は，
女性は中年期（45歳～64歳）以降で筋肉量の有意
な低下がみられ，特に下肢において著明であった
と報告しており，さらに下方ら 10）の調査では，総
身体活動量，余暇身体活動量，運動によるエネル
ギー消費量，1日の歩数が多いとロコモとなって
いる可能性は低かったと報告している．50歳代は
筋肉量が低下しやすい時期ではあるが，1日の歩
数が少ない生活背景で座位時間が比較的長い医師
や技術職，事務職の業務内容による活動量の差が
影響しているのではないかと推察された．菱井 11）

の研究では，後期高齢者の座位時間が長くなるに

図4　年代別職種別JLEQ得点の平均点
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したがって，Time UP ＆ Goテスト（下肢筋力，
バランス，歩行能力などの日常生活機能を総合評
価するテストで，腰かけた状態から立ち上がり，
3mを心地よい早さで歩き，折り返してから再び
深く着座するまでの所要時間を測定）が長くなり，
重回帰分析でも有意な正の相関関係を認めたと報
告している．座位時間が長くなれば下肢筋力が低
下していく可能性は高くなると考えられるが，今
後は業務の内容も含めた検討が重要になってくる
と考えられる．
　今回の研究では対象者の約半数が看護師であ
り，腰痛の発生リスクが高い対象であると考えら
れるが，実際，JLEQの結果から50歳代の看護師
でロコモ25が示す自覚症状に腰痛が関連してい
たと考えている．Yoshimuraら 12）の大規模住民コ
ホートLOCOMOスタディによると，腰痛がある
者の割合は全体で37.7％であり，女性が有意に
多く，また40歳以降の各年代では30％を超えて
いるが年齢による変化は少ないと報告している．
また，松平ら 13）の研究では，日常生活に影響した
運動器の疼痛で，腰痛は看護師で30％，デスク
ワーカーで22％の有病率であったと報告してい
る．JLEQの結果を小項目「腰の痛みによる生活上
の問題」の17項目についてさらに確認すると，看
護師50歳代は，程度はさまざまだが何らかの腰
の痛みによる生活上の問題を持っていた．つま
り，看護師は一般住民女性と異なり年代が上がる
につれて腰痛の有病率が上昇しており，そのこと
がロコモ25に反映され，看護師の50歳代での急
激なロコモ該当率の上昇という特有の変化につな
がっているのではないかと考えている．近年，ロ
コモ該当と腰痛の関連を示す研究が報告されるよ
うになっており，Akahaneら 14）は，30～90歳の
747名を対象に，筋骨格疾患，うつ状態，高血圧
等がロコモに与える影響を調査したところ，腰痛
によりロコモ25にて診断したロコモのリスクが
増加することを報告している．また，Nishimura
ら 15）は，715名の勤労者を対象に立ち上がりテス
ト，2ステップテスト，ロコモ25により診断した
ロコモでは膝痛や身体的活動性に加え腰痛が関連
していたと，ロコモと腰痛の関連性について報告

している．今回，50歳代になるとロコモ該当者が
増加するという結果は，看護師に比較的特有の現
象であると考えているが，これは看護師の業務を
反映しているのではないかと推察している．看護
師は20歳代から大半が立ち仕事であり，また患
者を移乗する動作や排泄の介助など筋肉を使うこ
とも多いため，筋力は40歳代まで比較的保たれ
るが，その業務内容から腰部への負担が蓄積し，
50歳代で生活に支障をきたすなどの痛みや障害
となって表れるのではないかと考えられる．ま
た，リハビリ職や介護職でも腰部など体に負荷が
かかる業務を行う職種は，若い年代でロコモ25
単独が該当項目として挙げられていることも同じ
理由であると思われる．事務職においては，50歳
代で運動機能単独の該当割合は高いものの，30～
50歳代でロコモ25単独での該当がみられており，
前述したTsurutaら 5）の研究と同様に，JLEQの結
果からも腰痛の影響があるのではないかと考えら
れる．
　腰痛は，厚生労働省が公表する業務上疾病の発
生件数で全職業性疾病の約6割を占めており 16），
産業保健分野において予防対策は非常に重要であ
る．厚生労働省は平成25年に19年ぶりに「職場に
おける腰痛予防対策指針」17）を改訂した．その背
景には，保健衛生業，特に社会福祉施設等，介護
分野における腰痛発生件数の増加が挙げられると
いう．今回の結果から，職務内容によっては，下
肢筋力向上を目的としたロコトレでだけでなく，
むしろ腰痛予防がロコモ予防に重要であることが
示唆され，腰痛を発症させないよう入職時早期か
らの腰痛予防教育や，筋疲労の回復や柔軟性を高
める腰痛予防体操を取り入れるなど，腰痛予防対
策を講じていくことが重要であると考えられた．
　本研究は，対象者のうち看護師が半数以上であ
り他職種との人数に偏りがあり，看護師以外の職
種では人数が不十分なため一部の少数者に割合が
引き上げられ，統計解析にもその影響が生じてい
る可能性がある．職種別の性差では看護師が他職
種と比べ有意に女性が多かったことが，職種間の
検討に有意な影響を与えた可能性があり，今後男
女間の違いを考慮した検討が必要である．また，
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各職種の個々の具体的な業務内容については十分
に把握できておらず，対象者の1日の歩数や座位
時間など詳細な活動量も調査して，業務上の活動
量とロコモの関連について解析すべきであると考
えている．
　今回は自施設での調査であり，2ステップテス
ト，立ち上がりテストの評価者は対象者と同じ医
療機関に勤務する職員であったため，評価の際に
バイアスが生じていた可能性がある．
　今後，定期的に職員のロコモを再検査していく
ことにより，個人ごとのロコモ度の時間的推移を
検討するだけでなく，今回明らかにできなかった
点について解析していきたいと考えている．

結　語
　本研究では，ロコモ該当率は年齢とともに段階
的に高くなるという既報とは異なり，他の年代と
比べて50歳代で有意に高率になることが明らか
となり，その理由として職種や性別が関連してい
ると考えられた．また，看護師は50歳代で腰痛
がロコモ該当の要因として挙げられ，腰痛予防が
ロコモ対策に重要であることが推察された．

利益相反
　筆頭者，共著者において，開示すべき利益相反
はない．
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A Survey of Locomotive Syndrome among the Sta� of  
an Acute Care Hospital

Mayumi Onishi, Shinji Yoshioka, Yoshitaka Takahashi, Yukihiro Shimizu

Nanto Municipal Hospital

Abstract
Objective: To survey the true prevalence of locomotive syndrome (Locomo) among the 
sta� working in a hospital in order to consider counterplans for its prevention.
Methods: �e levels of Locomo among the sta� of an acute care hospital were examined by 
conducting Locomo tests (testing the ability to stand, two-step test, and administration of 
the Locomo 25 questionnaire) in 239 sta� members in their 20s to 50s (average age, 39.20 ± 
10.31 years; 63 men and 176 women). �e results were analyzed by age and occupation, 
and statistical analysis was performed using SPSS.
Results: �e Locomo test revealed that 62 sta� members (25.9%) had Locomo. �e per-
centage of individuals in their 50s with Locomo increased by approximately three times 
that of those in their 40s. When analyzed by applicable items, the percentages of Locomo 
25 alone and both motor function and Locomo 25 increased in nurses in their 50s, while 
the doctors, o�ce workers, and technical sta� showed a signi�cant increase in the propor-
tion of decreased motor functions alone in their 50s in comparison with that in their 40s or 
younger. �e results of the Japan Low Back Pain Evaluation Questionnaire suggested that 
low back pain was related to Locomo in nurses in whom the proportion of women was sig-
ni�cantly higher than that in other occupations.
Conclusions: In this study, the rates of Locomo by age group were di�erent from those re-
ported previously, possibly due to the di�erences in occupation and sex analyzed. For nurs-
es, as back pain may have been a factor causing Locomo in their 50s, measures of back pain 
are important for the prevention of Locomo.

Keywords: locomotive syndrome, hospital sta�, low back pain
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2021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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2021年度　二日ドック基本検査項目表
区分 項　目 備　　　　　考

必
　
須
　
項
　
目

身
体
計
測

身　　　　　長
体　　　　　重
肥　　満　　度

B M I
腹　　　　　囲

生
　
　
理

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

Ⅹ
線
・
超
音
波

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

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

生

化

学

総  　蛋　  白
ア ル ブ ミ ン
クレアチニン

eGFR
尿　　　　酸

総コレステロール
HDLコレステロール
LDLコレステロール

Non-HDLコレステロール
中　性　脂　肪
総 ビ リ ル ビ ン

AST（GOT）
ALT（GPT）

γ -GT（γ -GTP）
ALP

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

血
液
学

赤　　血　　球
白　　血　　球
血　　色　　素
ヘマトクリット

MCV
MCH

MCHC
血　小　板　数

血
清
学

CRP 　定量法
血液型（ABO　Rh） 　本人の申し出により省略可

HBs抗原 　本人の申し出により省略可

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

便 潜　　　　血 　免疫法で実施（2日法）
問
診
・
診
察

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

医　師　診　察 　胸部聴診、頸部・腹部触診など。　＊2

判
定
・
指
導

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

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

オ
プ
シ
ョ
ン
項
目

上部消化管内視鏡 　＊3
乳房診察+マンモグラフィ 　乳房診察は医師の判断により省略することも可。乳房診察+乳腺超音波
婦人科診察+子宮頚部細胞診 　検体採取は医師が実施すること。

PSA
HCV抗体 　＊4

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

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

D要医療
D1要治療・
D2要精検　＊1

E治療中
＊8

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

腹　囲 cm
男性 84.9以下 85.0以上

女性 89.9以下 90.0以上

血　圧
（2回測定 :平均値） mmHg

収縮期 129以下 130–139 140–159 160以上

拡張期 84以下 85–89 90–99 100以上

心拍数（仰臥位） 回 /分 45–85 40–44、86–100 39以下、101以上

視力（裸眼、矯正両方の場合は矯正で判定）
（悪い側で判定） 1.0以上 0.7–0.9 0.6以下

聴力 dB
1000Hz 30以下 35 40以上

4000Hz 30以下 35 40以上

呼吸機能
（スパイロメトリー）
小数点1ケタ表記に変更
＊2

1秒率（%） 70.0以上 69.9以下

%1秒量（予測1
秒量に対する%）

80.0以上
（1秒率70.0%以上）

79.9以下
（1秒率70.0%以上）

または
80.0以上

（1秒率69.9%以下）

79.9以下
（1秒率69.9%以下）

%肺活量（%） 80.0以上 79.9以下

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

アルブミン g/dL 3.9以上 3.7–3.8 3.6以下

クレアチニン
（eGFRを優先して判定）
（小数点2ケタ表記に変更）

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

女性 0.70以下 0.71–0.79 0.80–0.99 1.00以上

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

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

HDLコレステロール mg/dL 40以上 35–39 34以下

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

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

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

AST（GOT） U/L 30以下 31–35 36–50 51以上

ALT（GPT） U/L 30以下 31–40 41–50 51以上

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

FPG（血漿）
空腹時血糖 mg/dL FPG：99以下

かつ
HbA1c：5.5以下

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

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

FPG：126以上
かつ

HbA1c：6.5以上HbA1c（NGSP） %　＊4

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

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

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

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

梅毒反応 陰性 陽性

HBs抗原 陰性 陽性

HCV抗体 陰性 陽性

尿蛋白 （－） （±） （＋）　＊5 （2＋）以上 

尿潜血 （－） （±） （＋）　＊5 （2＋）以上

尿糖 （－） （±）以上

尿沈渣　＊6

便潜血　2日法 1日目・2日目 （－） いずれか（＋）

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

＊＊7

ASC-US，＊＊7
ASC-H，LSIL， 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

略語 HPF（high power �eld）、WF（whole �eld）
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日本人間ドック学会学術大会（および前身の）開催記録

通算
回数 名　　　称 会　　　期

年　月　日
主 催 者
学 会 長

所　　属
（職　　名） 会　場（開催地）

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

36. 9.29－30 〃 〃 都道府県会館 東 京

4 短期人間ドック医療担当者講習
会・研究会

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

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

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

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

ホール
東 京

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

健康管理学教室教授
電気ホール 福 岡

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

育科学センター教授
名古屋市中小企業振興会館 名古屋

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

日本青年館 東 京

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

ター所長
ニュースカイホテル 熊 本

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

広島国際会議場 広 島
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通算
回数 名　　　称 会　　　期

年　月　日
主 催 者
学 会 長

所　　属
（職　　名） 会　場（開催地）

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

イアンス理事長
ロイトン札幌
北海道厚生年金会館

北海道

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

ホテルメトロポリタン秋田
秋 田

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

沖 縄

48 19. 8.30－31 中村　治雄（財）三越厚生事業団
常務理事

ロイヤルパークホテル
三越劇場

東 京

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

徳 島

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

グランドプリンスホテル
赤坂

東 京

51 22. 8. 26－ 27 吉田　　威 吉田病院
理事長・病院長

旭川市民文化会館
旭川グランドホテル

北海道

52 23. 8. 25－ 26 大道　道大 森之宮病院
院長

大阪国際会議場 大 阪

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

東京国際フォーラム 東 京

54 25. 8. 29－30 堺　　常雄 聖隷浜松病院
総長

アクトシティ浜松，
オークラアクトシティホテル浜松

浜 松

55 26. 9. 4－ 5 寺坂　禮治 福岡赤十字病院
病院長

福岡国際会議場 福 岡

56 27. 7.30－31 土屋　　敦 医療法人 相和会
理事長

パシフィコ横浜 横 浜

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

まつもと市民芸術館，ホテルブエ
ナビスタ，松本東急REIホテル

松 本

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

大宮ソニックシティ，
パレスホテル大宮

大 宮

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

朱鷺メッセ，
ホテル日航新潟

新潟

60 1. 7.25－26 井上　和彦 淳風会健康管理センター
センター長

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

岡山

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，Microso� Word他のオンラインシステムにアップロード
可能なファイル形式で作成してください．
　アップロード可能なファイル形式：doc（docx），xls（xlsx），ppt（pptx），jpg，ti�，gif，ai，eps，psd
また，ファイル名は，必ず，半角英数字で入力し，拡張子をつけてください．
　ファイル名の例：honbun.doc.，zu1.jpg.，hyou1.xls.等
ご使用になったMicroso� O�ceのバージョンを，「カバーレター」（アップロードする際の頭書きを記

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

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

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

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

ver17 for Windowsを用いた．
4．投稿論文の書き方
（a）論文記載の順序，形式
（1） タイトル頁：題名，著者名，所属機関，所在地および筆頭著者の職種，氏名，連絡先（Tel，Fax，



89 ( 767 )人間ドック　Vol.35  No.5  2021年

E-mail），別刷りの希望部数を書いてください．なお，題名，著者名，所属機関には英文を併記し
てください．

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5．原稿の採択
受け付ける原稿は投稿規定に従ったものとします．投稿規定に従っているかは，オンライン上に投稿
用チェックリストがありますのでチェックしてください．投稿規定に従っていないものは受理せず返却
しますので投稿規定に従って書き直しをして再提出してください．受理した原稿の採否および掲載順序
は編集委員会が決定いたします．査読終了後の再投稿は，3カ月以内とします．それ以後は新規論文と
して扱います．
6．原稿の校正
校正は初校のみを著者校正としますが，校正に際しては原則として文章の書き換え，図，表の変更は
認められません．
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7．別刷り
別刷りを希望する場合は投稿時に申し込んでください．
30部までは無料ですので，「100部希望：30部（無料）＋70部」のようにタイトルページに明記してく
ださい．なお，有料分は20部から10部単位で受け付け，1部100円（税別）をいただきます．
8．掲載料
刷り上がり原著6頁，症例報告・短報4頁，臨床経験（活動報告）6頁，総説8頁，Letters to the Editor
半頁までの費用は当学会の負担とします．それ以上の頁の費用については，1頁ごとの超過掲載料
10,000円を著者の実費負担としていただきます．
また，図，表のトレースが必要だった場合や，カラー印刷を希望される場合の費用も著者の実費負担
となりますので留意してください．
9．著作権
論文の内容については，論文の筆頭者が著作者の人格権を代表し，実質的な責任を負います．
また，論文が受理され，本誌に掲載された論文の版権は当学会に委譲されますので，著作権委譲に関
する用紙（投稿承諾書）に著者全員の署名をし，投稿時にオンラインシステムにアップロードするか，ま
たは郵送にて提出して下さい．投稿承諾書は綴り込みのもの（コピー可）を使用するか，本学会ホームペー
ジからダウンロードして使用して下さい（手順：学会ホームページ→学会誌→投稿規定→投稿承諾書）．
なお，本誌に掲載された論文は当学会ホームページに掲載いたします．

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

11．発行月
本誌の発行は年5回（原則6月，8月，9月，12月，3月）とし，8月号は日本人間ドック学会学術大会抄
録集とします（ただし，日本人間ドック学会学術大会の開催日により，抄録集の発行月が変わる場合が
あります）．
12．オンライン投稿先
原稿は，以下のオンライン投稿・査読システム（ScholorOne Manuscripts）よりご投稿ください．
http://mc.manuscriptcentral.com/ningendock
　
　（問い合わせ先）※2020年4月1日より，編集部は以下に変更となりました．
　　　〒110-0005 東京都台東区上野3丁目22番4号 MOTビル6階
　　　　　　　　 レタープレス株式会社 東京営業所内 日本人間ドック学会誌「人間ドック」編集部
　　　　　　　　 TEL：03-5817-8617　　FAX：03-5817-8618
　　　　　　　　 E-mail：nd_sadoku@letterpress.co.jp

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

総説，Letters to the Editorなどで，他誌に発表されていないものに限ります．特別寄稿は原則として編集
委員会からの依頼論文とします．また，編集委員会の判断で投稿区分の変更をお願いすることがあります．
なお，臨床研究に関する論文は1964年のヘルシンキ宣言（以後の改定を含む）の精神に則ったもので
なければなりません．すなわち，論文の内容が疫学研究あるいは臨床研究の場合は，その研究計画が自
施設の倫理委員会あるいは日本人間ドック学会倫理・利益相反委員会の承認を得ていること，ならびに
対象者のインフォームド・コンセントが得られていることが必要です．また，そのことを本文中に記載
してください．症例報告の場合は，受診者のプライバシーに十分配慮し，インフォームド・コンセント
を得た上で投稿してください．
2．投稿資格
投稿者は本学会正会員，施設会員，および名誉会員とします．編集委員会が特に認めたものは，この
限りではありません．
3．投稿様式
投稿原稿はワードプロセッサーを使用し，本文はA4判用紙にMS明朝体，12ポイント，和文は全角，英・
数字は半角で，40字×20行の横書きとし，CD-ROMでの提出を原則とします．またプリントアウトし
た原稿を2部添付してください．なお，CD-ROMには使用したOS （WindowsまたはMacintosh），使用
ソフトウェア名とそのバージョン番号を明記してください．
論文の長さは題名，和文・英文要約，図，表，写真，文献を含み，原著刷り上がり6頁（12,000字）以

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

（c）投稿原稿の部数
投稿原稿は2部，CD-ROMは1部提出してください．

5．原稿の採択
受け付ける原稿は投稿規定に従ったものとします．投稿規定に従っているかは，投稿用チェックリス
トでチェックしてください．投稿規定に従っていないものは受理せず返却しますので投稿規定に従って
書き直しをして再提出してください．受理した原稿の採否および掲載順序は編集委員会が決定いたしま
す．査読終了後の再投稿は，3カ月以内とします．それ以後は新規論文として扱います．なお，採用さ
れた原稿等の返却は原則としていたしません．
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6．原稿の校正
校正は初校のみを著者校正としますが，校正に際しては原則として文章の書き換え，図・表・写真の
変更は認められません．
7．別刷り
別刷りを希望する場合は投稿時に申し込んでください．
30部までは無料ですので，「100部希望：30部（無料）＋70部」のようにタイトルページに明記してく
ださい．なお，有料分は20部から10部単位で受け付け，1部100円（税別）をいただきます．
8．掲載料
刷り上がり原著6頁，症例報告・短報4頁，臨床経験（活動報告）6頁，総説8頁，Letters to the Editor
半頁までの費用は当学会の負担とします．それ以上の頁の費用については，1頁ごとの超過掲載料
10,000円を著者の実費負担としていただきます．
また，図，表のトレーシング，カラー写真の印刷の費用も著者の実費負担となりますので留意してく
ださい．
9．著作権
論文の内容については，論文の筆頭者が著作者の人格権を代表し，実質的な責任を負います．
また，論文が受理され，本誌に掲載された論文の版権は当学会に委譲されますので，著作権委譲に関
する用紙（投稿承諾書）に著者全員の署名をし，投稿時に郵送にて提出して下さい．投稿承諾書は綴り込
みのもの（コピー可）を使用するか，本学会ホームページからダウンロードして使用して下さい（手順：
学会ホームページ→学会誌→投稿規定→投稿承諾書）．
なお，本誌に掲載された論文は当学会ホームページに掲載いたします．

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

利益相反（COI）自己申告書は綴り込みのもの（コピー可）を使用するか，本学会ホームページからダウン
ロードして使用して下さい（手順：学会ホームページ→学会誌→投稿規定→利益相反（COI）自己申告書）．
11．発行月
本誌の発行は年5回（原則6月，8月，9月，12月，3月）とし，8月号は日本人間ドック学会学術大会抄
録集とします（ただし，日本人間ドック学会学術大会の開催日により，抄録集の発行月が変わる場合が
あります）．
12．原稿送付先
原稿は次の宛先へ郵便書留，レターパックもしくは宅配便でお送りください．
　　　※2020年4月1日より，編集部は以下に変更となりました．
　　　〒110-0005 東京都台東区上野3丁目22番4号 MOTビル6階
　　　　　　　　 レタープレス株式会社 東京営業所内 日本人間ドック学会誌「人間ドック」編集部
　　　　　　　　 TEL：03-5817-8617　FAX：03-5817-8618
　　　　　　　　 E-mail：nd_sadoku@letterpress.co.jp

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

［改訂日：令和2年9月4日］
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「人間ドック」投稿用チェックリスト

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

論文作製について

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

 文献，図表の題名・説明の順になっているか

□ タイトル頁（表紙）を1ページ目とした，ページを入れたか

□ 本文と図表は別ファイルに保存したか

タイトル頁（表紙）に次の項目を記載したか

□ 和文の題名，著者名，所属施設名，所属地

□ 英文の題名，著者名，所属施設名

□ 筆頭著者の氏名，職種，連絡先，メールアドレス

□ 別冊希望部数

□ 共著者の氏名，所属施設名，施設住所

和文要約（2ページ目）

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

□ 和文キーワード（4個以内）をつけたか

英文要約（3ページ目）

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

□ 内容は和文要約と一致しているか

□ 英文キーワード（4個以内）をつけたか

□ 英文要約の作成を学会に依頼する場合には，その旨を記載したか

本文（4ページ目以後）

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

□ Ｉ，1，1）などの箇条書きにしていないか
 　　注：原著論文では，本文の内容を箇条書きにしない
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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

キ
リ
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線
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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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線
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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 �eld of ningen dock and 
related areas not previously published or being considered for publication elsewhere, except as abstracts. 
�e manuscripts published in Ningen Dock will appear on the website of our society.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Types of articles
Original articles: An original article should not exceed 4,000 words, and should be arranged as follows: 
Abstract, Objective, Methods, Results, Discussion, (Limitations), (Conclusions), 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 �rst three authors, followed by “et al.” if there are other coauthors, the complete title, 
abbreviated journal name according to Index Medicus, volume, beginning and end pages, and year should 
be included. For books, the names and initials of the �rst three authors, followed by “et al.” if there are 
other coauthors, the complete title, book name, edition number, beginning and end pages, name and city 
of publisher, and year should be included. Examples of references are given below.
Journal: Ishizaka N, Ishizaka Y, Nagai R, et al.: Association between white cell count and carotid 
arteriosclerosis in Japanese smokers. Atherosclerosis 2004; 175: 95-100.
Book: Kaplan NM: Measurement of blood pressure. In: Kaplan NM(ed), Kaplan's Clinical Hypertension. 
7th ed., Lippincott William & Wilkins, Philadelphia, 2002, 25-55.

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

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

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

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

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

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

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

Categories of manuscript:

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

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

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

  □ 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 a�liations without title of MD, PhD, etc

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

  □ Running title not more than 50 characters.

Abstract:

  □ Not more than 250 words.

  □ Arranged in the order of Objective, Methods, Results, and Conclusions.

  □ Up to four key words.

Text of paper:

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

  □ Measurements are expressed in SI units.

  □ Abbreviations are spelled out at �rst usage.

References:

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

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

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

  □ All abbreviations used are explained in footnotes.

Figures:

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

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

Submission:

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

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

  □ All pages are numbered.

Date:

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

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

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

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

3. Signature of all authors : 

Name (print) Signature Date 
( A                           )

Name (print) Signature Date 
( A                           )

Name (print) Signature Date 
( A                           )

Name (print) Signature Date 
( A                           )

Name (print) Signature Date 
( A                           )

Name (print) Signature Date 
( A                           )

Name (print) Signature Date 
( A                           )

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

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

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

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



115 ( 793 )人間ドック　Vol.35  No.5  2021年

「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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小林　伸行‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 739
小林　裕美‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 145
小林　亮‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 713
小松原　祐介‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 704
小山　和貴‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 739
近藤　恭子‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 620

 さ  
齋藤　幹郎‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 47
齋藤　泰紀‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 586
齋藤　良範‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 47
斎藤　静香‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 217
坂井　春男‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 692
佐々木　寛‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 540
佐々木　幸恵‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 586
佐々木　良輔‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 578

佐田　伸夫‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 60
佐藤　梓‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 570
佐藤　千鶴‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 612
佐藤　美香‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 586
澤田　威男‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 170

 し  
塩ノ谷　朱美‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 177
柴田　香緒里‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 47
柴田　優子‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 203
島津　将‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 739
清水　信義‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 60
清水　幸裕‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 748
庄司　久美‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 47
城村　宏美‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 145
陣内　由紀‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 570

 す  
末岡　恵理‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 631
末田　南‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 145
菅原　悦子‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 562
杉森　裕樹‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 74
鈴木　沙織‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 704
鈴木　智史‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 54
鈴木　俊彦‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 724
鈴木　晴美‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 692
須藤　恭弘‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 612
須藤　篤志‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 145

 せ  
善家　新太郎‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 24
千田　裕子‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 731

 そ  
曽根　博仁‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 704
園尾　広志‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 713
祖父江　友孝‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 74

 た  
田内　慎一‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 38
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高倉　玲奈‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 210
髙瀬　聖子‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 145
髙橋　里美‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 586
高橋　佳孝‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 748
高橋　理香‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 155
瀧澤　弘隆‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 731
瀧野　雅俊‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 145
竹澤　二郎‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 177
武田　季代‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 586
竹田　しのぶ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 713
武田　三昭‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 145
武冨　勝郎‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 33
太斎　幸子‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 586
田尻　牧子‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 164
田代　稔‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 704
田添　貴子‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 145
田中　幸子‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 74
田中　仁朗‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 713
田中　良一‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 724
谷口　信行‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 170
谷田　真紀子‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 713
田村　拓也‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 552
田村　宜子‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 570

 ち  
千葉　あかね‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 612

 つ  
塚田　紀子‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 164
津下　一代‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 704
辻本　直美‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 552
土屋　敦‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 739
津畑　宏明‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 170
坪井　りえ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 177

 て  
照井　文‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 66

 と  
道家　充‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 38
戸川　竜志‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 620

 な  
中居　賢司‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 724
長尾　啓一‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 731
中西　隆子‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 698
中野　稔雄‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 698
仲野　敏彦‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 731

 に  
西　律子‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 210
西川　晋史‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 631
西川　朋希‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 552
西山　里枝‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 185

 ね  
根本　克幸‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 217

 の  
野崎　浩二‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 66
能城　毅‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 54
納多　英里‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 631
野波　善郎‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 164
野俣　浩一郎‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 33

 は  
橋爪　直紀‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 177
橋本　康二‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 724
長谷部　靖子‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 24, 185, 194, 603
畑中　智花‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 33
畑中　亮二‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 552
羽田野　今日子‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 185
旗持　芙美‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 66
濱田　桂‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 739
濵田　美津子‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 33
濵西　大成‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 692
林　久仁彦‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 38
林　建男‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 66
早原　千恵‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 698
原　茂子‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 132
春木　匠‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 704
春間　賢‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 60
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春山　康夫‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 155

 ひ  
東川　美幸‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 33
日山　亨‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 685
平岡　久豊‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 210
平野　杏‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 210
平山　美雪‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 620

 ふ  
婦木　祐市‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 713
福井　敏樹‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 578, 683
房崎　哲也‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 724
藤井　清孝‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 731
藤田　剛‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 562
藤本　敬‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 210
藤原　和哉‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 704
古林　愛子‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 210

 ほ  
王　紅兵‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 145

 ま  
前田　麻衣‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 164
牧野　和香奈‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 210
正野　宏樹‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 47
町原　美希子‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 164
松木　直子‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 603
松田　堯‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 586
松永　由紀子‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 164
松村　周治‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 578
松村　ゆかり‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 552
松本　智美‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 66
松本　由美‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 210
丸岡　秀範‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 145
丸山　美江‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 578
萬造寺　知子‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 739

 み  
三浦　猛‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 217

三上　香緒里‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 612
三木　隆‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 698
三木　扶久子‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 704
岬　昇平‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 552
水窪　由美子‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 562
水野　真希‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 203
三田　修‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 724
三田　享子‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 724
光永　裕子‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 540
光宗　皇彦‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 60
峰山　幸子‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 620
三原　修一‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 74
宮崎　雅也‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 33
宮田　美里‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 620
宮田　由加利‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 552
宮脇　昌美‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 210
宮脇　龍一郎‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 203

 む  
武藤　繁貴‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 5
村上　晶彦‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 724
村山　佳緒理‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 612

 も  
本井　正代‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 155
本橋　美紀‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 217
森　麻依子‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 586
森島　淳之‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 210
森田　和子‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 155
森野　禎浩‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 724
森元　栄子‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 164
森元　宏樹‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 562

 や  
八木　完‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 24, 185, 194, 603
安武　裕栄‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 217
八田　智美‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 164
山内　一裕‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 578
山上　孝司‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 145
山口　和也‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 731
山口　麻紀子‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 570
山口　理惠‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 713
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山﨑　理与‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 552
山﨑　円‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 177
山田　昇司‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 177
山田　俊幸‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 170
山田　愛美‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 164
山橋　直子‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 620
山本　一郎‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 698
山本　一帆‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 210
山本　和美‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 177
山本　晃大‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 54
山本　正之‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 631
山本　陽児‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 24

 よ  
横山　紘一‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 47
吉岡　邦浩‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 724
吉岡　慎司‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 748
吉永　好恵‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 217
四倉　淑枝‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 570
米田　恵李‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 145

 わ  
若松　弘之‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 170
渡辺　明彦‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 562
渡辺　彰‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 586
渡邉　早苗‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 24, 185, 194, 603
渡辺　直也‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 562
渡部　洋行‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 739
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人間ドック第 35巻 著者名索引（英文）

 A  
Aiko Furubayashi ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 216
Akane Chiba ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 619
Akemi Goto ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 53
Akemi Oku ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 640
Akemi Shionoya ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 184
Akihiko Murakami ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 730
Akihiko Watanabe ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 569
Akiko Abe ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 53
Akiko Iwao ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 577
Akira Watanabe ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 594
Anzu Hirano ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 216
Arisa Enomoto ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 209
Asami Oshima ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 561
Atsuko Ohashi ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 65
Atsushi Kano ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 730
Atsushi Kikuchi ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 53
Atsushi Sudou ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 154
Atsushi Tsuchiya ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 747
Atsuyuki Morishima ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 216
Aya Irie ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 747
Aya Terui ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 73
Ayaka Ikemizu ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 209
Ayako Uematsu ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 163
Ayumi Onoue ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 169
Azusa Sato ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 577

 C  
Chiduru Sato ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 619
Chie Hayabara ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 703
Chikako Ito ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 74

 E  
Eiko Morimoto ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 169
Emiko Onoue ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 37
Eri Itou ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 738
Eri Noda ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 640
Eri Sueoka ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 640

Eri Yoneda ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 154
Etsuko Sugawara ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 569

 F  
Fukuko Miki ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 712
Fumi Hatamochi ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 73
Fusako Onoda ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 184

 G  
Gen Kobashi ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 163

 H  
Harumi Suzuki ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 697
Haruo Sakai ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 697
Hidehiko Onoue ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 611
Hidenori Maruoka ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 154
Hidetaka Kawabata ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 577
Hideyuki Kitamura ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 59
Hikaru Ohuchi ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 176
Hiroaki Tsubata ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 176
Hiroe Yasutake ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 224
Hirohito Sone ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 712
Hiroki Masano ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 53
Hiroki Morimoto ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 569
Hiroki Sugimori ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 74
Hiromi Joumura ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 154
Hiromi Kido ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 37
Hiromi Kobayashi ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 154
Hironari Hamanishi ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 697
Hiroshi Sasaki ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 540
Hiroshi Sonoo ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 723
Hiroshi Une ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 209
Hirotaka Takizawa ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 738
Hiroyuki Wakamatsu ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 176
Hiroyuki Watabe ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 747
Hisamitsu Omori ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 169
Hisatoyo Hiraoka ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 216
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 I  
Ichiro Yamamoto ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 703
Izumi Kure ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 569

 J  
Jiro Takezawa ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 184

 K  
Kan Yagi ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 32, 193, 202, 611
Kaori Kawakita ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 569
Kaori Kotani ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 569
Kaori Mikami ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 619
Kaori Murayama ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 619
Kaori Shibata ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 53
Katsura Hamada ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 747
Katsuro Taketomi ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 37
Katsuyuki Nemoto ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 224
Kayo Ito ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 640
Kayoko Okabe ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 723
Kazuhiko Inoue ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 7, 65, 74
Kazuhiro Yamauchi ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 585
Kazuho Yamamoto ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 216
Kazuko Morita ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 163
Kazumi Yamamoto ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 184
Kazuya Fujiwara ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 712
Kazuya Yamaguchi ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 738
Kazuyo Tsushita ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 712
Keiichi Nagao ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 738
Keiko Endo ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 65
Keiko Okuda ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 738
Ken Haruma ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 65
Kenichi Kubota ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 169
Kenji Nakai ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 730
Kensuke Oashi ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 46
Kiminori Kato ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 712
Kiyo Takeda ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 594
Kiyoshi Azakami ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 37
Kiyotaka Fujii ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 738
Kodai Yamamoto ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 59
Kohei Akazawa ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 712
Koichi Yokoyama ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 53
Koichiro Nomata ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 37

Koji Hashimoto‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 730
Koji Nozaki ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 73
Kumi Shouji ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 53
Kunihiko Hayashi ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 46
Kunihiro Yoshioka ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 730
Kunihito Nishikawa ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 640
Kyoko Hatano ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 193
Kyoko Kondo ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 630
Kyoko Mita ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 730

 M  
Madoka Yamazaki ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 184
Mai Maeda ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 169
Maiko Mori ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 594
Maki Mizuno ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 209
Makiko Tajiri ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 169
Makiko Tanida ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 723
Makiko Yamaguchi ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 577
Makoto Kadoya ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 703
Manami Yamada ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 169
Mariko Inoue ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 577
Mariko Kawashima ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 37
Masami Miyawaki ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 216
Masashi Shimazu ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 747
Masato Kimura ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 697
Masato Ohtsuka ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 712
Masatoshi Takino ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 154
Masaya Miyazaki ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 37
Masayo Motoi ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 163
Masayuki Yamamoto ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 640
Mayumi Onishi ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 756
Megumi Otsuka ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 37
Michifumi Adachi ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 65
Michiko Iwai ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 723
Mie Maruyama ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 585
Miho Adachi ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 53
Miho Asano ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 594
Mika Sato ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 594
Miki Motohashi ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 224
Mikiko Machihara ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 169
Mikio Saito ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 53
Minami Sueda ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 154
Minoru Tashiro ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 712
Misato Miyata ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 630
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Mitsuaki Takeda ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 154
Mitsuko Hamada ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 37
Mitsuru Dohke ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 46
Miyako Kikuchi ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 224
Miyuki Higashikawa ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 37
Miyuki Hirayama ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 630
Miyuki Umeda ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 216
Mizue Oda ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 540

 N  
Nanako Kamisawa ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 619
Naoki Hashizume ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 184
Naoko Matsugi ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 611
Naoko Yamahashi ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 630
Naomi Tsujimoto ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 561
Naoya Watanabe ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 569
Nobuko Tamura ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 577
Nobuo Sada ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 65
Nobuyoshi Shimizu ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 65
Nobuyuki Kobayashi ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 747
Nobuyuki Taniguchi ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 176
Noriko Okada ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 585
Noriko Tsukada ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 169

 O  
Osamu Mita ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 730

 R  
Rena Takakura ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 216
Rie Nishiyama ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 193
Rie Tsuboi ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 184
Rie Yamaguchi ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 723
Rieko Katou ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 738
Rika Takahashi ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 163
Risa Oe ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 65
Ritsuko Nishi‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 216
Riyo Yamasaki ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 561
Rumiko Kudo ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 224
Ryo Kobayashi ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 723
Ryoichi Tanaka ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 730
Ryoji Hatanaka ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 561
Ryousuke Sasaki ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 585

Ryuichiro Miyawaki ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 209
Ryuji Togawa ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 630

 S  
Sachiko Mineyama ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 630
Sachiko Tanaka ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 74
Sanae Watanabe ‥‥‥‥‥‥‥ 32, 193, 202, 611
Saori Suzuki ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 712
Satomi Takahashi ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 594
Satoshi Suzuki ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 59
Seiichiro Kamimura ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 209
Seiko Takase ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 154
Shigeki Muto ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 5
Shigeko Hara ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 132
Shinichi Inoh ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 59
Shin-ichi Tauchi ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 46
Shinji Yoshioka ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 756
Shinobu Takeda ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 723
Shintaro Zenke ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 32
Shizuka Saitou ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 224
Shohei Misaki ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 561
Shoji Yamada ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 184
Shoutaro Kusakabe ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 703
Shuichi Mihara ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 74
Syuji Matsumura ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 585

 T  
Tadahiko Mitsumune ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 65
Taiji Akamatsu ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 619
Takahiro Anami ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 569
Takako Isogi ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 224
Takako Nakanishi ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 703
Takako Tazoe‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 154
Takao Aizawa ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 131
Takao Araki ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 53
Takao Ohmura ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 224
Takashi Fujimoto ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 216
Takashi Kobayashi ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 712
Takashi Matsuda ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 594
Takashi Miki ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 703
Takashi Yamagami ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 154
Takeo Sawada ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 176
Takeshi Miura ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 224
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Takeshi Nojo ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 59
Takumi Haruki ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 712
Takuya Imatoh ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 209
Takuya Tamura ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 561
Tatsuo Hayashi ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 73
Tetsuya Fusazaki ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 730
Tomio Kametani ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 602
Tomoka Hatanaka ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 37
Tomoki Nishikawa ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 561
Tomoko Manzoji ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 747
Tomomi Kuroda ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 697
Tomomi Matsumoto ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 73
Tomomi Yatsuda ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 169
Tomotaka Sobue ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 74
Toru Hiyama ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 685
Toshihiko Nakano ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 738
Toshihiko Suzuki ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 730
Toshikazu Goto ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 53
Toshiki Fukui ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 585, 683
Toshio Ichiba ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 65
Toshio Nakano ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 703
Toshiyuki Yamada ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 176
Tsuyoshi Fujita ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 569
Tsuyoshi Kato ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 594

 W  
Wakana Makino ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 216
Waki Koyama ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 747
Wang Hongbing ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 154

 Y  
Yasuaki Kitamura ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 569
Yasuhiro Ogata ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 169
Yasuhiro Sudo ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 619
Yasuji Arase ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 537, 577
Yasuki Saito ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 594
Yasuko Hasebe ‥‥‥‥‥‥‥‥ 32, 193, 202, 611
Yasuo Haruyama ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 163
Yasushi Iwao ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 74
Yoji Yamamoto ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 32
Yoko Ueno ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 619
Yoshiaki Tanaka ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 723
Yoshie Kureha ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 619

Yoshie Yoshinaga ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 224
Yoshie Yotsukura ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 577
Yoshihiro Morino ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 730
Yoshiko Inoue ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 577
Yoshinori Saito ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 53
Yoshio Nonami ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 169
Yoshitaka Takahashi ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 756
Yuichi Fuki ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 723
Yuichiro Kudo ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 163
Yukari Matsumura ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 561
Yukari Miyata ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 561
Yuki Jinnai ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 577
Yukie Sasaki ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 594
Yukihiro Shimizu ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 756
Yukiko Dazai ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 594
Yukiko Matsunaga ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 169
Yukio Okazaki ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 176
Yuko Imada ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 569
Yuko Ishizaka ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 74
Yuko Mitsunaga ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 540
Yuko Senda ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 738
Yuko Shibata ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 209
Yumi Matsumoto ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 216
Yumi Uchida ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 738
Yumiko Mizukubo ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 569
Yusuke Komatsubara ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 712
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人間ドック第 35巻 キーワード索引

アルファベットほか

40歳未満男性 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 739
ABC分類 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 7
ALPアイソザイム ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 170
BMI‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 731
CKD ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 132
COPD ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 155, 586
Framingham score ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 724
Gumbel法 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 38
Hybrid IR ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 38
IVR ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 713
LJP（Limited Japanese Pro�ciency） ‥‥‥‥‥‥ 24
MRI ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 54
PSA ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 54

 あ  
アルカリホスファターゼ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 170

 い  
胃がん‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 7
医師面接‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 145
胃充満法‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 731
一過性高ALP血症 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 170
胃内視鏡検査‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 631
医療安全‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 217
医療裁判‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 685

 お  
応答率‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 713

 か  
外国人健診‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 24
カットオフ値‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 54
眼底検査‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 164
冠動脈石灰化‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 724

 き  
喫煙‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 578
喫煙指数‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 155
協会けんぽ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 177
禁煙指導‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 586

 く  
苦痛‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 631

 け  
経腟超音波検査‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 540
健康診断‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 47
検診‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 685
健診上部消化管内視鏡検査‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 562

 こ  
高血圧症‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 203
高ストレス該当者‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 185
行動経済学‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 66
行動変容ステージモデル‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 66
高non-HDLコレステロール血症 ‥‥‥‥‥‥ 203
コールセンター‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 713
顧客満足度‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 713
顧客満足度調査‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 692
呼吸機能‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 155

 さ  
細胞診‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 540
在留外国人‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 24
左室肥大‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 210
産業保健‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 552
酸性尿‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 132

 し  
事業場規模‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 620
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視神経乳頭陥凹拡大‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 164
視神経乳頭周囲出血‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 164
実施率‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 66
集団分析‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 620
受診勧奨‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 60, 66
受診者受け入れ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 698
受診者の声‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 217
上部消化管内視鏡検査‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 7, 612
上腕足首間脈波伝播速度（baPWV） ‥‥‥‥‥ 578
初回面接‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 33
職場環境改善‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 620
心電図‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 47
心電図非同期胸部CT ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 724
心房細動‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 47

 す  
膵描出不良‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 731
スティフネス‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 578
ストリークアーチファクト‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 38
ストレスチェック‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 185, 620
スピアマンの順位相関係数‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 692

 せ  
性‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 595
生活改善指導‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 145
生活習慣‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 185
積極的支援‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 704
穿通性アテローム性潰瘍‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 603
前立腺がん‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 54

 そ  
早期発見‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 155
総合判定‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 570
総腸骨動脈瘤‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 603
組織開発‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 552

 た  
体重増減‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 203
大腸内視鏡検査‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 60

 ち  
痔‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 60
遅発型Fabry病 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 210
超音波併用検診‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 570
鎮静‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 612
鎮静薬‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 631

 て  
低線量胸部CT ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 38

 と  
当日特定保健指導‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 177
糖尿病‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 203
動脈硬化‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 578
動脈硬化リスク因子‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 194
特定保健指導‥‥‥‥‥‥‥33, 145, 177, 552, 704
特定保健指導未利用の理由‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 177

 な  
内臓脂肪面積‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 194
内臓動脈瘤‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 603

 に  
乳がん検診‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 570
尿酸‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 132, 595
尿酸トランスポーターABCG2 ‥‥‥‥‥‥‥ 132
尿沈渣‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 210
にわか通訳‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 24
人間ドック‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥540, 685, 698
人間ドック満足度‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 631

 は  
肺がんCT検診 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 724
肺がん集団検診‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 586

 ひ  
非乳頭部十二指腸上皮性腫瘍‥‥‥‥‥‥‥‥ 562
非メタボ高危険群‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 739
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病院職員‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 748

 ふ  
腹部生体インピーダンス法‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 194
腹部大動脈瘤‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 603
腹部超音波検診‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 731
婦人科がん検診‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 540
プロポフォール‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 612

 へ  
平均尿酸値‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 595
ヘリコバクターピロリ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 7
便潜血陽性‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 60

 ほ  
保健師教育‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 552
保健指導‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 185
保健指導指示箋‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 145

 ま  
待ち時間‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 698
マルベリー細胞‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 210
慢性腎臓病‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 595
マンモグラフィ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 570

 み  
民事責任‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 685

 め  
メタボリックシンドローム‥‥‥‥‥‥‥ 194, 739
メタボリックシンドローム予備群‥‥‥‥‥‥ 739

 も  
モデル実施‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 704
問診票‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 586

 ゆ  
有害事象‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 612
有効下限閾値‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 704
誘導方法‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 698

 よ  
腰痛‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 748

 り  
リスクマネージメント‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 217
リピート希望‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 692
緑内障‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 164
臨床的特徴‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 562

 ろ  
ロコモティブシンドローム‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 748



人間ドック　Vol.35  No.5  2021年140 ( 818 )

人間ドック第 35巻 Key Word Index

 A  
abdominal aortic aneurysm (AAA) ‥‥‥‥‥ 611
abdominal bioimpedance method ‥‥‥‥‥‥ 202
abdominal ultrasound screening ‥‥‥‥‥‥ 738
accepting examinee ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 703
ad hoc interpreting ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 32
adverse e�ects ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 619
alkaline phosphatase ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 176
ALP isozyme ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 176
arterial sti�ness ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 585
atherosclerosis ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 585
atrial �brillation ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 53

 B  
behavioral change stage models ‥‥‥‥‥‥‥‥ 73
behavioral economics ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 73
BMI‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 738
brachial-ankle pulse wave velocity (baPWV) ‥ 585
breast cancer screening ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 577
business size ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 630

 C  
call center ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 723
changing the order of inspection items ‥‥‥‥ 703
chronic kidney disease ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 602
clinical characteristics ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 569
colonoscopy ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 65
combined assessment ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 577
common iliac artery aneurysm (CIAA) ‥‥‥ 611
consultation recommendation ‥‥‥‥‥‥‥‥ 73
COPD ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 163, 594
coronary artery calci�cation ‥‥‥‥‥‥‥‥ 730
customer satisfaction ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 723
customer satisfaction survey ‥‥‥‥‥‥‥‥ 697
cut-o� value ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 59

 D  
desire to repeat ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 697
diabetes mellitus ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 209
discomfort ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 640
doctor consultation ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 154

 E  
early detection ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 163
ECG ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 53
e�ective lower limit threshold ‥‥‥‥‥‥‥ 712
enlarged optic disc depression ‥‥‥‥‥‥‥ 169
esophagogastroduodenoscopy ‥‥‥‥‥‥‥ 619
esophagogastroduodenoscopy for health  
　check-up ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 569
examinee feedback ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 224
examinee satisfaction ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 640

 F  
fecal occult blood test-positive ‥‥‥‥‥‥‥‥ 65
�rst interview ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 37
foreign residents ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 32
Framingham score ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 730
fundus examination ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 169

 G  
gastrointestinal endoscopy ‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 640
gender ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 602
glaucoma ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 169
group analysis ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 630
Gumbel method ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 46

 H  
health guidance directives ‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 154
health instruction ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 193
hemorrhoids ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 65
high non-HDL cholesterol ‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 209



人間ドック　Vol.35  No.5  2021年 141 ( 819 )

hospital sta� ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 756
Hybrid IR ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 46
hypertension ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 209

 I  
implementation rate ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 73
intensive support ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 712
interactive voice reaction ‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 723

 J  
Japan Health Insurance Association (JHIA) ‥‥ 184

 L  
late-onset Fabry disease ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 216
le� ventricular hypertrophy ‥‥‥‥‥‥‥‥ 216
lifestyle habits ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 193
lifestyle improvement guidance ‥‥‥‥‥‥‥ 154
Limited Japanese Pro�ciency (LJP) ‥‥‥‥‥‥ 32
liquid-�lled stomach method ‥‥‥‥‥‥‥‥ 738
locomotive syndrome ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 756
low back pain ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 756
low-dose chest CT ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 46
lung cancer CT ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 730
lung cancer screening ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 594

 M  
mammography ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 577
mammography screening combined with 
　ultrasonography ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 577
masked metabolic syndrome ‥‥‥‥‥‥‥‥ 747
mean uric acid ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 602
medical check-up ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 53
medical examination ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 703
medical examinations for foreigners ‥‥‥‥‥‥ 32
medical safety ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 224
men under 40 years of age ‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 747
metabolic syndrome ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 202, 747
model implementation ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 712
MRI ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 59
mulberry cells ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 216

 N  
non-ampullary duodenal epithelial tumor ‥‥ 569
non-gated non-contrast chest CT ‥‥‥‥‥‥ 730

 O  
occupational safety and health activities ‥‥‥ 561
organization development ‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 561

 P  
penetrating atherosclerotic ulcer (PAU) ‥‥‥ 611
peri-optic disc hemorrhage ‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 169
person under high stress ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 193
poor visualization of the pancreas ‥‥‥‥‥‥ 738
pre-metabolic syndrome ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 747
propofol ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 619
prostate cancer ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 59
PSA ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 59
public health nurse education‥‥‥‥‥‥‥‥ 561

 Q  
questionnaire ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 594

 R  
reason for not receiving SHG ‥‥‥‥‥‥‥‥ 184
recommendation for consultation ‥‥‥‥‥‥‥ 65
response rate ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 723
risk factors of atherosclerosis ‥‥‥‥‥‥‥‥ 202
risk management ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 224

 S  
sedation ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 619
sedatives ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 640
SHG the same day of check-ups ‥‥‥‥‥‥‥ 184
smoking ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 585
smoking cessation ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 594
smoking index ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 163
Spearman’s rank correlation coe�cient‥‥‥‥ 697
Speci�c Health Guidance ‥‥‥‥‥‥‥ 37, 561
speci�c health guidance ‥‥‥‥‥‥‥‥ 154, 712



人間ドック　Vol.35  No.5  2021年142 ( 820 )

speci�c health guidance (SHG) ‥‥‥‥‥‥‥ 184
spirometry ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 163
streak artifact ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 46
stress check ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 193
Stress checks ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 630

 T  
transient hyperphosphatasemia ‥‥‥‥‥‥‥ 176

 U  
uric acid ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 602
urinary sediment ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 216

 V  
visceral artery aneurysm (VAA) ‥‥‥‥‥‥‥ 611
visceral fat area ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 202

 W  
waiting time ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 703
weight change ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 209
working environment improvement ‥‥‥‥‥ 630



143 ( 821 )

　2月に入り日差しが明るくなってくるととも
に，梅も咲き始めました．コロナ第3波も落ち着
く気配が見受けられ，春の訪れと共に落ち着いて
くれることを祈るばかりです．感染者数に一喜一
憂する毎日ですが，時間は着実に流れ，第35巻5
号が完成いたしました．
　巻頭言では福井敏樹先生が本学会の目標とすべ
き道について述べておられます．コロナ禍の今，
こんな時だからこそ未来を見据えて一歩一歩進ん
でいきたいと心を新たにしました．
　総説では日山亨先生に人間ドック・健診に関連
した医療裁判について判例を基にわかりやすく解
説いただいています．誰もが無関係とは言えない
医療事故ですが，どのような点に注意するべきか
がわかりやすく説明されており，非常に参考にな
ります．この総説をお読みになり，日々の診療に
是非お役立て下さい．
　原著論文は8編です．受診者サービスに関連し
た3編に，検査関連に2篇，予防医学関連に3篇
の構成となっています．
　濵西論文ではアンケート結果を基に統計学的手
法を用いてリピート受診に重要な項目が検討され
ており，早原論文では待ち時間短縮のための取り
組み，岩井論文では電話応答率上昇への試みが報
告されています．いずれもドック・健診に関わる
私達にとって受診者満足の向上は重要であり，興
味深い論文となっています．今後もこのような取
り組みがなされ，そのアイデアを共有するための
論文が増えてくることが望まれます．
　千田論文では腹部超音波での膵描出の改善への
取り組みが報告されています．膵臓は描出困難だ
から仕方がないで終わりにすることなく，積極的

に改善へと取り組まれている姿勢には学ぶべきと
痛感いたしました．また中居論文では肺がん検
診のCT画像から冠動脈石灰化を拾い上げること
で，冠動脈疾患の予防に繋げる試みが示されまし
た．研修医時代に，検査から得られる情報は全て
活用し患者さんに還元するようにと教えられまし
たが，折角ドック・健診を受けられている受診者
の健康を維持するための努力は重要です．
　予防医学として，島津論文では普段はあまり注
目されることのない40歳未満男性の生活習慣が，
大西論文では私も他人事とは言えない医療関係者
のロコモティブシンドロームの現状が報告されて
います．未病の段階で介入できるのがドック・健
診です．そして，より効果的に介入，つまり保健
指導を行う試みとして加藤論文が発表されていま
す．特定健診・特定保健指導も10年を超え，指
導される側も指導する側もマンネリ化しているこ
とは否めません．効果的な指導を目指しての試行
錯誤が今後も重要と考えます．
　コロナ禍の今ですが，巻頭言で福井先生が引用
されている宗教改革の祖であるマルチン・ルター
の「明日世界が滅ぶとも，私は今日りんごの木を
植える」のように，目の前の受診者一人ひとりに
誠実に診療にあたって行きたいと思うとともに，
受診者の健康維持のためのドック・健診を目指す
努力を重ねていきたいものです．人間ドック・健
診をより良いものにしていくための知識・情報を
共有していく場として学会誌・人間ドックを活用
いただき，更には投稿という形でご参加いただけ
ればと願います．
 （戸田晶子）
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日本人間ドック学会　入会申込書
　貴学会の趣旨に賛同し，入会いたします．

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

①

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

生年月日：19　　　　年　　　　月　　　　日（★必ず記入）

医師免許：（登録番号）　　　　　　　　　 　　 （★ A会員のみ記入）

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

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

認定内科医：　　　　　　　　　　　　　　総合内科専門医：

②

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

・A会員（医師のみ）
  〔年会費 1名 10,000円〕

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

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

・S会員（賛助会員）企業など
  〔年会費 1施設 30,000円〕

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

③

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

ふりがな：
施設名：　　　　　　　　　　　　　　　　　   所属：

住所：（〒　　―　　　）

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

④
自宅住所：（〒　　―　　　）

TEL：　　　　　　　　　　　　　　FAX：

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

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

（第 1号様式）

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

□　同意する　　　　□　同意しない

FAXは不可

（↑★必ず記入）
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個人情報の取扱いについて（会員用）

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

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

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

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

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

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

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

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

1. 転勤・引っ越しなどにより，勤務先（自宅）住所が変わった場合

2. 資料送付先を勤務先から自宅へ，またはその逆へ変更する場合

3. C会員（施設会員），S会員（賛助会員）で施設名が変更になった場合

4. C会員，S会員で担当者が変更になった場合

【現在，届けている項目】

会員番号

氏　　名
（※↑ C，S会員はご担当者）

施 設 名

所属部署　　　　　　　　　　　　　　　　　　役職名

施設住所（〒　　–　　　）

施設電話　　　　　　　　　　　　　　　　　　施設 FAX

自宅住所（〒　　–　　　）

自宅電話　　　　　　　　　　　　　　　　　　自宅 FAX

E-mail

【新しく変更する項目】※変更箇所のみご記入お願い致します．

氏　　名

施 設 名

所属部署　　　　　　　　　　　　　　　　　　役職名

施設住所（〒　　–　　　）

施設電話　　　　　　　　　　　　　　　　　　施設 FAX

施設 E-mail
（※↑ C，S会員のみ）

自宅住所（〒　　–　　　）

自宅電話　　　　　　　　　　　　　　　　　　自宅 FAX

E-mail

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

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

□ 同意する　　　　　　　□ 同意しない

【備考】

（第 2号様式）

FAX 03-3265-0083まで
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個人情報の取扱いについて（会員用）

1．個人情報の利用目的
会員登録情報管理のため．

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

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

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

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

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

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

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

　全項目をご記入ください．

　年　　　　　月　　　　　日をもって貴会を退会いたします．

　退会理由：

【A会員，B会員】

会 員 名 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 印

会員番号

連 絡 先 （〒　　　　　　）

電　話

【C会員，S会員】

施 設 名 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 印

会員番号

連 絡 先 （〒　　　　　　）

電　話

【この届けを記入した人】　会員ご本人の場合は未記入で結構です

氏　名

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

□ 同意する　　　　　　　□ 同意しない

（第 3号様式）

FAX 03-3265-0083まで

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

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

1．個人情報の利用目的
会員登録情報管理のため．

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

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

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

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

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

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

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