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ご挨拶

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

　昨年来のCOVID-19パンデミックは、日常生活を始め、政治、経済、文化、スポーツ…そして、医療とあ
らゆる分野に甚大な影響を与え、我々は「十年ひと昔」から「一年ひと昔」と呼ぶに相応しい程の社会の激
変を経験してしまいました。このように困難な社会情勢の中、健診・予防医療に携わる皆様方におかれまし
ては、感染防止対策に万全を期し、疾病の早期発見・早期治療、健康の維持増進という社会的使命を果たす
べく尽力されていることに、まずもって心から敬意を表します。
　さて、この度令和 3 年 9 月10日（金）から24日（金）までの15日間にわたり、第62回日本人間ドック学会学術
大会をWEB配信により開催いたします。昨年 9 月の理事会におきまして、COVID-19感染の拡大を始めと
した諸般の事情により、学会主催によるWEB開催の方針となり、急遽大会長に任命されました。短い準備
期間でしたが、学術大会運営委員会を始め関係各位の皆様方のご理解とご支援のもと大会が無事開催されま
すことに、大会長として心から感謝申し上げます。
　今回の学術大会では、メインテーマとして〝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～〟を掲げました。1954年に我が国で初めて人間ドックが実施されて以来、
60有余年が経過し、日本の健診事業は世界で類を見ない形で発展を遂げてまいりました。しかし、日本は未
だかつて経験したことがないスピードで少子高齢化、そして人口減少社会を迎えつつあり、健診･予防医療
には国民の健康の維持増進を通じて、いかに社会貢献していくのか明確な成果が求められています。さらに、
AI技術やゲノム医療などの画期的なイノベーションは医療の姿を大きく変貌させようとしており、これらの
技術に対して健診･予防医療がどのように向き合うべきか、我々は重要な岐路に立たされてもいます。本大
会が、基調講演、理事長講演、特別プログラム、シンポジウム、パネルディスカションなどを通じ、様々な
立場からの情報発信や活発な討論の場となることで、2020年代の健診･予防医療の進むべき道筋を考え、着
実に歩みを進めるための推進力となればと願っています。
　また、今回はWEB開催の利点を最大限に活かし、ご意見ご要望を参考にしながら招請講演 7 講演、教育
講演18講演、特別企画 7 企画、委員会企画 9 企画など多彩なプログラムを企画いたしました。特に、普段は
学術大会に参加する機会の少ない看護職、技師職、事務職などの皆様方にお役立ていただける内容が多数揃っ
ております。さらに、一般演題ではCOVID-19関連の演題を多数応募いただき、「WITH/AFTER CORONA
時代の人間ドック・健診」というカテゴリーを設け、配信する予定にしております。職種を問わず、健診･
予防医療の現場に従事される皆様方の日々の現場で大いに役立つ、実践的な学術大会となるものと期待して
おります。
　最後に重ねてではありますが、本大会の開催に際し、多くの皆様方にご支援ご協力を賜りましたことに心
から感謝申し上げ、第62回学術大会の成功と日本人間ドック学会の発展を切に願いまして開催のご挨拶とさ
せていただきます。
 令和 3 年 8 月吉日

3（109）



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～

人間ドック　Vol.36 No.2 2021年

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～

人間ドック　Vol.36 No.2 2021年

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、一部ライブ配信）

■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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参加者へのご案内
■参加登録期間
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、お申込は終了しました。

■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。
※追加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。
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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■Web配信の視聴方法/視聴の際の注意事項について（重要）
【Web配信特設サイトへのログイン用ID】は、参加登録時にご登録いただいたメールアドレス宛に送信
しますので、会期開始までにメールが到着していることをご確認ください。
参加登録完了の通知メールは会期終了まで大切に保管してください。

初回視聴時は参加登録時の自動返信メールに記載されている登録番号（Rから始まる番号）と登録時のメー
ルアドレスでログインが可能です。初回視聴時にパスワードの設定を行ってください。

上記の期間内にログイン用IDが届かない場合は、迷惑メール等の中に紛れていないことを御確認の上、
下記までお問い合わせください。

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

すべてのプログラムはWeb配信特設サイトから視聴できます。
本学術大会ホームページ（URL：https://www.c-linkage.co.jp/dock62/）

Web配信の視聴推奨環境は以下です
•Windows…10/8…Google…Chrome（最新版）
・macOS（Mojave以上）…Google…Chrome…for…mac（該当OSで使用できる最新版）
上記以外の環境では、安定した視聴は保証いたしかねます。恐れ入りますが、安定した視聴のため、事
前に上記の視聴環境をご準備くださいますよう、お願い申しあげます。

プログラムの視聴は 9 月10日（金） 9：00開始予定です。開始時刻変更の場合は学術大会HP、Web配信特
設サイトでお知らせします。
オンデマンドプログラムは 9 月10日（金） 15：00～ 9 月24日（金） 23：59まで視聴することができます。

■ライブ配信セッションについて
以下のプログラムはライブにて配信を行います。
［ 9月10日（金）］
 9：00～ 9：30　開会式
 9：30～10：20　基調講演
10：30～11：20　理事長講演
11：30～12：00　（休憩）
12：00～12：50　特別講演
13：00～15：00　プレナリーセッション（ライブ配信）　
※上記セッションについてはライブ配信後にオンデマンド配信を行います。
　プレナリーセッションに関しましてはライブ配信時の収録動画を配信するため、オンデマンド配信ま
で一週間程度お時間をいただく可能性があります。

［ 9月24日（金）］
14：00～15：45　パネルディスカッション（ライブ配信）
　　　　　　　　 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～
16：00～16：30　閉会式（表彰式）　
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■質問方法
オンデマンド配信の演題に関する質問がある場合は、Q&Aフォームに記入することで質問が可能です。
質問が書き込まれた場合、筆頭演者の登録メールアドレスに通知メールが届きますので、
活発な議論の為、筆頭演者の皆様はご回答に協力いただきますと幸いです。
回答につきましては、筆頭著者の任意となるため、すべてのご質問にお答えすることができない場合が
ございますのでご了承ください。

■下記セッションは質疑応答機能がありますので、ご回答のご協力をお願いします。
メインシンポジウム　　　　シンポジウム
委員会企画　　　　　　　　プレナリー演題
一般演題　　　　　　　　　各研修会

■視聴の際の注意点
本講演の内容に関する著作権は、演者に帰属しています。
本講演の著作権、肖像権の保護に同意いただいた上で、視聴いただくことができます。
本学術大会にて配信される情報・画像・動画の無断転載・無断使用を固く禁じます。

■参加証明書・領収書
参加証明書・領収書はWeb配信特設サイト内のマイページより、ご自身で発行いただきます。
※参加証明書・領収書の発行ができるのはWeb配信特設サイト内のページのみです。
　必ず会期期間中のダウンロードをお願いします。
　学術大会会期後は参加証明書・領収書の発行ができなくなりますのでご注意ください。

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

■人間ドック認定医・専門医の認定・更新に必要な単位取得について
本学会医師個人会員は、第62回学術大会（Web配信）に参加登録し、Web配信特設サイト用のID・PW
にてログインし、配信期間中に視聴することで、10単位の取得が可能です。

①人間ドック認定医等（資格希望者）　　単位数：10単位
　人間ドック認定医の単位シールの配布は、ございません。
　 ご自身の控え用として、配信期間中にWeb配信特設サイト内の　【マイページ画面】　より、【大会参

加証明書】を印字の上、更新時まで保管・提出してください。

②人間ドック健診専門医　　単位数：10単位
　 ご自身の控え用として、配信期間中にWeb配信特設サイト内の　【マイページ画面】　より、【大会参

加証明書】を印字の上、更新時まで保管しておくことをお勧めします。
　（10月末頃、ご自身の専門医単位確認画面にて、取得単位をご確認ください）
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※ 視聴に関して、特に制限等はありませんが、ログイン情報にて単位加算としますので、必ず配信期間
中にログインの上、各種プログラムを視聴してください。

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

※なお、一般演題の発表単位については、2021年11月頃に証明書等を送付いたします。
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■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）

■特別講演
「�生命を捉えなおす　ー動的平衡の視点からー」

座長：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）
演者：福岡　伸一 （ 生物学者・青山学院大学教授）

■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   顧問）

演者：SP-1　�マイナンバーカードを通じて広がるPHRの世界
　　　　山下　　護 （ 厚生労働省保険局医療介護連携政策課長）

　　　SP-2　�生涯現役社会の実現を目指して���－経済産業省の健康・ヘルスケア産業政策－
　　　　田中　一成 （ 経済産業省   商務・サービス政策統括調整官）

　　　SP-3　�日本医師会における予防医療の取組み
　　　　今村　　聡 （ 公益社団法人日本医師会   副会長）

　　　SP-4　�健診施設が目指す予防医療への貢献
　　　　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）

　　　SP-5　�保険者が求めるこれからの健診事業
　　　　棟重　卓三 （ 健康保険組合連合会   参与）

　　　SP-6　�今後望まれる健康診査・保健事業のあり方
　　　　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）

　　　SP-7　�明日への提言ーゼロ次予防の可能性と課題
　　　　近藤　克則 （ 千葉大学大学院   社会予防医学センター   教授）

主要プログラム

10 （116）



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

人間ドック　Vol.36 No.2 2021年

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

人間ドック　Vol.36 No.2 2021年

プ
ロ
グ
ラ
ム

主
要
プ
ロ
グ
ラ
ム

■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）

■招請講演1
「�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）

■招請講演2
「�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）

■招請講演3
「�高精度で上質な低線量CT検診実施を目指して、現状と課題、今後の展望について

考える」
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）

■招請講演4
「�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）

■招請講演5
「�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）

■招請講演6
「�臨床検査と健診・予防医療」

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）

■招請講演7
「�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／東京大学大学院医学系研究科   教授）

11（117）



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～

人間ドック　Vol.36 No.2 2021年

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～

人間ドック　Vol.36 No.2 2021年

■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   理事）

基調講演：MSY1-1　�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：MSY1-2　�データにもとづく健診事業
　　　　山本　雄士 （ 株式会社ミナケア）

　　　MSY1-3　�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）

　　　MSY1-4　�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）

　　　MSY1-5　�健康ビッグデータをベースとした新QOL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：MSY2-1　�人間ドックにおける遺伝的リスクスコアの応用の可能性と、現在の課題
　　　　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）

　　　MSY2-2　�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）

　　　MSY2-3　�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」

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：SY1-1　�コロナ禍における保健事業の取組み
　　　　梅木　　稔 （ トッパングループ健康保険組合）

　　　SY1-2　�受診者アンケートに見た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）

　　　SY1-3　�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）
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　　　SY1-4　�With/After�Corona時代の健診施設の経営と運営
　　　　嶋田　真二 （ 日本赤十字社熊本健康管理センター   事務部長）

　　　SY1-5　�健診受診者におけるCOVID-19パンデミック前後の生活習慣病および動脈硬化危険因
子の変化（公募演題）

　　　　村上　一雄 （ 松山赤十字病院   健診部長）

■シンポジウム2
「�WITH/AFTER�CORONA時代の保健指導」

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：SY2-1　�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）

　　　SY2-2　�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）

　　　SY2-3　�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）

　　　SY2-4　�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   食生態学研究室   准教授）

　　　SY2-5　�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）

　　　SY2-6　�コロナ禍における特定保健指導実施率維持への取り組み（公募演題）
　　　　松本佐智代 （ 医療法人社団   相和会   相模原総合健診センター）

■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：SY3-1　�コロナ禍におけるがん検診のあり方
　　　　中川　恵一 （ 東京大学   大学院   医学系研究科   総合放射線腫瘍学講座   准教授）

　　　SY3-2　�職域における任意型検診とは
　　　　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）

　　　SY3-3　�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））

共催：日本産業衛生学会
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■パネルディスカッション� （LIVE配信：9 月24日（金） 14：00～15：45）
「�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～」
モデレーター：那須　　繁 （ 第62回学術大会長／特定医療法人財団   博愛会   理事長）
パ ネ リ ス ト：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   顧問）
　　　　　　　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   理事）
　　　　　　　田口　淳一 （ 東京ミッドタウンクリニック   院長）
　　　　　　　桝田　　出 （ 医療法人財団康生会   武田病院健診センター   所長）
　　　　　　　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）
　　　　　　　髙谷　典秀 （ 医療法人社団   同友会   理事長）

■教育講演1
「�健診・予防医療における診療ガイドラインの意義と役割」

演者：中山　健夫 （ 京都大大学院   医学研究科   社会健康医学系専攻   健康情報学）

■教育講演2
「�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）

■教育講演3
「�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）

■教育講演4
「�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）

■教育講演5
「�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   理事）

■教育講演6
「�健診現場で知っておきたい膵嚢胞腫瘍（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）
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■教育講演7
「�血清中マイクロRNAを用いた、血液によるがん検診」

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）

■教育講演8
「�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）

■教育講演9
「�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）

■教育講演10
「�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）

■教育講演11
「�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）

■教育講演12
「�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）

■教育講演13
「�生体センサーによる健康評価から管理へ」

演者：木村　　穣 （ 関西医科大学   医学部   健康科学センター）

■教育講演14
「�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）

■教育講演15
「�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）

共催：全国労働衛生団体連合会
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■教育講演16
「�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）

■教育講演17
「�健康・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 （ 九州大学大学院医学研究院医療経営・管理学講座   准教授    

九州大学病院   病院長補佐）

■教育講演18
「�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）

■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：SP1-1　�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）

　　　SP1-2　�人間ドックにおける大腸CTの現状と将来展望
　　　　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）

共催：日本消化器がん検診学会

■特別企画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：SP2-1　�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）

　　　SP2-2　�健診・医療機関における健診標準フォーマットの普及状態
　　　　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）

　　　SP2-3　�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）

【人間ドック健診専門医　更新のための『医療安全』対象講演】
人間ドック健診専門医認定者は、下記の教育講演17）18）　 2 講演両方を視聴すると、専門医の更新のための必須項目

【医療安全・医療倫理 1 単位（上限 2 単位）】が取得可能です。
詳しくは大会HPにてご確認ください。
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　　　SP2-4　�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）

共催：日本医師会

■特別企画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：SP3-1　�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・健康情報学講座   特任教授）

　　　SP3-2　�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）

　　　SP3-3　�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）

共催：日本産業衛生学会

■特別企画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：SP4-1　�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）

　　　SP4-2　�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）

　　　SP4-3　�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）

共催：日本病院会

■特別企画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   副院長）

演者：SP5-1　�COVID-19の臨床像
　　　　忽那　賢志 （ 大阪大学 大学院医学系研究科 感染制御医学講座 教授）

　　　SP5-2　�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）

　　　SP5-3　�COVID-19肺炎の画像診断と健診、そしてAI・・・
　　　　松本　純一 （ 聖マリアンナ医科大学   救命救急センター   医長）
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■特別企画6
「�チームで伝える安全とおもてなしの心」

演者：SP6　�チームで伝える安全とおもてなしの心
　　　　菊池　佐惠 （ 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

■特別企画7
「�乳腺超音波スクリーニング検査における留意点」

座長：足立　雅樹 （ 埼玉医科大学病院予防医学センター   客員教授）
　　　清水　正雄 （ 埼玉医科大学病院予防医学センター   講師）

演者：SP7-1　�当施設での乳腺超音波検査
　　　　永島かおり （ 埼玉医科大学病院予防医学センター   臨床検査技師）

　　　SP7-2　�乳腺超音波検査における検査の注意点と検査所見取りの注意点
　　　　来住野　修 （ 埼玉医科大学保健医療学部   准教授）

協力：埼玉医科大学病院予防医学センター

■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：CP1-1　�健診・医療機関で働く女性職員のための健康管理
　　　　吉川　悦子 （ 日本赤十字看護大学   看護学部   准教授）

　　　CP1-2　�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）

　　　CP1-3　�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）

18 （124）



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

人間ドック　Vol.36 No.2 2021年

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

人間ドック　Vol.36 No.2 2021年

プ
ロ
グ
ラ
ム

主
要
プ
ロ
グ
ラ
ム

■委員会企画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2021」
座長：新　　智文 （ 健診施設機能評価・支援事業委員会   副委員長／ 

JA北海道厚生連   帯広厚生病院   副院長）
　　　村田　雅彦 （ 健診施設機能評価・支援事業委員会   副委員長／秋田赤十字病院   健診部   部長）

第1部　委員会報告
演者：CP2-1　�2020年度事業報告
　　　　石坂　裕子 （ 健診施設機能評価・支援事業委員会 委員長／ 

三井記念病院総合健診センター センター長）

第2部　認定施設発表
演者：CP2-2　�情報の提供体制の構築について
　　　　小西　久子 （ 公益財団法人加古川総合保健センター）

　　　CP2-3　�職員の健康管理　～健康経営の取り組み～
　　　　杉田　裕美 （ 医療法人   畏敬会   府内健診センター）

　　　CP2-4　�中規模一般病院組織内健診室における機能評価認定取得に向けた取り組み
　　　　林　　秀樹 （ 医療法人   林病院）

■委員会企画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」
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：CP3　�聖隷福祉事業団保健事業部における保健指導品質管理の実際
　　　　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）

協力：聖隷健康診断センター

■委員会企画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   副院長）

演者：CP4-1　�健診看護職のやりがい
　　　　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）

　　　CP4-2　�健診看護職の人材育成
　　　　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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　　　CP4-3　�健診看護の管理的視点～当施設でのワーク・モチベーションの考察～
　　　　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）

■委員会企画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：CP5-1　�視触診による乳癌検診の是非　～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）

　　　CP5-2　�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）

　　　CP5-3　�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）

■委員会企画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：CP6-1　�HPV感染から子宮頸癌に至るまでのメカニズムにおけるHPV検査の意味
　　　　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）

　　　CP6-2　�子宮頸がん検診のマネージメントはどうあるべきか　－HPV検査の導入を見据えて－
　　　　青木　大輔 （ 慶應義塾大学医学部   産婦人科   教授）

　　　CP6-3　�精度管理とHPV検査導入に向けての準備
　　　　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）

■委員会企画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 （ 健診判定・指導マニュアル作成委員会腹部超音波WG   WG長／ 

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）

演者：CP7-1　�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
　　　　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）

　　　CP7-2　�腹部超音波検診判定マニュアルの意義と2021版の変更点
　　　　岡庭　信司 （ 飯田市立病院   消化器内科   診療技幹   内視鏡センター長）
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　　　CP7-3　�自施設での腹部超音波検診判定マニュアル　開始・運用・改定の実際
　　　　水野　雅之 （ 大阪府済生会吹田医療福祉センター健都健康管理センター   所長）

　　　CP7-4　�腹部超音波検診判定マニュアル導入の実際
　　　　齊藤　弥穂 （ 新生会高の原中央病院   人間ドックセンターセンター長・放射線科部長）

　　　CP7-5　�当施設での腹部超音波検診判定マニュアル運用の実際
　　　　瀧田　　通 （ 社会医療法人財団慈泉会相澤健康センター   健康管理部）

　　　CP7-6　�自施設での腹部超音波検診判定マニュアル運用の実際
　　　　石本　博基 （ JA北海道厚生連札幌厚生病院   医療技術部   放射線技術科   係長）

■委員会企画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：CP8-1　�画像強調内視鏡（IEE：Image�Enhanced�Endoscopy）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）

　　　CP8-2　�LCI,�BLI観察併用を含めた上部消化管内視鏡検査スクリーニング
　　　　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）

　　　CP8-3　�With�Corona時代の上部消化管内視鏡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）

■委員会企画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���合同企画�

「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）　

演者：CP9-1　�編集委員会から
　　　　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）

　　　CP9-2　�論文活性化委員会から
　　　　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）

　　　CP9-3　�論文を書くこということ
　　　　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   顧問）
　　　　進行・聞き手：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）
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■2021年度人間ドック認定医（単独）研修会
座長：岩男　　泰 （ 人間ドック健診専門医制度合同委員会   委員長）
演者：QL-1　�健診・予防医療に携わるうえで基本的な知識と技量とは？
　　　　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）

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）
演者：QL-2　�これからの人間ドック・健診に求められる医療面接について
　　　　野村　幸史 （ 医療法人財団 慈生会 野村病院   理事長）

座長：石坂　裕子 （ 健診施設機能評価・支援事業委員会   委員長）
演者：QL-3　�健診・予防医療における内科診察について
　　　　神谷　英樹 （ セントラル総合クリニック   健診センター   センター長）

本研修会は、人間ドック認定医（取得希望者）向けの単独研修会となります。
本研修会の受講（視聴）にて、人間ドック認定医（取得希望者）は 7 単位取得可能です。
注）全講演　約90分間を視聴した方のみ、ログ情報より 7単位を加算いたします。
注）人間ドック健診専門医は、本研修会は単位加算対象外となりますのでご注意ください。
本研修会は、第62回大会参加費（医師会員価格）に含まれるため、参加費等は不要です。
第62回学術大会に（早期・通常）参加登録した方は視聴可能です。
詳細については、ドック学会HP（認定医研修会情報）https://www.ningen-dock.jp/system/
certified/workshopにてご確認ください。
◎…全講演視聴されますと［マイページ画面］より、「認定医研修会2021年度参加証明書」がダウンロー
ドできますのでご自身の控えとして保管してください。

■第4回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）

演者：AS-1　�遺伝学的検査アドバイザー講習・実践とアップデート
　　　　田口　淳一 （ 東京ミッドタウンクリニック   院長）

　　　AS-2　�次世代シーケンサーを用いた究極のHLAタイピング検査と疾患罹患予測
　　　　猪子　英俊 （ 東海大学   名誉教授／ジェノダイブファーマ株式会社   代表取締役社長）

　　　AS-3　�薬理遺伝学の基礎と検査
　　　　斎藤　嘉朗 （ 国立医薬品食品衛生研究所   医薬安全科学部）

本研修会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、人間ドック学会HP（遺伝学的検査アドバイザー　研修会情報）https://www.
ningen-dock.jp/system/genetics/workshopをご覧ください。
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■WEB市民公開講座
挨拶：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）

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）

共催：日本人間ドック健診協会／ソニー生命保険株式会社

第10回受けて良かった人間ドック体験記コンクール表彰式
主催：日本人間ドック健診協会／日本人間ドック学会／�
共催：健康保険組合連合会　　　　　　　　　　　　　�
協賛：ソニー生命保険株式会社　　　　　　　　　　　

■会員集会
理事長挨拶
会務報告
　 1） 2021年度事業計画
　 2） 2021年度収支予算報告
　 3） 定款変更/細則変更
事業報告
　 1） 健診施設機能評価・支援事業
　 2） 健診情報管理指導士育成事業
　 3） 人間ドック健診専門医制度事業
　 4） 遺伝学的検査アドバイザー育成事業
　 5） 学会誌編集事業
　 6） 健診施設実態調査事業
委員会報告
　 1） 健診施設の運営に関する委員会
　 2） 健診施設におけるがん検診の精度向上支援委員会
　 3） 人間ドック認定医のあり方に関する検討委員会
　 4） 健診保健師・看護師の育成に関する検討委員会
　 5） 女性のための健診・予防医療のあり方検討委員会
　 6） 高齢者のための健診・予防医療のあり方検討委員会
　 7） 健診判定・指導マニュアル作成委員会
　 8） 人間ドック・健診標準化委員会
　 9） 内視鏡スクリーニングのあり方検討委員会
　10） 人間ドック・健診イノベーション創造委員会
　11） 大規模データとその活用を検討する委員会
　12） 健診の有用性に関する研究・論文活性化委員会
　13） 広報委員会
　14） 学術大会運営委員会
　15） 倫理・利益相反委員会
その他
　 1） 健診・予防医療制度に関する対策会議
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■スポンサードセミナー1
「�健診・予防分野の「未来の医療年表」」

座長：土屋　　敦 （ 医療法人社団相和会   理事長／日本人間ドック健診協会   理事長）
演者：奥　　真也 （ 医療未来学研究所   代表）

共催：日本人間ドック健診協会

■スポンサードセミナー2
「�天平人、パンデミックに立ち向かう」

座長：野村　幸史 （ 医療法人財団慈生会   理事長／日本人間ドック健診協会   副理事長）
演者：馬場　　基 （ 奈良文化財研究所都城発掘調査部史料研究室）

共催：日本人間ドック健診協会

■スポンサードセミナー3
「�HCV抗体陽性を見つけたとき、あなたはどうするか？」

座長：新　　智文 （ JA北海道厚生連帯広厚生病院   副院長（兼）健診センター長（兼）健康管理科   主任部長）
演者：法水　　淳 （ 独立行政法人労働者健康安全機構大阪労災病院   消化器内科・肝臓内科   部長）

共催：アッヴィ合同会社

■スポンサードセミナー4
「�C型肝炎の現在～新型コロナとの比較から撲滅に向けて～」

演者：中牟田　誠 （ 独立行政法人国立病院機構九州医療センター   肝臓センター 部長）

共催：アッヴィ合同会社

■スポンサードセミナー5
「�リキッドバイオプシーによるがんの早期診断の最新の知見」

座長：篠原　幸人 （ 国家公務員共済組合連合会 立川病院   名誉院長／日本人間ドック学会   前理事長）
演者：落谷　孝広 （ 東京医科大学 医学総合研究所 分子細胞治療研究部門   教授）

共催：株式会社�ビー･エム･エル

■スポンサードセミナー6
「�健康経営における人間ドック、リスク検査の役割�

～アミノインデックス�Ⓡ�事例も交えて～」
演者：髙谷　典秀 （ 医療法人社団   同友会   理事長）

共催：味の素株式会社
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プ
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主
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ム

■スポンサードセミナー7
「�ポリジェニックリスクスコアを用いた脳卒中の先制医療の可能性」

演者：八谷　剛史 （ 岩手医科大学   いわて東北メディカル・メガバンク機構）

共催：株式会社Zene

■スポンサードセミナー8
「�超高齢化社会、コロナ禍を乗り切るためのハート検診」

演者：須川　　聡 （ アボットジャパン合同会社、学術部）

共催：アボットジャパン合同会社

■スポンサードセミナー9
「�人間ドック施設における甲状腺検査状況と甲状腺専門施設との連携について」

座長：荒瀬　康司 （ 虎の門病院健康管理センター・画像診断センター顧問、戸塚ロイヤルクリニック院長）
演者：伊藤　公一 （ 伊藤病院   院長）

共催：あすか製薬株式会社

■スポンサードセミナー10
「�正しく使おう！　ピロリ菌血清診断」

座長：伊藤　公訓 （ 広島大学病院   総合内科・総合診療科   教授）
演者：下山　　克 （ 公益財団法人   青森県総合健診センター   所長）

共催：富士フイルム和光純薬株式会社

■スポンサードセミナー11
「�ニューノーマル時代の未来型ヘルスケアサービス（DX）戦略�

－健康ビッグデータをベースとした『寿命革命』エコシステムの追求ー」
演者：村下　公一 （ 弘前大学健康未来イノベーションセンター（医学研究科附属）副センター長・教授／

弘前大学COI副拠点長（戦略統括））

共催：ピツニーボウズジャパン株式会社

■スポンサードセミナー12
「�新！視機能検査機で眼を守る！」

座長：中野　　匡 （ 東京慈恵会医科大学）

演者：健診における眼科健診の有用性
　　　　中野　　匡 （ 東京慈恵会医科大学）
　　　新視機能検査機を使った眼健診のススメ！
　　　　伊藤　朝美 （ 東京慈恵会医科大学）

共催：株式会社クリュートメディカルシステムズ
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■スポンサードセミナー13
「�新しい腹部超音波検診マニュアルで変わるADPKD診療」

演者：猪阪　善隆 （ 大阪大学大学院医学系研究科   腎臓内科学   教授）

共催：大塚製薬株式会社　メディカル・アフェアーズ部

■スポンサードセミナー14
「�超高齢社会への準備~�長寿大国での健診OCTの重要性～�

QOL向上の鍵は“感覚器”3次元眼底検査“OCT”で見つける目の病気」
演者：中野　　匡 （ 東京慈恵会医科大学 眼科学講座 主任教授）

共催：株式会社トプコン　メディカル　ジャパン

■スポンサードセミナー15
「�日本の子宮頸がん検診の行方」

座長：上坊　敏子 （ 相模野病院）
演者：宮城　悦子 （ 横浜市立大学医学部産婦人科学教室   主任教授）

共催：ホロジックジャパン株式会社

■スポンサードセミナー16
「�健診時の尿中バイオマーカーL-FABPの活用について」

座長：桝田　　出 （ 武田病院健診センター   所長）
演者：三宅　紀子 （ 八潮駅つばめクリニック   院長）

共催：シミックヘルスケア・インスティチュート株式会社
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プレナリーセッション

プログラム
演題番号

例：PO-01
プレナリー演題

題演般一題演ーリナレプ 演題番号

例：A-1-01
分類区分

　本学術大会における「取り下げ」（申し出があった、あるいは期日までに参加登録および演題登録がなされなかった）演題
については、Web配信特設サイトおよび学会誌『人間ドック』Vol.₃₆ No.₃にその一覧を掲載いたします。これらの演題は本
大会の業績にはなりませんが、同一内容を今後次期学術大会等に発表されることは妨げません。
　なお抄録集の印刷作業後に「演題取り下げ」が確定した演題については、抄録が消去できなかったことをご了承ください。
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 LIVE配信：9月10日（金）　13：00～15：00
�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）

PO-01� �胃内視鏡検診にて発見された表在性非乳頭部十二指腸上皮性腫瘍の検討～胃粘膜萎縮との関連
も含めて～
○砂金　　彩1 　鎌田　智有1 　村尾　高久2 　末廣　満彦3 　眞部　紀明4 　物部　泰昌5

　春間　　賢3

1 川崎医科大学総合医療センター   総合健診センター      2 川崎医科大学   消化管内科学      
3 川崎医科大学   総合内科学 2       4 川崎医科大学   検査診断学（内視鏡・超音波）      
5 川崎医科大学総合医療センター   病理科

PO-02� �前向き観察研究における大腸ポリープ成因に影響を及ぼす交絡因子の解析
○島本　武嗣1 　山道　信毅2 　岡田　　実1 　和田　亮一1 　光島　　徹1

1 亀田メディカルセンター幕張      2 東京大学医学部附属病院予防医学センター・東京大学医学部消化器内科

PO-03� �軽度認知障害（MCI）およびアルツハイマー病のための血漿タンパク質LC-MS/MSスクリーニ
ング検査の開発
　井上　　真1 　目野　浩二1 　鈴木　秀昭1 　伊藤ひとみ1 　劉　　　珊1 　松川　則之2

　朝田　　隆3 　新井　哲明4 ○内田　和彦4

1 株式会社MCBI   研究開発部      2 名古屋市立大学   医学部   脳神経内科      3 東京医科歯科大学   医学部      
4 筑波大学医学   医療系

PO-04� �特定保健指導におけるアイテムの効果　－小さい茶碗－
○戸崎小百合1 　佐伯　正人1 　照井　佳子1 　木村　信子1 　森　　千晶2 　前川　路子2

　林　　　慎2

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

PO-05� �新型コロナウイルス流行による受診者の生活習慣と健康状態への影響
○吉本　貴宜 　太田秀二郎 　深澤　富博 　山下眞理子 　新城　邦裕 　天野　高行 
　高谷　典秀

医療法人社団   同友会   春日クリニック
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一般演題
プログラム

演題番号

例：PO-01
プレナリー演題

題演般一題演ーリナレプ 演題番号

例：A-1-01
分類区分

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︲2 判定（区分）
A︲3 肥満、メタボリックシンドローム
A︲4 血圧、脈拍（心拍）　※応募演題なし
A︲5 脳、神経、認知症
A︲6 眼、耳、鼻、咽、喉頭
A︲7 呼吸器
A︲8 循環器
A︲9 消化器（上部消化管）
A︲10 消化器（下部消化管）
A︲11 肝、胆、膵、脾
A︲12 腎、尿路
A︲13 前立腺、膀胱
A︲14 乳腺

A︲15 子宮、卵巣
A︲16 がん（A-5～A-15の臓器以外、全般）　※応募演題なし
A︲17 血液
A︲18 糖代謝
A︲19 脂質代謝
A︲20 尿酸代謝　※応募演題なし
A︲21 内分泌
A︲22 動脈硬化
A︲23 免疫、アレルギー、感染
A︲24 骨、筋、皮膚
A︲25 検査法（遺伝子、新技術、ほか）
A︲26 ロコモティブシンドローム・フレイル
A︲27 その他

グループB　指導
B︲1 保健指導全般
B︲2 栄養・食生活
B︲3 身体活動
B︲4 飲酒　※応募演題なし

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

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

C︲7 特定健診　※応募演題なし
C︲8 他の法定健（検）診　※応募演題なし
C︲9 がん登録　※応募演題なし
C︲10 外国人（健診ツーリズム）　※応募演題なし
C︲11 その他

グループE　WITH/AFTER…CORONA時代
E︲1 健康状態･健診結果に及ぼす影響
E︲2 感染対策

E︲₃ 施設運営・その他

国際セッション
IS International Session

　本学術大会における「取り下げ」（申し出があった、あるいは期日までに参加登録および演題登録がなされなかった）演題
については、Web配信特設サイトおよび学会誌『人間ドック』Vol.₃₆ No.₃にその一覧を掲載いたします。これらの演題は本
大会の業績にはなりませんが、同一内容を今後次期学術大会等に発表されることは妨げません。
　なお抄録集の印刷作業後に「演題取り下げ」が確定した演題については、抄録が消去できなかったことをご了承ください。
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�A-1�医療面接、受診者情報、診察

A-1-01� �胃透視検査における問診票と同意書の導入について
○徳井絵理菜 　堀川　　眞 　川上　由佳 　北條隆一郎 　義丁　恵子 　池田　育美 
　冨田　容美 　串田　由紀 　水田　瑠里 　藤本　範子

医療法人財団博仁会   キナシ大林病院   健診部

�A-2�判定（区分）

A-2-01� �甲状腺疾患判別人工知能モデルにおける使用特徴量の検討
○浅見　親志1 　岩倉　　浩2 　中島　康代3 　坂巻　浩二4 　阿久澤まさ子4 　工藤　　工5 
　安藤　義孝4 　山田　正信3 　赤水　尚史2,5 　榊原　康文1,6

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

�A-3�肥満、メタボリックシンドローム

A-3-01� �脂肪肝を有する検診受診者で、FIB-4�index高値はメタボリック症候群の合併と関連している
○前田　健吾1,2 　白田　康代1,2 　竹市　　泉2 　芳野　純治1

1 国際セントラルクリニック      2 大名古屋ビルセントラルクリニック

A-3-02� �メタボリックシンドロームの診断指標による腹部内臓脂肪面積の推定式の作成
○片平　正人1,2 　森浦　滋明2 　三輪　裕道2 　小野　里子2

1 愛知県立大学   看護学部      2 大雄会第一病院   健診センター

A-3-03� �脂肪量と除脂肪体重がメンタルヘルスに与える影響の検討
○藤本　壮八 　砂金　　彩 　角　　直樹 　山中　義之 　鎌田　智有 　高尾　俊弘

川崎医科大学健康管理学

A-3-04� �内臓脂肪面積とメタボリックシンドローム診断基準項目との関連性の検討
○松舟　瑞希 　八田　悦子 　大槻　安代 　景山　修二 　安西　　央 　青木　　彰 
　福田　　彰 　後山　尚久 　藤原　祥子

大阪医科薬科大学健康科学クリニック

A-3-05� �スポーツを実施している若年層における代謝因子の検討
○春原　伸行1 　佐藤　直子1 　向井　正法1 　西　　　享1 　佐々木儀人2 　戸崎　雅子3

1 東京明日佳病院   内科      2 東京明日佳病院   放射線科      3 東京明日佳病院   医療情報課

A-3-06� �10年間の健康診断によるメタボリックシンドローム該当者の割合の比較
○藤代健太郎 　安部　信行 　田嶋　政男 　西村　明良 　法常　一孝 　石塚　範雄 
　阿部　　悟 　森山　博美 　荒井　親雄 　三木　一正

一般財団法人   日本健康増進財団

A-3-07� �肝線維化進展NAFLDの100％の拾い上げを目指した際の費用対効果の検討
○藤井　英樹1 　福本　真也1 　木村　達郎1 　中野　朱美1 　灘谷　祐二1 　田内　幸枝1 
　高嶋　信吾1 　西居由布子1 　河田　則文2 　渡邉　俊雄1

1 大阪市立大学   大学院医学研究科   先端予防医療学   MedCity21      
2 大阪市立大学   大学院医学研究科   肝胆膵病態内科学
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A-3-08� �ベトナム都市部における内臓脂肪とメタボリックシンドロームバイオマーカーの相互関係
○笠原　英子1 　ルー　ガン2 　ルーチエン3 　グエンスー2 　山崎　　力4 　天野　隆弘4

1 国際医療福祉大学   医学部   予防医学      2 チョーレイ病院   ベトナム      3 ホーチミン市   医学薬学大学      
4 国際医療福祉大学

A-3-09� �肝機能検査（ALT値）からみたメタボ・脂肪肝～ALT値からどのような状態予測と目標設定が可
能であろうか～
○福田　　彰 　尾上　都子 　中嶋　一恵 　藤原　祥子 　後山　尚久

大阪医科薬科大学   健康科学クリニック

A-3-10� �青森県一地域の地域および職域健診受診者を対象としたBMI区分に基づく各種疾患の危険因子
の横断的検討
○熊谷　貴子1 　山田　真司2 　福島　郁子3 　磯島美穂子3 　伊藤　治幸4 　相馬　文彦3 
　岡本　道孝3

1 青森県立保健大学   健康科学部   栄養学科      2 青森県立保健大学   健康科学部   看護学科      
3 公益財団法人   八戸市総合健診センター      4 天使大学   看護栄養学部   看護学科

A-3-11� �人間ドックにおける継続受診者と非継続受診者のメタボリックシンドローム判定
○井戸谷　恵1 　山崎　牧子1 　島田　和子1 　三輪　篤史2 　矢島　義昭1 　黒澤　　功3

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

�A-5�脳、神経、認知症

A-5-01� �改訂長谷川式簡易認知機能評価スケールとVSRADによる軽度認知機能障害の評価
○久保　幸子 　呂　　　軍 　林　　裕子 　橋本真紀子 　梶尾　　裕

国立国際医療研究センター   人間ドック科

�A-6�眼、耳、鼻、咽、喉頭

A-6-01� �VDT作業者のドライアイ眼、レーシック眼、コンタクトレンズ装用眼における目、身体、精神の
自覚症状との相関
○平松　邦夫1,2 　門　　恵美1 　叶　　千鶴1 　綾部　智之1 　牛尾　江利1 　高石　和子1 
　平松勢津子1 　宇高　　功1 　福田　　裕1 　枝川　潤一1

1 公益財団法人   加古川総合保健センター      2 平松眼科

A-6-02� �健診眼底検査における緑内障に特徴的な所見と緑内障有病率についての検討
○園尾　広志 　小林　　亮 　新井　圭介 　福村　精剛

社会医療法人生長会ベルクリニック

A-6-03� �人間ドックの聴力検査に於ける不適条件（ピアース等）に関する検討�
○吉田　泰行1,3 　中田　瑛浩2 　川村　　実3 　長谷川慶華4

1 威風会栗山中央病院   耳鼻咽喉科・健康管理課      2 威風会栗山中央病院   泌尿器科      
3 船橋二和ふれあいクリニック      4 はせがわ内科クリニック

�A-7�呼吸器

A-7-01� �胸部X線検査の精度管理について
○藤原　祥子 　福田　　彰 　安西　　央 　松舟　瑞希 　景山　修二 　大槻　安代 
　八田　悦子 　青木　　彰 　後山　尚久

大阪医科薬科大学   健康科学クリニック
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A-7-02� �肺閉塞性障害の本態性高血圧に及ぼす影響について
○天川　和久 　荒瀬　康司 　本田　律子 　大本　由樹 　加藤　久人 　有元佐多雄 
　陣内　由紀

虎の門病院健康管理センター

A-7-03� �検診の胸部単純X線により発見された限局性悪性胸膜中皮腫の1例
○奥野　翔子 　高木　順平 　野口　哲男 　上津　昌広 　石田　　均

市立長浜病院   呼吸器外科

A-7-04� �低線量胸部CTにおける異なる撮影プロトコール間での体格・線量・画像ノイズの差違
○潤間　隆宏1 　山田　貴則2 　結城　　篤2 　小針　美紀3 　山下　朋華3 　青木　一晃4

1 保健会   谷津保健病院   呼吸器内科      2 保健会   谷津保健病院   放射線科      
3 保健会   奏の杜クリニック   放射線科      4 有相会   最成病院   放射線科

A-7-05� �胸部単純X線検査における要精密検査判定の経年変化について
○木村　達郎1 　福本　真也1 　中野　朱美1 　藤井　英樹1 　灘谷　祐二1 　田内　幸枝1 
　高嶋　信吾1 　西居由布子1 　河田　則文2 　渡邉　俊雄1

1 大阪市立大学   大学院医学研究科   先端予防医療学   MedCity21      
2 大阪市立大学   大学院医学研究科   肝胆膵病態内科学

�A-8�循環器

A-8-01� �人間ドックの腹部超音波で指摘された無症候性孤立性上腸間膜動脈解離または動脈瘤の3例
○吉野　悦子1 　難波　雄亮1,2 　郭　　友輝1,2 　小沼　清治3 　金子　教宏1,2 　岸本　誠司1

1 亀田京橋クリニック   健康管理センター      2 亀田京橋クリニック   内科      3 亀田京橋クリニック   臨床検査科

A-8-02� �健康診断における心房細動例の検討
○杉本　孝一 　今井　佳子 　佐藤友理恵 　大久保芳美

横須賀市立市民病院   健康管理科

A-8-03� �がん検診コースで発見された重症冠動脈疾患の1症例
○三木　真司 　大野美紀子 　宮川　　綾

三菱京都病院   人間ドックセンター

A-8-04� �人間ドック健診で検出された心房細動発症前洞調律時のリスク要因と意義
○中居　賢司1 　村上　晶彦1 　神谷　亮一1 　三田　　修2 　三田　享子2 　鈴木　敏彦2 
　金田一万里子1 　藤舘　道代2 　狩野　　敦2

1 岩手県対がん協会附属矢巾診療所      2 岩手県対がん協会いわて健康管理センター

A-8-05� �人間ドック心電図で軽度の刺激伝導障害を認め、各画像所見から比較的早期にPSLが開始され
た心臓サルコイドーシスの一例
○古川　佳子1 　川合　陽子2 　大橋　成孝3 　田村　雄一3 　小川　　聡3 　内野　悠一2 
　横山　郁夫1 　林田　　済1 　山中　　寿1 　天野　隆弘1

1 山王メディカルセンター   循環器内科      2 山王病院   内科      3 国際医療福祉大学三田病院   心臓血管センター

A-8-06� �大津市在住大津赤十字病院人間ドック受診者心電図平低T症例の生命予後と判定
○小西　　孝 　粟津　篤司 　安井　博徳 　片倉友紀恵 　高鍬　　博 　戸田　勝代 
　福本　博文 　西川　浩史

大津赤十字病院   健診センター
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A-8-07� �健診腹部エコーにて発見された無症候性内臓動脈瘤（第2報）
○長谷部靖子1 　尾上　秀彦2 　渡邉　早苗1 　八木　　完1

1 医療法人順風会   順風会健診センター   診療部      2 医療法人順風会   順風会健診センター   臨床検査

A-8-08� �当センター心電図検査におけるアーチファクト対策の試み
○中村由香里 　幡鎌　宏美

静岡済生会総合病院   診療支援部   臨床検査科

�A-9�消化器（上部消化管）

A-9-01� �H.pylori　感染状態別発見胃癌における生検組織診断能の検討
○吉村　理江 　村岡　直子 　西藤　亮子 　鈴木　　静 　橋本　俊彦 　那須　　繁

博愛会   人間ドックセンターウェルネス

A-9-02� �当院健診センターにおける胃内視鏡生検症例の検討
○深谷　　毅 　吉田　玲子 　中嶋久仁子 　小畑　真介 　小林　泰三

医療法人博俊会   春江病院

A-9-03� �胃穹窿部多発白斑の2症例
○吾川　弘之1 　鎌田　智有2 　牛山　雅夫1

1 社会医療法人   健和会病院   内科      2 川崎医科大学   健康管理学

A-9-04� �ピロリ陰性時代おけるHelicobacter suis感染症の人間ドックでの位置付け
○徳永　健吾 　井田　陽介 　三好佐和子 　山本　　実 　岡本　　晋

杏林大学   医学部付属病院   人間ドック

A-9-05� �当院における上部消化管造影検診の年齢層別成績
○岡本　隆英1 　築根　陽子1 　羽尾　義輝1 　神山　太郎1 　阿部　　豊1 　伊東　明美1 
　黒岩　美絵1,2 　内山　忠生2 　奥本　忠之2

1 海老名総合病院検診センター      2 海老名総合病院放射線科

A-9-06� �人間ドックを契機に発見された好酸球性食道炎の臨床的特徴の検討
○高嶋　信吾1 　灘谷　祐二1 　藤井　英樹1 　西居由布子1 　田内　幸枝1 　中野　朱美1 
　木村　達郎1 　福本　真也1 　藤原　靖弘2 　渡邉　俊雄1

1 大阪市立大学   大学院医学研究科   先端予防医療学      2 大阪市立大学   大学院医学研究科   消化器内科学

A-9-07� �人間ドックの胃X線検査におけるパニック画像対応（�慢性胃炎について�）
○天川　友介1 　矢島　義昭2 　見田　　尊1 　浦野晨太郎1 　長谷川彩香1 　武井　晃司1 
　山崎　牧子3 　三輪　篤史4 　黒澤　　功5

1 黒沢病院付属ヘルスパーククリニック   放射線部      2 黒沢病院付属ヘルスパーククリニック   内科      
3 黒沢病院付属ヘルスパーククリニック   健診部      4 黒沢病院付属ヘルスパーククリニック   技術統括部      
5 黒沢病院付属ヘルスパーククリニック   泌尿器科

A-9-08� �内視鏡スクリーニング検査におけるH.pylori陰性癌の検討
○間部　克裕1 　角　　直樹2 　笹井　貴子3 　井上　和彦3 　春間　　賢2,4

1 淳風会健康管理センター倉敷      2 川崎医科大学   健康管理学      3 淳風会健康管理センター      
4 川崎医科大学総合内科学 2

A-9-09� �当院人間ドックにおける食道癌70例の検討
○坂野　文香 　越智　秀典 　久留島　仁 　松本　能里

広島赤十字・原爆病院   健診部
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A-9-10� �胃X線検査でのピロリ菌判定試案作成とその運用の成果
○山岡　知晴1 　山内　一裕1 　浜上　千夏1 　香川　和重1 　松本　昌子1 　松井　真澄2 
　福井　敏樹1

1 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      2 公益財団法人   香川県予防医学協会

A-9-11� �当院人間ドック受診者におけるピロリ菌に関する実態調査
○落合　　汀1 　大平　麻紀1 　神保ひとみ1 　永坂　光恵1 　阿部佳奈子1 　荒木　昌子2 
　亀井　一彦2 　石川　廣記2

1 医療法人社団相和会   みなとみらいメディカルスクエア   保健看護課      
2 医療法人社団相和会   みなとみらいメディカルスクエア   診療部

A-9-12� �人間ドックの腹部超音波検査で発見された壁外性に発育した胃GISTの症例
○東　富士子 　山岡水容子 　熊谷　宗晃 　西村　浩美

医療法人   創健会   西村診療所

A-9-13� �当施設における発泡剤追加の基準と今後の課題
○加藤　将平 　三枝　昭裕 　北尾　幸男 　牛久　英明 　近藤　　博 　堀内　　純

一般財団法人   日本健康管理協会   新宿健診プラザ   施設健診部   放射線科

A-9-14� �当院人間ドック上部消化管内視鏡検診で発見された胃がんの特徴
○西園　雅代 　小川　秀久 　平塚　正幸 　今村　哲理 　赤池　　淳

JA北海道厚生連札幌厚生病院   健康管理科

A-9-15� �人間ドックにおけるHp抗体検査と胃がん検診の報告
○小川　恭子1 　布袋屋　修2 　戸田　晶子1 　柳内　綾子1 　小西　未央1 　若林真理子1 
　岩男　暁子1 　荒木　昭博1 　本田　律子1 　荒瀬　康司1

1 虎の門病院   健康管理センター      2 虎の門病院   消化器内科

A-9-16� �Helicobacter pyloriはどのくらい認知されているのか？
○八巻　悟郎1,2 　宮川なおみ2 　大野　恭子2 　齋藤　理沙2 　寺田　絵梨2 　三浦　智子2

1 こころとからだの元氣プラザ   消化器科      2 アジュール竹芝総合検診センター

�A-10�消化器（下部消化管）

A-10-01� �オプション検査として実施している大腸CT受診者のアンケート調査について
○山崎　芳恵 　本郷　嘉史

船員保険   品川シーズンテラス健診クリニック

A-10-02� �便潜血検査2回法の検査値と大腸癌・高度異形腺腫の発見率
○太田　英孝1 　小林　勇治1 　関根　真紀1 　三輪　篤史2 　矢島　義昭3 　黒澤　　功4

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

A-10-03� �免疫学的便潜血反応陽性を契機に発見された無症候性アメーバ性大腸炎の1例
○川村　　徹 　太田真由子 　青山　　弘

公益財団法人日産厚生会診療所
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�A-11�肝、胆、膵、脾

A-11-01� �肥満型の非アルコール性脂肪肝（NAFLD）が体組成に及ぼす影響
○柏木　和弘 　高山美智代 　槇野香奈子 　市川　仁志 　清水　良子 　吉田　諭史 
　井上　　詠 　杉野　吉則 　高石　官均 　岩男　　泰

慶應義塾大学   病院    予防医療センター

A-11-02� �当院人間ドック受診が発見の契機になった膵神経内分泌腫瘍4例の検討
○服部　宜裕1 　高嶌　寛年2

1 庄原赤十字病院   内科      2 庄原赤十字病院   外科

A-11-03� �非アルコール性脂肪性肝疾患におけるFIB4indexの糖尿病発症リスク予測に対する有用性
○及川理恵子 　中西由美子 　若狭　麻子 　岩男　　悠 　石田　良子 　岩井　邦充

金沢医科大学   健康管理センター

A-11-04� �FIB-4�indexが診断に有用であったと考えられる肝硬変の一例
○山本　正和 　八木　治雄 　鹿熊　一人 　新田　一葉 　土井　　彰 　高橋　秀幸 
　横山　正洋

厚生連滑川病院   滑川健康管理センター

A-11-05� �人間ドックにおけるCA19-9を用いた膵癌の検出（11年間の成績の解析）
○矢島　義昭1 　松本　　健1 　石井　秀和1 　吉田沙也香2 　佐藤　武敏2 　見田　　尊3 
　黒澤　　功4 　細内　康男5

1 黒沢病院付属ヘルスパーククリニック   内科      2 黒沢病院付属ヘルスパーククリニック   検査部      
3 黒沢病院付属ヘルスパーククリニック   放射線部      4 黒沢病院付属ヘルスパーククリニック   泌尿器科      
5 済生会前橋病院外科・腹腔鏡外科

A-11-06� �当施設の膵臓癌リスク検査における膵臓超音波検査実績の報告
○山下　尚子 　東谷　　渚 　福井　和子 　隅田　夏葉 　柴田えりこ 　柳田　俊一 
　井上　和彦 　清水　信義

一般財団法人   淳風会   淳風会健康管理センター

A-11-07� �人間ドックにおいて膵嚢胞性病変と指摘され、経過観察中に充実性病変へと変化した膵神経内
分泌腫瘍の1例
○渡辺美津江1 　三國　友香1 　品田　佳位1 　佐藤　美樹1 　小竹美佐江1 　田村　清子1 
　風間　由美1 　田村　　功1 　坂元　　修2

1 一般財団法人   太田綜合病院附属太田熱海病院   臨床検査部      
2 一般財団法人   太田綜合病院附属太田熱海病院   予防医学センター

A-11-08� �人間ドックの逐年腹部超音波検査で発見された非機能性膵神経内分泌腫瘍の1例
○宇賀神卓広 　高田　優子 　小山　美緒 　齊藤　　樹 　津戸　直樹 　藤沼　澄夫

医療法人北斗会宇都宮東病院健診センター

A-11-09� �人間ドックでの腹部超音波検査が悪性リンパ腫発見の契機となった1症例
○内山　さち 　鈴木公美子 　加藤　綾夏 　鈴木　　実 　金子　　望 　村越　理惠 
　渡邉百合子 　小谷野憲一

浜松赤十字病院   健康管理センター

A-11-10� �胃粘膜下腫瘍として発見された1例を含む脾動脈瘤10例の検討
○安井　裕子1 　穂積　佳世2 　上田　　博3

1 芳珠記念病院   健診科      2 芳珠記念病院   情報企画課      3 芳珠記念病院   消化器科
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A-11-11� �当院における膵検査体制の改善と要精査例発見率の向上
○若宮　陽子 　五島　富幸 　竹野　由美 　安井　里華 　中安　由香 　柳瀬久美子 
　高津　理恵 　浦川　早織 　今村　由里 　安井　　弥

医療法人広島健康会アルパーク検診クリニック

A-11-12� �肝機能正常症例におけるHbA1cとFIB-4　indexの検討
○西藤　亮子1 　鈴木　　静1 　吉村　理江1 　橋本　俊彦1 　那須　　繁2

1 特定医療法人財団   博愛会   人間ドックセンターウェルネス      2 博愛会病院

A-11-13� �人間ドック受診が契機に発見された膵癌の症例についての検討
○高森　行宏 　今田　祐子 　遠藤真紀子

（公財）田附興風会   北野病院   健康管理センター

A-11-14� �人間ドックで指摘した膵嚢胞性病変の経時変化について
○大竹　理沙 　鶴岡　尚志 　吉野貴美子 　板垣　玲奈 　沼本美由紀 　大前　由美 
　大前　利道

医療法人社団新虎の門会   新浦安虎の門クリニック

�A-12�腎、尿路

A-12-01� �健診における尿検体の収集体制による尿蛋白検出率の相違について
○高野　奈実 　深澤　友里 　児玉　　俊

公立学校共済組合   関東中央病院   健康管理科

A-12-02� �ドック健診の健常者データから分析したeGFR低下に関わる因子
○荒井　孝子1 　武田　英孝2 　東野　定律1 　Tamerlan Babayev3 　竹中　恒夫3 
　池田　俊也3 　青萩　陽子1 　天野　隆弘2,3

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

�A-13�前立腺、膀胱

A-13-01� �当院人間ドックにおける膀胱癌及びその他の膀胱病変の発見契機についての検討
○今田　祐子 　遠藤真紀子 　高森　行宏

（公財）田附興風会   北野病院   健康管理センター

�A-14�乳腺

A-14-01� �人間ドックの超音波検査で発見される5mm以下の乳房腫瘤について
○櫻井　健一1,2,3,4 　安達　慶太1,3,4 　鈴木　周平1,2 　平野　智寛1 　窪田　仁美1,2,4 
　藤崎　　滋1,2 　塩味　正雄3 　池田　　緑4 　竹元　豊志4 　辻　　泰喜4

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

A-14-02� �人間ドックの視触診で発見された乳腺Neuroendocrine�Ductal�carcinoma�in�situ症例
○櫻井　健一1,2,3,4 　鈴木　周平1,2 　安達　慶太1,3,4 　平野　智寛1 　窪田　仁美1,2,4 
　藤崎　　滋1,2 　塩味　正雄3 　池田　　緑4 　竹元　豊志4 　辻　　泰喜4

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

A-14-03� �マンモグラフィ検査カテゴリー1の乳がんはいかにして発見されるのか
○後山　尚久 　内藤　美希 　松岡　理沙 　萩原　暢子 　福田　　彰 　藤原　祥子

大阪医科薬科大学   健康科学クリニック
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A-14-04� �当施設における、マンモグラフィで局所的非対称性陰影又は腫瘤像を認める場合の乳腺超音波
併用の実際
○三船由梨子 　三木　保江 　一ノ瀬　庸 　西川　晋史 　小松亜紀子 　伊東　香代 
　山本　正之

社会医療法人神鋼記念会   新神戸ドック健診クリニック

A-14-05� �新判定基準が及ぼす効果－乳房超音波診断ガイドライン改定第4版－
○原田　恵実1 　西村　美穂1 　齋藤　千絵1 　兼則　絢女2 　若林　美咲2 　田所佳奈子2 
　梶田千恵子1 　野崎　浩二1,2 　林　　建男2 　塚田　一義1

1 社会医療法人財団   石心会   川崎健診クリニック      
2 社会医療法人財団   石心会   アルファメディック・クリニック

A-14-06� �高濃度乳房（デンスブレスト）受診者に乳腺超音波検査併用の重要性を理解してもらう取り組み
について
○浜上　千夏 　丸山　美江 　松本　昌子 　山内　一裕 　福井　敏樹

医療法人如水会オリーブ高松メディカルクリニック

A-14-07� �MMG単独検診からUS併用検診への推奨により乳がんと診断された症例と併用検診推奨の取
り組み
○木村　礼子1 　谷岡　延光1 　下田　瑞恵1 　蓑毛　佳代1 　中村　保幸1 　松谷　崇弘2 
　武田　隆司3 　武田　道子3 　武田　隆男3 　武田　隆久3

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

A-14-08� �マンモグラフィ検査中の迷走神経反射による受診者の転倒事例からの対策
○石井　宏忠1 　高橋　直樹2 　丸井　　悠1 　大工原佑美1 　木闇　　茜1

1 医療法人社団   相和会   横浜ソーワクリニック 横浜総合健診センター   医療技術部放射線科      
2 医療法人社団   相和会   横浜ソーワクリニック 横浜総合健診センター   診療部

A-14-09� �超音波検査による繰り返し受診発見乳癌の検討
○萩尾　智紗1 　吉村　理江1 　森　　寿治2 　長野　由美1 　亀井　晶子1 　都田　三智1 
　伊田　憂香1 　久保　彩香1 　橋本　俊彦1,2 　那須　　繁1,3

1 特定医療法人財団   博愛会   人間ドックセンターウェルネス      
2 特定医療法人財団   博愛会   ウェルネス天神クリニック      3 特定医療法人財団   博愛会

A-14-10� �乳がん検診経年受診者へのUS併用検診推奨の有用性2
○小倉　直子 　原　　博子 　山本　莉奈 　那須　智子 　田辺　真莉 　宮崎　夏乃 
　市川　麻奈 　片山　信仁 　和田　亮一 　光島　　徹

亀田総合病院附属幕張クリニック

A-14-11� �乳癌症例から見た乳房構成が検診精度に与える影響について
○山口ひとみ1 　堀越　隆之1 　中澤　浩子1 　清水　正雄3 　三浦　弘之4 　君塚　孝雄2 
　中川　　良2 　中川　一美2 　中川　高志2

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

A-14-12� �人間ドックで発見された乳腺Neuroendocrine�DCISの1例
○鈴木　周平1,2 　櫻井　健一1,2,3,4 　平野　智寛1,3,4 　安達　慶太1,3,4 　窪田　仁美1,2,4 
　藤崎　　滋2 　塩味　正雄4 　池田　　緑4 　竹元　豊志4 　辻　　泰喜4

1 日本歯科大学附属病院   乳腺内分泌外科      2 医療法人社団   藤崎病院   外科      
3 医療法人山柳会   塩味病院   内科      4 川口パークタワークリニック
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A-14-13� �当センターにおける乳がん検診の現状
○五郎丸直美1 　安部倉竹紗1 　武田　隆男2 　武田　道子2 　武田　厚子2 　武田　隆司2 
　武田　貞子2 　武田　隆久2

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

A-14-14� �健全な乳がん検診の障害となる要因の検討
○栗原　照昌 　遠藤　敬一 　黒澤　　功

黒沢病院附属ヘルスパーククリニック   高崎健康管理センター

A-14-15� �当院健診センターにおける乳がん検診の現状と超音波併用乳がん検診の有用性について
○中宮　早紀 　柴田　真紀 　熊谷麻規子 　山崎　智佳 　佐々木加奈子 　畑沢めぐみ 
　庄田穂乃香 　斉藤　　司 　米澤　仁志 　川岸　涼子

函館五稜郭病院   健康管理センター

�A-15�子宮、卵巣

A-15-01� �昨年度に経験した子宮頸がん検診を契機に発見された興味深い卵巣腫瘍3症例についての小考
察
○植田　敏弘1 　大森　昌子2 　安藤　正明3

1 倉敷成人病健診センター   産婦人科      2 倉敷成人病センター   病理診断科      3 倉敷成人病センター   産婦人科

A-15-02� �当センターにおける子宮頸がん検診へのHPV検査導入後の成果と課題
○笠井　智佳 　南　　　結 　西川　恭弘 　谷口　晴記 　中村　光治 　田中　　公

鈴鹿回生病院   健康管理センター

�A-17�血液

A-17-01� �人間ドックにて軽微な血液検査の異常から精査・診断に至った急性骨髄性白血病の一症例
○今　　昌幸1 　富樫　智裕1 　大橋　昂平1 　塩崎　正樹1 　太田　真理2 　山田　明美2 
　井端　　淳3 　高畑むつみ3 　岩崎　　博3 　赤池　　淳4

1 JA北海道厚生連   札幌厚生病院   臨床検査技術科      2 JA北海道厚生連   札幌厚生病院   健診センター      
3 JA北海道厚生連   札幌厚生病院   血液内科      4 JA北海道厚生連   札幌厚生病院   健康管理科

A-17-02� �単施設におけるサラセミア疑い症例の発生頻度推定
○上條　亜紀1 　山本　美穂2 　堀越　紗織3 　下井　銘子1 　北沢　尚子1 　門馬久美子1 
　中島　寛隆1 　榊　　信廣1

1 早期胃癌検診協会   附属茅場町クリニック   診療科      2 早期胃癌検診協会   検診事業部      
3 早期胃癌検診協会   附属茅場町クリニック   看護科

A-17-03� �肥満と喫煙が血球に及ぼす影響の検討
○亀谷　富夫

富山県厚生連高岡健康管理センター

A-17-04� �血球系検査項目の基準範囲検討
○藤沼　弘宗 　北尾　幸男 　八木　通浩 　三枝　昭裕

一般財団法人   日本健康管理協会   新宿健診プラザ
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�A-18�糖代謝

A-18-01� �高速液体クロマトグラフィー（HPLC法）とラテックス凝集法（LA法）でHbA1c値に乖離が生じ
た症例の検討
○牧田　文子1,3 　松本　明美2 　藤原　隆行3 　渡辺　恭子4 　早川　信彦4 　宮下　雄博1,3 
　岡崎　守宏3

1 岡山赤十字病院   健康管理センター      2 岡山赤十字病院   検査部      3 岡山赤十字病院   総合内科      
4 岡山赤十字病院   糖尿病・内分泌内科

A-18-02� �健診データの縦断的な解析によるサルコペニア進展予測因子の探索
○代田　　翠 　楠本　雅之 　谷　　瑞希 　栃窪　　豊 　新美　佑有 　廣川　富彦 
　山口　紀子 　石坂　裕子

社会福祉法人   三井記念病院   総合健診センター

�A-19�脂質代謝

A-19-01� �当院でのドック受診者を対象とした高度高トリグリセリド（TG）血症の出現率とその臨床的特
徴について
○小林　淳二1 　米澤　真頼1 　小野　克弘1 　山本　弥生1 　栗原　智子1 　大沼　早苗1 
　吉野江里子1 　飯田　孝之1 　吉田　秀夫1 　中村　博敏2

1 井上記念病院   健康管理センター      2 井上記念病院

A-19-02� �当施設で経験した最低low�density�lipoprotein�cholesterol（LDL-C）�20mg/dL以下例の検
討
○齊藤　忠範 　本間　裕敏 　高橋　　亘 　加藤　友章 　藤本　琴音 　遠山　節子 
　笹川　　裕 　安保　智典

船員保険北海道健康管理センター

A-19-03� �3食以外の食事摂取習慣や朝食を抜く習慣はHDL-Cの値と関与する
○林　　令子 　永田　彩織 　泉　由紀子 　大山摩佐子 　浅野　彰彦 　住谷　　哲 
　三木　俊治 　中村　秀次 　笠山　宗正 　栗波　仁美

公益財団法人   日本生命済生会   日本生命病院   ニッセイ予防医学センター

A-19-04� �内臓脂肪指標とLDLコレステロール（直接法）・non-HDLコレステロールとの関連性
○田中健一郎1,2 　加治　景子1,2 　橋本　昭利2 　田中　芳生1,2 　跡部　　優1 　石川　優子2 
　岡村　雅雄3 　冨永　洋一1 　中嶌　一彦2

1 社会医療法人愛仁会   愛仁会総合健康センター      2 社会医療法人愛仁会    カーム尼崎健診プラザ      
3 社会医療法人愛仁会    あいわクリニック

A-19-05� �人間ドック受診者における食後中性脂肪値の検討
○護山　健悟1,2 　石黒　睦子2 　加藤ルミ子2 　小林　功幸2 　野澤　政代2 　新井田奈美2 
　濱口　裕之2 　降旗　修太2 　高橋　　玲2 　近藤　智雄2

1 東海大学   医学部   総合診療学系   健康管理学      2 東海大学   医学部   付属八王子病院   健康管理センター

�A-21�内分泌

A-21-01� �健診のBNP高値が診断契機となったBasedow病の1例
○角　　直樹1 　砂金　　彩1 　山中　義之1 　藤本　壮八1 　春間　　賢2 　鎌田　智有1 
　高尾　俊弘1

1 川崎医科大学   健康管理学      2 川崎医科大学   総合内科学 2

39（145）



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～

人間ドック　Vol.36 No.2 2021年

A-21-02� �新型コロナ禍に発熱外来を受診した亜急性甲状腺炎の1症例について
○軸薗　智雄1,2 　鶴岡　尚志1 　杉谷　　巌2 　大前　由美1 　大前　利道1,3

1 新浦安虎の門クリニック      2 日本医科大学   内分泌外科      3 酒々井虎の門クリニック

�A-22�動脈硬化

A-22-01� �加齢に伴うCAVI値の変化と動脈硬化危険因子ならびにその変化との関係　第2報（3年間の
longitudinal�study）
○丸山　義明 　有田　信和 　永島かおり 　黒岩比呂美 　後藤　誠一 　清水　正雄 
　倉光　　薫 　足立　雅樹

埼玉医科大学病院   健康管理センター

A-22-02� �閉経後女性における動脈硬化進展の検討　　　
○井手　秀登1 　金山　尚裕2 　佐々木恭子3

1 医療法人社団   明徳会   十全記念病院   総合診療内科      2 医療法人社団   明徳会   静岡医療科学専門大学校      
3 医療法人社団   明徳会   十全記念病院   臨床検査部

A-22-03� �健康診断にて発見された胸腹部大動脈解離の一例
○石川　優子1 　冨永　洋一2 　跡部　　優2 　田中　芳生1,2 　大和　栄一2 　加治　景子1,2 
　鈴木かずみ2 　岡村　雅雄3 　常深孝太郎4

1 社会医療法人愛仁会   カーム尼崎健診プラザ      2 社会医療法人愛仁会   愛仁会総合健康センター      
3 社会医療法人愛仁会   あいわクリニック      4 社会医療法人愛仁会   高槻病院

A-22-04� �男性における頚動脈エコー所見と動脈硬化関連因子の検討　第四報
○原田　　健1 　福田　　洋2 　三輪　真也1 　今井　真美1 　山下眞理子1 　脇神亜希子1 
　高谷　典秀1

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

A-22-05� �頸動脈超音波検査から見た生活習慣病項目C判定者の動脈硬化リスク
○篠原　裕枝 　神山　秋広 　中野　真宏

地方独立行政法人   新小山市民病院   予防医学センター

A-22-06� �人間ドック頸動脈超音波検査にて無症候性の有意狭窄を認めた1症例
○神山　秋広 　篠原　裕枝 　中野　真宏

地方独立行政法人   新小山市民病院   予防医学センター

A-22-07� �当院肺ドック受診者における冠動脈石灰化とLOX-indexを含めた危険因子の検討
○岡本　将裕1 　久保田浩史2 　中山　雅夫2 　千森　真理1 　小黒　　厚3

1 独立行政法人   地域医療機能推進機構   神戸中央病院   健康管理センター      
2 独立行政法人   地域医療機能推進機構   神戸中央病院   放射線科      
3 独立行政法人   地域医療機能推進機構   神戸中央病院   附属健康管理センター

A-22-08� �女性の各閉経期における基準範囲内の血清TSHのカットオフ値と頸動脈硬化の関連
○坂巻　浩二1 　常川　勝彦2 　小林　　充3 　工藤　瑞穂1 　安藤　公子1 　阿久澤まさ子1 
　中嶋　克行4 　下村洋之助4 　村上　正巳2

1 医療法人社団日高会   日高病院   健診センター      2 群馬大学医学部附属病院   検査部      
3 医療法人社団日高会   富岡クリニック      4 医療法人社団日高会   日高学術研究センター

A-22-09� �頸動脈超音波検査におけるプラーク所見と関連する因子
○渡部　和子

市立芦屋病院
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A-22-10� �当健診センター受診者におけるsmall�dense�LDLコレステロールの検討
○野村　秀一 　田中美和子 　豊田　浩美 　竹林美津子 　大成有美子 　今川しのぶ 
　宮本　晴子

JR広島病院   健診センター

A-22-11� �高齢者におけるクッキーテストでの脂質および糖代謝能と動脈硬化の関係について
○岡野理江子1 　辻　真由美1 　良本佳世子2

1 大阪労災病院   健康診断部      2 大阪労災病院   糖尿病センター

�A-23�免疫、アレルギー、感染

A-23-01� �感染症第5類ジアルジア（ランブル鞭毛虫）の人間ドックにおける同定と一般外来での駆除
○林　　秀樹1 　藤井　幸子1 　齊藤美由紀1 　福田　亜希1 　宮本　理沙1 　村田　由季1 
　水島　香織1 　村上由起江1 　山下　理恵1 　酒井　克哉2

1 林病院健診室      2 林病院内科

�A-24�骨、筋、皮膚

A-24-01� �当院の運動器ドック検診の新たな取り組みについて
○後藤　寛幸 　鈴木　篤明 　平澤亜衣理 　伊藤　真矢 　高宮　浩一 　伊代田一人 
　小口　秀紀

トヨタ記念病院   リハビリテーション科

A-24-02� �人間ドックにおける血中25-OHビタミンD測定の意義と判定および指導の問題点
○田口　淳一1 　半下石美佐子2 　吉形　玲美2 　山門　　實2 　古川真依子1 　落合　　出1 
　藤巻　力也1 　佐野　純子1

1 東京ミッドタウンクリニック      2 日本橋室町三井タワーミッドタウンクリニック

�A-25�検査法（遺伝子、新技術、ほか）

A-25-01� �人間ドック健診における酸化ストレス度測定の臨床的有用性の検討　第1報　判定区分
○山門　　實1 　関　　貴之2 　金子　幸輝2 　木下　　平1 　松本　純夫1 　相澤　　進1 
　吉形　玲美1 　畑　　啓介1 　田口　淳一1

1 日本橋室町三井タワー   ミッドタウンクリニック   ハイメディック      2 ウイスマー研究所

A-25-02� �尿沈査機器更新における比較検討
○井碩　千浩 　尾花　康子 　岩堂　清美 　保城　園美 　今川　　昇

一般財団法人   京都工場保健会

�A-26�ロコモティブシンドローム・フレイル

A-26-01� �大学生と「健康食モデル」を共同開発した取り組み～フレイルの認知度向上のための啓発活動～
○池谷　佳世1 　平野　尚美1 　木下裕香子1 　今村　綾子3 　池田　孝行1 　森　　厚嘉1 
　武藤　繁貴2 　福田　崇典3

1 社会福祉法人   聖隷福祉事業団   保健事業部   聖隷予防検診センター      
2 社会福祉法人   聖隷福祉事業団   保健事業部   聖隷健康診断センター      
3 社会福祉法人   聖隷福祉事業団   保健事業部
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�A-27�その他

A-27-01� �特定健康診査質問票における行動変容ステージと生活習慣病や生活習慣との関連について
○遠藤真紀子 　今田　祐子 　高森　行宏

（公財）田附興風会   医学研究所   北野病院   健康管理センター

A-27-02� �採血による血管迷走神経反応の実態調査ならびにその対応について
○田中貴美子 　大浦　真里 　畑中　智花 　川嶋　純子 　廣瀬千穂子 　土井　美紀 
　尾上恵美子 　武冨　勝郎 　宮崎　雅也 　野俣浩一郎

社会医療法人   三佼会   宮崎総合健診センター

A-27-03� �人間ドックにおける口腔機能低下症の評価について
○森光　麗子1 　松本　知沙2 　仲井　孝之3 　長谷川　温3 　濱田　勇人3 　松浦　真理2 
　山科　　章4 　河合　　隆2 　近津　大地3

1 東京医科大学病院      2 東京医科大学病院 健診予防医学センター      3 東京医科大学医学部口腔外科学分野      
4 桐生大学医療保健学部   看護学科

A-27-04� �大規模健診データを用いた生活習慣の問診結果の時系列変化の解析
　山本　　茂 ○折茂　　淳 　下総美奈子 　宮　　哲正 　千代　　満 　吉崎　祐子 
　山口　宏茂 　高橋　　弘 　山元　紀子 　宮里　明子

一般社団法人   日本健康倶楽部

A-27-05� �睡眠と生活習慣病の関連性を検討する後向き研究
○長井　悦子 　戸田　恵美 　今西　　翠 　林　　博子 　澤井　宏文

一般財団法人   近畿健康管理センター

�B-1�保健指導全般

B-1-01� �保健指導の多言語化に向けた取り組み
○清川　拓馬1,2,3 　小池　有紗1 　谷井のりこ1

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

B-1-02� �人間ドック，健康診断におけるeGFR（推算糸球体濾過量）と関連データの分布調査
○中戸川穂波 　梶　　寿代 　杉山さおり 　谷山　由季 　長田　若奈 　藤原　鮎美

国際医療福祉大学   熱海病院   予防医学センター

B-1-03� �咀嚼の状態と生活習慣との関連からメタボリックシンドローム予防について考える
○鈴木　暁子1 　松橋利香子1 　生田　京子1 　佐藤　優弥2 　菅原まゆみ1 　松田亜希奈1 
　村田　雅彦1

1 秋田赤十字病院   健康増進センター      2 秋田赤十字病院   薬剤部

B-1-04� �『生活改善指導』の導入1年後の現状と課題
○増田　秀子 　栗原いくみ 　鈴木　牧子

浩生会スズキ病院   健診センター

B-1-05� �人間ドック受診者のアンケート調査から考える保健指導
○千野　由麻 　工藤　景子 　中村よし子 　福澤　雄一 　小林　　靖 　酒井　寿明

JA長野厚生連   長野松代総合病院   健康管理部
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B-1-06� �当センター受診者の高血圧予防に向けた保健指導の視点を考える～肥満との関連から～
○湯村　香純 　草なぎ喜久子 　安達　真里 　深澤ゆかり 　梅本　祐子 　常見　敦子 
　星　　理沙 　増田　雄仁

一般財団法人   ハスカッププラザ   苫小牧市保健センター

B-1-07� �当院受診者の生活習慣－2017年度から3年間の特定健診問診票22項目の集計結果から－
○両角さゆり1 　滝沢　文枝1 　相原　優子1 　川島　典子1 　寺島　悠那1 　百瀬　智香1 
　佐藤まり子1 　吉澤　　徹2

1 組合立諏訪中央病院   ドック健診センター      2 組合立諏訪中央病院

B-1-08� �健康診断における検査異常パターンを用いた体内における酸化ストレスおよびインスリン抵抗
性の亢進状態についての考察�1
○平井　　学

公益財団法人   高知県総合保健協会

B-1-09� �健康診断における検査異常パターンを用いた体内における酸化ストレスおよびインスリン抵抗
性の亢進状態についての考察　2
○平井　　学

公益財団法人   高知県総合保健協会

B-1-10� �血糖コントロール不良症例の検討～HbA1c8.0以上の受診者の実態分析から～
○和田　明美 　加藤　静子 　嶋　かなえ 　高橋智恵美 　秦　　秀男 　鉄田　大輔 
　五十部　潤 　上村　博幸

一般社団法人   ぎふ綜合健診センター

B-1-11� �健康管理センターでの管理栄養士の関わり
○増田真由美 　池田　祐里 　中村　有美 　石川　志保 　木村　葉子

静岡済生会総合病院   健康管理センター

B-1-12� �取り下げ

B-1-13� �保健指導の満足度の向上を目指して
○根岸由理子 　渡辺　志穂 　淺井　実里 　岡元　幸子 　金好　有香 　水野伊津子

社会福祉法人   恩賜財団済生会支部   神奈川済生会   神奈川県病院   予防医療センター

B-1-14� �当院の「職員健康サポートプログラム」の成果と今後の課題
○横山　　勇1 　木内絵里香1 　高柳亜理沙1 　三輪　篤史2 　黒澤　　功3

1 医療法人社団美心会   黒沢病院付属ヘルスパーククリニック   メディカルフィットネスValeoPro      
2 医療法人社団美心会   黒沢病院   統括技術室      3 医療法人社団美心会   黒沢病院

B-1-15� �人間ドックにおける保健指導（食事・運動）の効果について
　米澤　裕子 ○江夏　直子 　内田　　賢 　中田希代子 　進藤　　仁 　山下　陽子 
　井上果菜子

一般財団法人   明治安田健康開発財団   明治安田新宿健診センター

B-1-16� �職域健診における健診当日の高血圧受診勧奨の効果
○堺　　沙織 　渡邉　早苗 　羽田野今日子 　長谷部靖子 　八木　　完

医療法人順風会   順風会健診センター

B-1-17� �減量後の体重を長期的に維持できた要因に関する質的研究
○仲田万里子 　鈴木公美子 　山崎　由依 　氏原　　希 　笠原　章子 　渡邉百合子

浜松赤十字病院   健康管理センター
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B-1-18� �人間ドックデータベースを利用した個人別検査値変化量の有意性評価基準の確立
○川野　伶緒1 　和田　高士2 　加藤　智弘3

1 広島大学病院   広島臨床研究開発支援センター      2 東京慈恵会医科大学   大学院医学研究科   健康科学      
3 東京慈恵会医科大学   総合健診・予防医学センター

B-1-19� �当健診センターにおける健診当日面談の効果の検討
○松永　睦子1 　平　　真子1 　鈴木麻由美1 　大橋　史子2 　南端　朝美1 　宮崎　祐子1 
　福井　秀之1 　森口　次郎2 　高梨　芳彰1 　丸中　良典3,4

1 一般財団法人京都工場保健会   総合健診センター      2 一般財団法人京都工場保健会   産業医学研究所      
3 一般財団法人京都工場保健会   総合医学研究所      4 一般財団法人京都工場保健会   診療所

B-1-20� �受診者主体の統一性のある保健指導を目指して
○穗高　正枝1 　内藤奈津美1 　鬼熊　永子1 　椛島　博彰1 　森　　哲夫1,2 　五味　英一3 
　佐藤　　篤4 　五十嵐　淳4

1 社会医療法人抱生会丸の内病院   健診センター      2 社会医療法人抱生会丸の内病院   診療部   小児科      
3 社会医療法人抱生会丸の内病院   診療部   内科      4 社会医療法人抱生会丸の内病院   診療部   外科

B-1-21� �看護師への保健指導を振り返る
○坂元　友紀 　市川枝里子 　塩川真里恵 　小宮山由紀子

NTT東日本伊豆病院   予防医学科

�B-2�栄養・食生活

B-2-01� �長期縦断的調査からみた男性における食事回数の生活習慣病関連因子に与える影響
○船津　和夫 　山下　　毅 　斗米　　馨 　寺田　奈美 　藤井ちひろ 　佐久間俊行 
　近藤　修二 　横山　雅子 　水野　杏一

公益財団法人三越厚生事業団   三越総合健診センター

B-2-02� �健診受診者における慢性閉塞性肺疾患と生活習慣の関連
○桝田　　出1 　徳林　史代1 　稲川　　誠1 　金崎めぐみ1 　上嶋　健治2 　武田　貞子3 
　武田　道子4 　武田　隆男4 　武田　隆司4 　武田　隆久4

1 武田病院健診センター      2 宇治武田病院   健診センター      3 医療法人財団康生会   康生会クリニック      
4 武田病院グループ

�B-3�身体活動

B-3-01� �閉経前後の中年勤労女性における身体活動量と生活習慣の関連
○茂木　順子1,2 　河村　孝彦1,2 　中山　卓也1 　光部　浩史1 　中野　莉沙2 　水野　奈美2 
　川口　朋子2 　中村　清範2 　渡会　敦子2,3

1 中部ろうさい病院   治療就労両立支援センター   予防医療部      2 中部ろうさい病院   健康診断部      
3 名城病院   内科

B-3-02� �運動教室前後の血圧の変化に関する考察
○増田　雄仁 　梅本　祐子 　深澤ゆかり 　草なぎ喜久子 　安達　真里 　常見　敦子 
　湯村　香純 　星　　理沙

一般財団法人   ハスカッププラザ   苫小牧市保健センター

B-3-03� �勤労者の各年代における行動体力の特徴および運動習慣の傾向について
○北川ひとみ 　高力　容子 　中嶋　花衣 　名村　紗希 　西村　明芳

一般財団法人   近畿健康管理センター
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B-3-04� �離島在住自立高齢者の身体活動量と握力・下腿最大周囲長・内臓脂肪の関連
○久好　初恵

保健指導事業所   HINT

�B-5�喫煙

B-5-01� �健診科と内科のコラボレーションによる禁煙指導
○南野いづみ 　三井奈穂子 　矢村　育子 　横溝　和美 　渡邉　摩也 　若林　行雄 
　木戸　　亮 　村田　　泉 　小泉　和正

稲城市立病院   健診センター

B-5-02� �健診禁煙指導時の胸部レントゲン所見の経年変化提示は翌年の禁煙開始率を増加させた
○廣川　富彦 　楠本　雅之 　代田　　翠 　新美　佑有 　杼窪　　豊 　山口　紀子 
　谷　　瑞希 　石坂　裕子

三井記念病院   総合健診センター

B-5-03� �当施設における禁煙成功者に関連する因子の探索研究
○峯尾英里香1 　緋田江梨香1 　赤塚　紀子1 　古田　博子2 　小川　和雅1 　瀬谷　　彰1 
　野村　幸史2

1 医療法人財団   慈生会   野村病院   予防医学センター      2 医療法人財団   慈生会   野村病院

B-5-04� �A病院における改訂版禁煙指導の評価
○青山　玲子1 　関根　志保1 　田中鐵五郎2

1 一般財団法人   太田綜合病院附属太田熱海病院   予防医学センター      
2 一般財団法人   太田綜合病院附属太田熱海病院   内科

�B-6�特定保健指導

B-6-01� �特定保健指導の腹囲変化と利用満足度の関係について
○清川　拓馬1,2,3 　小池　有紗1 　谷井のりこ1 　井上　洋子1 　佐藤　寧子1

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

B-6-02� �動機づけを活かし自己解決力に働きかける支援について考える～初回面談から最終評価までの
プロセスからわかること～
○野村　麻耶 　深尾　俊一 　安藤　拓也 　中野浩一郎 　前田　頼佑 　神谷　賢吾 
　登　　若菜 　高橋　恭子 　中石　　環 　下田　貴子

医療法人   社団以心会   中野胃腸病院

B-6-03� �特定健康診査における階層化区分毎の健康状態の変化と特定保健指導の効果について
○東海林沙代 　高橋　淳子 　浅野ひとみ 　衣袋千枝子 　齋藤　良範 　後藤　敏和 
　菊地　　惇

公益財団法人やまがた健康推進機構   山形検診センター

B-6-04� �ICTを活用した特定保健指導遠隔面接の取り組み
○中嶋加代恵 　佐藤　元美 　青木麻美子 　相場　俊亮 　高木　重人

横浜リーフみなとみらい健診クリニック   診療検査部   健康管理科

B-6-05� �特定保健指導における歩数計と歩数記録用紙の導入の効果について
○伊藤　江里 　窪田　真弓 　坂本　規子 　菊池　世奈 　野口　　梓 　中川佐和子

JA長野厚生連   富士見医療福祉センター   富士見高原病院
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B-6-06� �情報通信技術（ICT）を活用した特定保健指導初回面接実施状況の報告
○内田　道子1 　福田　　洋2 　三輪　真也1 　脇神亜希子1 　山下眞理子1 　志村麻衣子1 
　高谷　典秀1

1 医療法人社団   同友会   産業保健本部      2 順天堂大学大学院医学研究科先端予防医学・健康情報学講座

B-6-07� �特定保健指導最終評価時の血液検査が翌年度健診に及ぼす影響について
○石動　紘子 　谷口　治子 　梅村　　創 　宮川　純子 　南　美和子 　藤本　一眞 
　松尾　莉奈 　大山　　隆

医療社団法人   高邦会   高木病院   予防医学センター

B-6-08� �特定保健指導を希望しない健診者の概要とその理由
○滝沢　文枝1 　相原　優子1 　両角さゆり1 　川島　典子1 　寺島　悠那1 　百瀬　智香1 
　佐藤まり子1 　吉澤　　徹2

1 組合立   諏訪中央病院   ドック健診センター      2 組合立   諏訪中央病院

B-6-09� �特定保健指導実施率向上への取り組みを振り返って
○小倉美穂子 　佐藤　奈緒 　八木いづみ 　後藤　綾乃 　冨崎　貴子 　中島　睦紀 
　松並久美子 　磯部　美樹 　棚橋　俊仁 　山村篤司郎

地方独立行政法人   徳島県   鳴門病院   健康管理センター

B-6-10� �事業主、健康保険組合、健康診断施設の三身一体の特定保健指導プロトコルは、大規模事業所の
指導実施率を100%近くまで上昇させる
○園田　　博1,2 　木村　礼子2 　柳沢　容子2,3 　川井田能史2,3 　谷口　直行2 　藤井　裕康2 
　中田　結子1 　米谷美智子1 　坂本　泰子2,4 　齋　　秀二2,5

1 医療法人渓仁会   渓仁会円山クリニック      2 渓仁会健康保険組合 産業保健支援室      
3 渓仁会法人本部   総務人事部      4 社会福祉法人渓仁会   法人本部   人事部      
5 医療法人渓仁会   手稲渓仁会病院   診療部

B-6-11� �当施設における特定保健指導実施状況について
○浪内　美和1 　永松はるか1 　御幡　　周1 　小田千恵美1 　鈴木　　静2 　橋本　俊彦2 
　那須　　繁3

1 特定医療法人財団博愛会人間ドックセンターウェルネス      2 特定医療法人財団博愛会ウェルネス天神クリニック      
3 特定医療法人財団博愛会   博愛会病院

B-6-12� �特定保健指導の初回分割支援実施率の向上を目指して
○林　　実咲 　齊藤　華子 　松本　　楓 　鶴岡　尚志 　沼本美由紀 　大前　由美 
　大前　利道

医療法人社団新虎の門会   新浦安虎の門クリニック

B-6-13� �特定保健指導参加者の生活習慣の変化と検査値について
○高田　春奈 　市川ちえみ 　西川　千晴 　土肥　宏美

医療法人社団善仁会   総合健診センター   ヘルチェック

B-6-14� �当施設における特定保健指導の効果判定～その後の指導に向けて～
○篠原　一哉 　鈴木　美帆 　坂本　真樹 　古澤　　弦 　小川　英恵 　本橋　　歩 
　設楽佐代子 　中原　　朗 　山根　一秀

医療法人社団   つくば記念会   筑波記念病院   つくばトータルヘルスプラザ

B-6-15� �特定保健指導の指導効果についての検討�～3ヶ月後採血コースを選択した人へのアンケート調
査を行って～
○栗山　幸子

独立行政法人地域医療機能推進機構   可児とうのう病院
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B-6-16� �特定保健指導継続支援におけるLINEWORKSの取り組みと評価
○大平　圭祐 　宮田　章宏 　小塚　明弘 　小椋　朱根 　京極　美咲 　坪井　麻紀 
　望月　盈宏 　末永　裕之

小牧市民病院   健診センター

�B-7�メンタル、ストレス

B-7-01� �高ストレスにおける健診調査結果の検討
○前田　啓行1 　大西　大介1 　森田　泰人1 　岡村　浩樹1 　林　　博子2 　西川　政勝1

1 一般財団法人   近畿健康管理センター   三重事業部      
2 一般財団法人   近畿健康管理センター   総合企画本部IT推進部

�B-8その他

B-8-01� �A病院の交代制勤務と非交代制勤務者の睡眠、肥満の調査からわかったこと
○小野　玲子 　松沼三千代 　須永　道明

北見赤十字病院   健康管理センター

B-8-02� �当施設における人間ドック受診者の健康相談満足度調査－肥満群と非肥満群との比較－
○一ノ瀬みずき 　山口　千佳 　田口久美子 　深井　絵美 　齋藤　陽子 　伊藤　恵美 
　川内奈津美 　中尾　治彦

社会医療法人財団   白十字会   佐世保中央病院   健康増進センター

�C-1組織運営（施設運営）

C-1-01� �健康管理センター立上げ以降に導入したシステムによる業務改善の報告
○井上　拓弥 　河嶋わかお 　栗岡　聡一 　福間　博和 　高原里永子 　三輪　直子 
　井上　　綾 　田浦　益生 　石坂　和之 　河嶋　　亨

医療法院   協仁会   小松病院   健康管理センター

C-1-02� �健診予約業務内製化への取り組み
　江渡　暁子 ○栗澤　美香 　吉岡　明美 　小石川知史 　笠原　　督 　玉城　成雄

一般社団法人衛生文化協会   城西病院   予防医学部施設健診課

C-1-03� �当センターにおける健診受診者に対する健診後の健康づくり支援について
○仙田　力也 　高尾多重美 　冨樫　ゆか 　平山　幹生 　伊藤　和幸

公益財団法人春日井市健康管理事業団   春日井市総合保健医療センター

C-1-04� �時間外労働とヒヤリハット件数減少に向けた取組みと評価
○浅川　　聡 　野村　秀一 　田中美和子 　栗栖　貴子 　田中　美和 　石橋　　努

医療法人JR広島病院

�C-2受診者サービス

C-2-01� �上部消化管内視鏡検査増加を目指した内視鏡室の空き時間の有効利用ヘの工夫
　天笠　　豊 　中村　哲之 ○小貫　澄江 　鈴木あけみ 　松浦　直太 　福田　　恵 
　須永小百合 　権田　晴江 　須藤　保美 　長谷川亜矢子

SUBARU健康保険組合   太田記念病院
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C-2-02� �婦人科待合へのアロマテラピー導入に関する研究
○川崎美沙子 　山下　千帆 　安部香与子 　尾崎　小枝 　山田　浩子 　村上　晃子 
　岡田亜衣子 　石山　緑里 　川代　昭子 　齋藤　忠範

船員保険   北海道健康管理センター

C-2-03� �受診者の満足度向上を目指したアンケート調査～満足度評価に影響する因子の考察～
○松尾　直美1 　松井　奈々1 　木村亜里澄1 　小神　恵子1 　花岡　まり1 　上村　尚子1 
　中田　佐江1 　西川　由利1 　斎藤　　博2

1 公立学校共済組合   近畿中央病院   人間ドック棟      2 公立学校共済組合   近畿中央病院   健康管理センター

C-2-04� �病院併設型健診センターの受診者待ち時間における過去5年間の推移
○角谷　沙織 　伊藤美奈子 　與那覇佳子 　津々楽泰江 　菅野　みほ 　松本　明美 
　守岡　　謙 　板倉　沙奈

横浜市立みなと赤十字病院   健診センター

C-2-05� �コミュニケーションスキルを活用した受診者満足度向上への取り組み　～超音波検査時におけ
るロールプレイ研修～
○竹本　京子 　光永　雅美 　木場　博幸 　山口　香織 　奥村　彰太 　田中　信次 
　石本　裕美 　盛川恵美子 　大竹　宏冶 　吉田　　稔

日本赤十字社熊本健康管理センター

C-2-06� �検査所要時間測定調査と待ち時間短縮への取り組み
○堀川　陽子 　古多部　幸 　羽森準一郎 　養父　智子 　村上　勝規 　谷中　信也 
　木本奈緒美 　河合　礼子

医療法人恒和会   東部健診センター

C-2-07� �はるさき健診センターにおけるオプション検査の取り組みと傾向について
○市川　桃子 　近田　真志 　土方万由子 　岩波　有美 　深津　　満 　山田　珠樹

一般社団法人   岡崎市医師会   はるさき健診センター

C-2-08� �車イス利用受診者の健康診断　　＜安心・安全に配慮するためのチェック表を活用して＞
○宮川　敬子 　近藤　友紀 　横幕ひろみ 　玉井　幸枝 　松村　明美 　石井　尚子 
　原山　浩聡

公立西知多綜合病院   健診センター

C-2-09� �当院における院内アンケート回収率向上の為の改善
○小貫　洋祐 　伊藤　公博 　笹倉　　渉

医療法人社団   MYメディカル   MYメディカルクリニック

C-2-10� �密の回避と待ち時間対策に有用だった時間差受付について
○原田　景子 　藤井　郁英 　中尾　和美 　原田　奈々 　林　　美優 　佐藤　夏実 
　濱野　裕也 　三好　正規

医療法人   協愛会   阿知須共立病院

C-2-11� �人間ドックの接遇力向上を目指して
○野村　典子 　山本　　香

社会医療法人黎明会   健診センター・キタデ

C-2-12� �スマートフォン動画撮影による自発的な接遇改善方法の検討
○島　　正光1 　鵜飼　宏司2 　椎尾　啓輔3 　平山　治雄4 　加藤　秀平1

1 医療法人順秀会   東山内科・東山健康管理センター      2 医療法人順秀会   守山内科・守山健康管理センター      
3 医療法人順秀会   スカイル内科・スカイル健康管理センター      4 医療法人順秀会   メディカルパーク今池
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C-2-13� �施設健診運用システムの変更による業務効率化
○小材　真奈 　水野真奈未 　小田美保子 　新美　直樹 　倉部　輝久 　河野　太郎

一般社団法人半田市医師会健康管理センター

C-2-14� �県外受診者へのリピーターアップの営業の取り組み
○多田　裕規 　仙波　泰之 　塚田裕一郎 　大塚　拓也 　山永　義之

社会医療法人財団   池友会   福岡和白総合健診クリニック

C-2-15� �マンモグラフィ受診環境改善の取り組み
○石島妃奈子 　市原　綾子 　金森　　誠 　山内　裕子 　木田　　恆 　山内　雅裕 
　山内　貴裕

社団医療法人かなめ会   山内ホスピタル   人間ドック・健診センター

C-2-16� �健診データの分析と事業所への情報提供に向けた取り組み
○上田　薫里

社会福祉法人恩賜財団   済生会支部   福井県済生会病院   健診センター

C-2-17� �検査同意書電子化の取り組み
○末富　奈奈 　大塚　浩士 　野口　忠祥 　小妻　幸男 　野村美緒子 　満崎　克彦

済生会熊本病院   予防医療センター

C-2-18� �盲導犬ユーザー受け入れに対する取り組み
○高橋　京子 　田中佐和子 　小泉　智美 　豊島　幸子 　吉岡　裕子 　内藤　隆志

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

�C-3再検査・精密検査

C-3-01� �病院併設型施設における病棟から健診センターへ異動した看護師の意識調査
○金山由美子 　石坂　裕子

三井記念病院総合健診センター

�C-4受診勧奨・医療連携

C-4-01� �生活習慣病重症化予防のための受診勧奨の取組み（第一報）
○中田麻理菜 　白石　紀江 　紙名　祝子 　大路　純子 　熊谷　仁人

公益財団法人   兵庫県健康財団   保健検診センター

C-4-02� �胃X線検査受診者におけるピロリ菌除菌の現状（電話のアンケート調査より）
○山崎　牧子1 　田子　千寛1 　矢島　義昭2 　井戸谷　恵1 　天川　友介3 　見田　　尊3 
　三輪　篤史4 　黒澤　　功5

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

C-4-03� �当院における2次精査受診率向上への取り組み
○福本　千里 　中村　繁美 　中西早百合 　木平　悦子 　寺島　沙織

三重県厚生農業協同組合連合会   松阪中央総合病院   健康管理施設エポック

C-4-04� �眼底検査における眼科判定医師との密な取り組み～受診率70％を目指して～
○明後　祐子 　松本　泳子 　中村　昭光 　佐々木浩一 　的場　聡子 　田中　香織 
　山鳥　紀子 　箕浦　孝晃

医療法人社団蘇生会   蘇生会総合病院   健康増進センター
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C-4-05� �当施設における前回便潜血精検未受診者への取り組み
○弓削　幸恵1 　御幡　　周1 　永松はるか1 　浪内　美和1 　西藤　亮子1 　吉村　理江1 
　橋本　俊彦1 　那須　　繁2

1 特定医療法人財団   博愛会   人間ドックセンターウェルネス      2 特定医療法人財団   博愛会   博愛会病院

C-4-06� �高血糖要医療指示者に対する医療機関受診率向上の取組み
○安次富道代 　呉屋みなみ 　桃原　勝美 　友寄　一乃 　山里　尚子 　山内　敦子 
　高宮江利子 　奥島しょう子 　大城　志乃 　大城　義人

社会医療法人かりゆし会   ハートライフ病院   予防医学センター

C-4-07� �精密検査受診率向上を目的とした5大がんに対する受診勧奨の取り組み
○釜口　麻衣1 　雨宮　可奈1 　井上　　衛1 　西大路賢一1 　中川　陽子2 　山本　岳人2 
　北岡　慶子2 　寺口　洋子2

1 京都第二赤十字病院   健診部      2 京都第二赤十字病院   健診課

C-4-08� �亀田京橋クリニックの人間ドック受診者に対する適切なタイミングでの受診勧奨の取り組み
○郭　　友輝 　吉田　民子 　町田　洋一 　小西　里奈 　小沼　清治 　吉澤　瑛子 
　吉野　悦子 　地畠　　暁 　難波　雄亮 　金子　教宏

亀田京橋クリニック

C-4-09� �便潜血陽性者の精検受診率向上への取り組み～病院併設型健診センターにおける精密検査外来
の新設～
○和久井えり子 　樋口　直美 　中村加奈子 　宇野稚香子 　福島恵里奈 　高宮　浩一 
　上原　　晋 　呉原　裕樹

トヨタ自動車株式会社   トヨタ記念病院   健診センター

C-4-10� �受診勧奨レターの評価と今後の課題～確実な受診行動に繋げるために～
○梶川　幸季 　中野久美子 　加藤貴美代 　阿部　淳志 　清水　良子 　柏木　和弘 
　井上　　詠 　高山美智代 　吉田　諭史 　高石　官均

慶應義塾大学病院   予防医療センター

C-4-11� �3度高血圧症への受診勧奨の取り組み
○太田　奈緒 　岡田　恭子 　清水　信義 　井上　和彦 　河原　洋介 　家本　昭子 
　小橋　裕子 　渡邊恵里子 　後藤　夢実 　長尾　衣莉

一般財団法人淳風会   淳風会健康管理センター

C-4-12� �取り下げ

�C-5事業所・保険者との連携

C-5-01� �事業場における健康管理体制強化の取り組みについて
○根木　晃嗣 　中村　成志 　家久　慎伍 　鈴田　明宏 　堀ノ内雅和 　田中　仁朗 
　眞田　千晴 　鮫島　敬子 　岡部佳代子 　小林　　亮

社会医療法人生長会   ベルクリニック

�C-6�コンピュータシステム・ICT

C-6-01� �自動フォローアップシステムの開発について
　松本　浩行 　松井　洋子 　田村　和世 　岡崎亜佐子 ○丸本　瑠美 　宮本緩乃香

医療法人社団 菫会 伊川谷病院
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C-6-02� �総合コメント自動作成プログラムの開発
○関　　明穂 　佐々木佐起子 　正本　幸美 　栗原　文子 　難波　澄恵 　切山　涼子 
　後藤　礼子 　羽田　美和

岡山県健康づくり財団

�C-11その他

C-11-01� �健康管理センター看護師における急変対応能力の向上を目指した取り組み～BLS研修を通して
～
○冨賀見素子1 　田中麻衣子2 　田村　陽子1 　千森　真理1 　岡本　将裕1 　小黒　　厚2

1 独立行政法人   地域医療推進機構   神戸中央病院   健康管理センター      
2 独立行政法人   地域医療推進機構   神戸中央病院附属   健康管理センター

C-11-02� �当施設における院内勉強会への取り組み
○入手　千里 　舟津　美月 　川村麻里恵 　中澤　康子 　瀧澤志緒理 　鈴木　晴美 
　坂井　春男 　木村　政人

医療財団法人立川中央病院附属健康クリニック

C-11-03� �経口ブドウ糖負荷試験検査のシステム化における業務改善
○島崎　　希 　出水　美穂 　廣本　智美 　荒木　祐子 　坂田　香織 　津野田陽子 
　高尾　祐治 　坂本　祐二 　和田　博文 　満崎　克彦

済生会熊本病院   予防医療センター

�E-1　WITH/AFTER�CORONA時代　健康状態･健診結果に及ぼす影響

E-1-01� �COVID-19の感染拡大による生活習慣の変化と脂肪肝の関連について（報告）
○足立　輝美1 　稲村　千里1 　石井ひさ子1 　合木祐美子2 　村田　恵美3 　早川いずみ2 
　中村　恭子2 　松木　隆央2

1 日本橋室町クリニック   超音波検査科      2 新赤坂クリニック      3 横浜北幸クリニック

E-1-02� �新型コロナウイルス感染症は生活習慣病関連因子に影響を及ぼしたか？
○伊藤美奈子 　與那覇佳子 　菅野　みほ 　松本　明美 　守岡　　謙 　津々楽泰江 
　角谷　沙織 　板倉　沙奈

横浜市立みなと赤十字病院   健診センター

E-1-03� �BEFORE�/�WITH�CORONAにおける人間ドック結果の比較
○小川　英恵 　山根　一秀 　中原　　朗

医療法人社団   筑波記念会   筑波記念病院   つくばトータルヘルスプラザ

E-1-04� �職域健診における高血圧治療状況と新型コロナウイルス感染症による影響
○渡邉　早苗 　長谷部靖子 　八木　　完

医療法人順風会   順風会健診センター

E-1-05� �新型コロナウイルス感染症流行による健診受診者の健康状態への影響
○内田　裕美1 　奥田　桂子1 　間　　夕佳1 　藤井　清孝1 　仲野　敏彦1 　中山　　章1 
　柏戸　正英2 　瀧澤　弘隆1 　湯口　恭利1 　長尾　啓一1

1 一般財団法人   柏戸記念財団   ポートスクエア柏戸クリニック      2 一般財団法人   柏戸記念財団

E-1-06� �緊急事態宣言中の生活習慣が体重に及ぼす変化と健診結果との関連性
○毛利　華衣1 　小嶋　友美1 　藤井あずさ1 　田辺　　司1 　田所　茉衣1 　田中　芳生1 
　石川　優子1 　跡部　　優1 　岡村　雅雄2 　冨永　洋一1

1 社会医療法人愛仁会   愛仁会総合健康センター      2 あいわクリニック
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E-1-07� �健診継続受診者における緊急事態宣言発令後の検査データと行動変容ステージの変化の検討
○仁井　貴子 　橋本　里佳 　田中美穂子 　田畑まどか 　阪本ひなこ 　西田　千春 
　沖永　晶子 　鍵谷　俊文

社会医療法人大道会   帝国ホテルクリニック   検診技術科

E-1-08� �新型コロナウイルス感染症の蔓延が健康診断・人間ドック受診者の検査結果・問診情報に与えた
影響
○脇本　敏裕1,2 　矢島　大樹1 　門利　知美1,2 　濱田　大幹1,2 　藤本　荘八1,3 　山中　義之1,3 
　高尾　俊弘1,2,3

1 川崎医科大学附属病院   健康診断センター      2 川崎医療福祉大学   健康体育学科      
3 川崎医科大学   健康管理学教室

E-1-09� �新型コロナウイルス感染症流行下における健診受診者の生活習慣の変移
○佐藤加奈子 　光宗　皇彦 　菅原　隆籍 　大橋　敦子 　遠藤　恵子 　井上　和彦 
　清水　信義

一般財団法人淳風会   淳風会健康管理センター

E-1-10� �コロナ禍における身体活動量の低下がもたらす体組成の変化
○松本　泳子 　明後　祐子 　中村　昭光 　佐々木浩一 　的場　聡子 　田中　香織 
　山鳥　紀子 　箕浦　孝晃

医療法人社団蘇生会   蘇生会総合病院   健康増進センター

E-1-11� �健診施設・クリニック受診者における新型コロナ抗体保有率の推移
○田口　淳一1 　若月　弓枝1 　山門　　實2 　古川真依子1 　落合　　出1 　藤巻　力也1 
　佐野　純子1

1 東京ミッドタウンクリニック      2 日本橋室町三井タワーミッドタウンクリニック

E-1-12� �新型コロナウイルス感染爆発による緊急事態宣言の健診データ、生活習慣に及ぼす影響
○田中　一成1 　加藤　公則1,2 　小林　園子1 　佐藤　祐美1 　松田　和博1 　小林　隆司1 
　佐藤　幸示1

1 新潟県労働衛生医学協会      2 新潟大学大学院   生活習慣病予防・健診医学講座

E-1-13� �COVID-19パンデミックが人間ドック受診者の健康に与えた影響の調査
○小川　和雅1 　瀬谷　　彰1 　吉野　秀朗2 　野村　幸史2

1 医療法人財団   慈生会   野村病院   予防医学センター      2 医療法人財団   慈生会   野村病院

E-1-14� �コロナ禍における新しい生活様式がもたらす検査結果への影響
○小川　美咲 　伊藤　恭子 　加藤　智弘

東京慈恵会医科大学   総合健診・予防医学センター

E-1-15� �COVID-19感染症に伴い変化した社会生活が人間ドック受診者のメタボリックシンドローム
関連項目に及ぼした影響
○雅楽川英樹 　西田　久実 　野地　秀一 　秋元　和子 　古畑総一郎

東京逓信病院   人間ドックセンター

�E-2　WITH/AFTER�CORONA時代　感染対策

E-2-01� �当院人間ドックにおける新型コロナウイルス感染症対策を含めた胃内視鏡検診の取り組み
○赤池　　淳1 　西園　雅代1 　小川　秀久1 　平塚　正幸1 　加藤麻衣子2 　山田　明美2

1 JA北海道厚生連札幌厚生病院   健康管理科      2 JA北海道厚生連札幌厚生病院   健康指導科
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E-2-02� �新型コロナウイルス感染防護策としての上部消化管内視鏡検査用マスクの試作と実用化
○新保　　泉1 　河田　美和1 　内田　裕美1 　藤井　清孝1 　奥田　桂子1 　仲野　敏彦1 
　瀧澤　弘隆1 　湯口　恭利1 　長尾　啓一1 　田中　　学2

1 ポートスクエア柏戸クリニック      2 千葉大学 大学院工学研究院 機械工学コース

E-2-03� �コロナ禍の健診業務における内視鏡室での感染対策見直しを振り返って
○定田加代子 　村山利恵子 　今井　紫音 　鶴岡　尚志 　沼本美由紀 　大前　由美 
　大前　利道

新浦安虎の門クリニック

E-2-04� �COVID-19パンデミック下の人間ドック上部消化管内視鏡検査における新しい感染防止デバ
イスを用いた感染対策
○赤星　和也

飯塚病院   内視鏡センター

E-2-05� �口腔内消毒を感染対策マニュアルに追加することを提案する
○辻田　　敏

辻田労働衛生コンサルタント・産業医事務所

E-2-06� �当院人間ドック健診センターにおける新型コロナウイルス感染防止対策
○鈴木　秀明 　若井　正一 　中川　穂波 　村松　敬子 　諸富智づる 　舘石　知美 
　小玉　香里 　鈴木　寿昌

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

E-2-07� �大学病院附属健診施設�MedCity21におけるCOVID-19感染対策の取り組み
○灘谷　祐二 　高嶋　信吾 　西居由布子 　田内　幸枝 　藤井　英樹 　中野　朱美 
　木村　達郎 　福本　真也 　渡邉　俊雄

大阪市立大学医学部   先端医療予防学

E-2-08� �COVID-19に対する当院内視鏡検査時飛沫対策～受診者及び医療スタッフの満足度と安心感
について～
○米原　　克 　藤井　郁英 　鈴木千衣子 　岡本　恭典 　鳥居真粧美 　森田　愛子 
　石津　恭子 　藤波　綾子 　三好　正規

医療法人   協愛会   阿知須共立病院

E-2-09� �当センター臨床検査技師が取り組む新型コロナウイルス（COVID-19）感染拡大防止対策につ
いての報告
○清水　李沙 　和崎　美穂 　磯崎　陽子 　東谷　亜美 　角　みどり 　中村　清子 
　田川　辰也 　徳松　　誠

福岡山王病院   予防医学センター

E-2-10� �胃内視鏡検査における飛沫防止対策への取り組みについて
○城田　千鶴 　榊　　梨奈 　吉田百合子 　阿波村美樹 　浪内　美和 　西藤　亮子 
　吉村　理江 　橋本　俊彦 　那須　　繁

人間ドックセンターウェルネス   保健看護科

E-2-11� �当院人間ドックにおけるコロナ感染者の水際対策
○宮園　希望 　林田　智美 　三橋　若奈 　甲斐　愛梨 　谷口　奈美 　橋本　宇史 
　梁　　徳淳

医療法人医誠会   医誠会病院   人間ドックSOPHIA
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E-2-12� �放射線科におけるCOVID-19感染防止についての取り組み
○望月　久光1 　鎗野　珠理1 　千田　　茂1 　青木　晴実1 　親松　忠行2 　高橋直太郎3 
　松村　和典3 　池部　陽子4 　中村　恭子5 　松木　隆央5

1 横浜北幸クリニック   放射線科      2 横浜北幸クリニック      3 新赤坂クリニック   放射線科      
4 新赤坂クリニック   医療安全推進室      5 新赤坂クリニック

E-2-13� �COVID-19流行下のもと入院ドック受診者への衛生的手洗い指導　～手洗いチェッカーを用
いて～　
○吉尾　真紀1 　柴田　優子1 　北瀬やよい1 　高瀬　悦子1 　舩本　昌枝1 　石田　良子2 
　岩井　邦充2

1 金沢医科大学病院   看護部   外来ΙΙ   健康管理      2 金沢医科大学病院   健康管理センター

�E-3　WITH/AFTER�CORONA時代　施設運営・その他

E-3-01� �コロナ禍における人間ドック受診状況の特徴　
○岡田　雅仁

国家公務員共済組合連合会   横浜南共済病院   健康管理センター

E-3-02� �コロナ禍による新しい生活様式がもたらした影響と当センターの取り組み
○鈴木ひとみ 　中野　理果 　大森由美子 　小堀　悦孝

公益財団法人   佐々木研究所附属   湘南健診センター

E-3-03� �当院での新型コロナウイルスワクチン接種
○上野　春菜 　小林　史枝

国家公務員共済組合連合会   横須賀共済病院   健康管理センター

E-3-04� �COVID-19（以下COVID）禍における胸部画像検査の先行読影の有用性について
　堀本　葉子 　有澤　瑞希 　増田　佳純 　寺田　博美 ○藤間　美帆 　久保　満明

住友生命総合健診システム

E-3-05� �過去12年間の健診データの推移から考えるCORONA時代における健診事業と事後措置につ
いて
○厚美　直孝 　吉田　弘子 　三浦　佳代 　上野久美子 　竹内亜希子 　葛巻　あや 
　伊藤　詩乃 　西尾　和代 　山田由紀子

丸井健康保険組合   健康促進センター

E-3-06� �当センターにおけるコロナ禍でのがん検診の状況
○伊藤　恭子 　湯川　豊一 　小林　寛子 　三間　康之 　前田　俊彦 　眞島香代子 
　常喜　眞理 　橋本　博子 　宇都宮一典 　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   新橋健診センター

E-3-07� �COVID-19の影響による健康診断受診者年齢の割合の変化
○久里　　悠 　川村　優子 　鶴岡　尚志 　沼本美由紀 　大前　由美 　大前　利道

医療法人社団   新虎の門会   新浦安虎の門クリニック

E-3-08� �新型コロナウイルス感染拡大による当院人間ドックセンターへの影響
○秋元　和子1 　古畑総一郎1 　西田　久実1 　雅楽川英樹1 　野地　秀一1 　坂口　正高1 
　東田　寿子2 　関根　昌子3

1 東京逓信病院人間ドックセンター      2 日本女子大学      3 長谷川病院
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E-3-09� �CO�2�センサを活用した循環器検診車内の換気可視化の検討
○斎藤　　彰1 　石垣　　陽2 　横川　慎二2 　川内　雄登2 　田中　晴美1 　浅野　美穂1 
　小川　美紀1 　鎌田　麻衣1 　石川　正悟1 　齋藤　泰紀1

1 公益財団法人宮城県結核予防会   複十字健診センター      2 国立大学法人   電気通信大学

E-3-10� �「全員主役経営の実践」緊急事態宣言と院内クラスター発生下でのドック健診センターの取り組
み
○篠部　　誠 　貝瀬瑠璃子 　柳瀬　萌木 　山田　　隆 　永野　　護 　大井田正人

医療法人社団   東山会   調布東山病院

E-3-11� �2020-2021年の新型コロナウイルス感染症拡大時における健康診断の実施について
○鎌野　　寛 　永尾　　幸 　野崎　篤子 　泉　　慈子 　坂東　千秋 　菅　友紀子 
　岡田かおり 　波柴　香織 　大塚美菜子 　中川恵利子

香川大学   保健管理センター

E-3-12� �人間ドック受診者アンケート更新によるコロナ禍における顧客満足度向上への取り組みと現状
○荒木　菖子1 　渡辺　真侑1 　鈴木　里佳1 　佐野　貴子1 　中村　保幸1 　御手洗義和1 
　武田　隆司2 　武田　道子3 　武田　隆男3 　武田　隆久3

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

E-3-13� �COVID-19禍での新規受診者獲得への取り組み～ピンチをチャンスへ！
○大林　美咲 　松本　泳子 　平野　理恵 　中村　明昭 　佐々木浩一 　的場　聡子 
　田中　香織 　山鳥　紀子 　箕浦　孝晃

医療法人社団蘇生会   蘇生会総合病院   健康増進センター

E-3-14� �コロナ禍における受診満足度アンケート調査の検討と今後の対応について
○森下　知代 　栗田有紀子 　鷲巣　倫代 　野田　靖彦 　中島　信明 　中上　和彦 
　古賀　　震

公益財団法人SBS静岡健康増進センター

E-3-15� �新型コロナウイスパンデミックにおける精検受診率の変化調査と電話による受診勧奨強化の経
験
○馬嶋健一郎1 　金山　美紀2 　抱井　昌夫3 　野崎いづみ1 　伴　　理香1 　篠田　　誠2 
　村木　洋介1

1 亀田総合病院   亀田クリニック   健康管理科      2 亀田総合病院   亀田クリニック   健康管理課      
3 亀田総合病院   亀田クリニック   健康管理支援室

E-3-16� �検温業務における事務職との連携の成功例～コロナ禍における多職種連携～
○宮崎　美雪 　千葉　暢子 　定免　　渉 　坂本　早紀

社会医療法人   中山会   宇都宮記念病院   総合健診センター

E-3-17� �健康診断におけるCOVID19対策としての2部制の導入および案内誘導の変更による所要時間
の短縮
○田代　浩之 　吉岡　千晶 　前田　淑江 　前川名緒子 　大澤　美登 　遠山　和博

公益財団法人日産厚生会   佐倉厚生園病院   医療技術部

E-3-18� �当施設外来における胸部X線検査および胸部CT検査にて炎症を疑う陰影を発見した際の対応
について
○水元　康貴 　長岡　浩平 　津田　知見 　吉村　　肇 　浅井　栄美 　長尾　美子 
　石田　善建 　大瀧　美恵

公益財団法人   福井県労働衛生センター
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E-3-19� �当施設における広報営業活動　～その効果とコロナ禍の影響～
○竹谷美智子 　立切　千夏 　深井　絵美 　田口久美子 　今里　孝宏

社会医療法人財団白十字会  佐世保中央病院  健康増進センター

E-3-20� �WITH／AFTER　CORONA時代に即応した新機軸への挑戦～関西初、ANAと共創する新たな
価値への取り組み～
○重山　智忠

公益財団田附興風会   医学研究所   北野病院

E-3-21� �コロナ危機だからこそできた業務改善～その中で見えてきたコミュニケーションの必要性～
○武田　美和

医療法人社団   時正会   佐々総合病院

�International�Session

IS-01� �Investigation�of�antibodies�to�COVID-19�in�Comprehensive�Health�Ceckup�System�
（Ningen�Dock）
○Junichi Kaburaki1 　Fumie Aoki2

1 Department of Internal Medicine, Preventive Health Care Center, Kamiitabashi Hospital      
2 Preventive Health Care Center, Kamiitabashi Hospital
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基調講演

KS-1

我が国における健診事業の現状と
課題
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

那
な す

須　　繁
しげる

　本講演では、我が国における健診事業の成立の歴史を紐解きながら、その現状と課題を示すとともに、こ
れからの時代において健診が国民の健康の向上に資する方法について論じたい。
　我が国の健診制度の嚆矢は、1959年に日本病院協会と健康保険組合連合会で締結された短期人間ドック契
約に遡るが、当時は大企業の福利厚生を主眼としていた。1970年代には自動化健診の開発により、健診に特
化した施設、いわゆる“健診センター”が全国に開設され、政府管掌保険による成人病健診、老人保健法に基
づく基本健康診査やがん検診などの制度の確立により、1980年代から健診は飛躍的に普及していった。さら
に、21世紀に少子高齢社会を迎えると、健康寿命の延伸が国家的課題となり、2008年の特定健診特定保健指
導を皮切りに、がん予防重点健康教育及びがん検診実施のための指針、2013年には日本再興戦略に基づくデー
タヘルス計画、最近ではPHRの推進など国主導の保健事業施策が積極的に推進されるに至った。
　約60年の歴史の中で、医療技術の進歩と健康施策により発展した健診事業だが、現在ではその独特な成立
過程に起因する課題が山積し、本来の目的である社会規模での健康の維持・増進の主導を困難にしている。
例えば、健診事業は関連法や実施主体が多岐にわたり、健診内容やデータ管理などの運用方法が統一されて
いない。従って、データに基づく科学的な分析や改善を図るシステムが十分に構築されておらず、過去の経
験に頼った健診が実施されることが多い。加えて健診事業に関連する行政、保険者、事業主、医療機関等の
間で連携が乏しく、事業目的の共有が困難であるなど課題は枚挙に暇がない。
　健診事業はこのように多くの制度上の課題を抱えながら、科学の進歩や社会の変化にも直面せねばならな
い。既にゲノム医療やAI診断などの技術革新は医療界全体に変化をもたらしつつあり、健診もその波を受
け止める必要があるだろう。また、新型コロナウイルスの感染拡大は社会に混迷と分断を与え、人々の健康
観にも影響を及ぼしたが、我々はその波を乗り越え、さらに2040年にかけての労働生産人口の急激な減少と
いう社会構造の変化にも相対しなければならない。
　健診事業は国民の健康状況を明らかにすることで、 0 次予防から 3 次予防まで我が国の予防医療の発展や
施策立案に貢献しうる大きな可能性を秘めている。しかし、真に国民の健康の維持・増進に寄与するには、
事業としてさらに成熟し、科学に立脚した社会の公器に昇格していく必要がある。そのためには、公的医療
保険と歩を並べるなど社会保障との融合を図る道も模索せねばならないだろう。
　本学術大会を契機に、我々人間ドック学会が健診･予防医療を代表する学術かつ医療団体としてそのあり
方を議論し、社会に向けて明確なビジョンを提示して道を切り拓くことができればと願ってやまない。

プロフィール
1980年九州大学医学部卒業,同第三内科入局,九州大学病院第三内科勤務
1981年国立福岡中央病院内科勤務
1982年九州大学第三内科勤務
1983年博愛会病院勤務

1990年人間ドックセンターウェルネスセンター長
1998年医療法人財団 博愛会 理事長
2002年博愛会病院院長
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理事長講演

PL-1

我が国の健診と予防医療の
明日を目指して

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

相
あいざわ

澤 孝
た か お

夫
　コロナ禍において我々は様々な教訓を学んだが、健診機関においては、これまでは関心低く対策も講じて
こなかった利用者と従事者双方の感染予防と管理により、利用者が安全で安心できる受診環境を整備し、受
診者の理解を得ることの大切さであった。健診機関は単に検査を行う施設ではなく、医療機関としての義務
と責任を負っているとの自覚を強く持つべきである。したがって、検査の精度管理や検査データの管理、検
査に基づく判断や保健指導なども、医療機関としての義務と責任の下で適切に行うべきであることは言うま
でもない。
　人口構造変化の推計はほぼ確実な未来といわれているが、少子高齢化と人口減少が今後顕著となる我が国
の人口構造は2040年頃には、18歳以上65歳未満の現役人口が約5700万人と推計され現在の約7100万人の約
80％にまで減少する。一方65歳以上人口は約2700万人から約3900万人へと1.4倍になる。このことから、65
歳以上を高齢者として組み立ててきた従来通りの社会保障の仕組みではこの人口構造の変化に対応でき無い
ことは明白である。2040年頃において仮に70歳以上約3000万人を高齢者とすると現役人口は約6600万人とな
る。すなわち、我が国の社会保障制度を維持するためには、支えられる側である高齢者の年齢を65歳から70
歳に引き上げ、18歳以上70歳未満が現役として支え手になることが必須である。このため、政府は定年の引
き上げ等様々な施策を打っている。70歳が定年となり、希望する方には75歳まで現役として働いていただい
て支える側に回っていただく社会が身近に迫っている。このような社会では健康問題に加えて個々人の差が
大きい老化問題への対応も必要となり、新たな社会の出現に見合った健診や予防医療について至急検討する
べきである。
　また、多様性・個別性が重視され、働くひとのほとんどが知識労働者となった21世紀において、労働者が
自らの責任において健康と安全を守り、自分らしい人生を送りながら健康寿命を延伸するために、健診とこ
れに基づく健康増進と予防医療は欠かせない。このような目的の健診は各法律に基づいた従来通りの一律一
括の集団検診の概念や死亡率を下げることを目的とする検診などでは、その役割を果たせない。ではどのよ
うな健診が国民にとって価値あるものとなるのか、我々健診に携わる者はは原点に戻って国民目線で考える
必要がある。
　個人の健診・検診情報、個人の健康情報、健康に関連する医療情報などの本人の保健医療情報を電子記録
として正確に把握活用するPHRの整備を行うことを政府の方針として定められ、実行に向けての動きが始
まっている。コロナ禍により明白となった我が国のデジタル化の遅れは政府のデジタルトランスフォーメー
ション推進の方針とも相まってPHR整備の速度を速めると思われる。PHRの活用としては、本人自身が保
健医療情報を把握閲覧し、医療従事者などの協力を得て日常生活習慣の改善など健康的な行動を醸成する。
診療時などに医療従事者が活用して効果的効率的な医療につなげる。国や自治体による公衆衛生施策や保険
事業での活用災害時における活用。保健医療分野の研究への二次利用等が挙げられる。健康に関する健診や
生活習慣等健康管理に関する情報に関しては、まず高齢者医療確保法に基づく特定健診や労働安全衛生法に
基づく事業主健診のデータを電子記録とし、データ形式を標準化して保存管理することから始めることと
なった。しかし、事業主健診のデータ提出は事業主の責任であり、データ管理責任は保険者にあるとされて
いる。しかし、個々人の保健医療情報は個人の情報であることからPHRは個人の責任において保管管理す
べきであるが、実際には国が代わって個人毎に情報を保管管理し、利活用することが望ましいと考える。デー
タを利活用する場合は個々人の許可を受け、データ利用者が利活用しやすいデータベースを自ら作ればよい
であろう。PHRもその場しのぎの施策をつぎはぎで進めるのではなく、将来展望に基づいたグランドデザ
インを描いて戦略的に進めていただきたいと願う。
　日本におけるウィズコロナ、アフターコロナの時代は我が国の人口構造の変化とも相まって大きな変革の
時を迎える。このような時代において大切なことは原点に戻ってしっかりと将来を見据え、ブレない一貫し
た姿勢を貫いて変化に対応することである。

プロフィール
昭和48年 3 月　東京慈恵会医科大学　卒業
昭和58年 3 月　医学博士　取得
昭和48年 5 月　信州大学医学部附属病院勤務
昭和56年 8 月　特定医療法人慈泉会　相澤病院　副院長
昭和63年 4 月　社会福祉法人恵清会　理事長
平成 6 年10月　特定医療法人慈泉会　相澤病院　理事長・院長
平成20年12月　社会医療法人財団慈泉会相澤病院に名称変更
　　　　　　　社会医療法人財団慈泉会 相澤病院　理事長・院長

平成22年 4 月　社団法人日本病院会副会長
平成24年 4 月　一般社団法人日本病院会副会長
平成28年 6 月　公益社団法人日本人間ドック学会　副理事長
平成29年 6 月　一般社団法人日本病院会会長
　　　　　　　 社会医療法人財団慈泉会　理事長・相澤病院　最高経営

責任者
令和 2 年 6 月　公益社団法人日本人間ドック学会　理事長
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特別講演
座長：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）

SL-1

生命を捉えなおす　
ー動的平衡の視点からー

生物学者・青山学院大学教授

福
ふくおか

岡 伸
しんいち

一
現代人が生命（いのち）の問題を考えるとき，当たり前のこととしている前提がある。それは、生命とは、
手、足、胴体、頭、あるいは各臓器といった”部品”が組み合わさってできた、プラモデルみたいなものであ
るという見方である。機械論的生命観といってもいい。だから、壊れたところは取りかえればよいし、古い
ところは新しくすればよい。しかし、この考え方は、私たちの身体を考える上で、ほんとうに正しい生命の
見方なのだろうか。

私は一人のユダヤ人科学者を思い出す。その名をルドルフ・シェーンハイマー（1898－1941）という。彼は、
研究途上、謎の自殺を遂げたこともあって、今ではすっかり忘れ去られてしまったが、彼が示そうとした生
命の姿は、機械論とは違う、もうひとつの画期的な生命観だった。彼は、生命が、流れの中にあることを明
確なかたちで最初に示した科学者だった。私たちが食べた分子は，身体を構成する分子と絶え間なく交換さ
れつづけている。つまり私たち生命とは、部品からなりたっている分子機械ではなく，部品自体のダイナミッ
クな分解と合成の流れの中にたゆたう’分子の淀み’なのである。

自らを積極的に壊し続けることによって、系内にたまるエントロピーを捨てつづけ、またそれを作り直すこ
とでなんとかバランスを保つ。 それが生命体の特性である。シェーンハイマーの思考を発展させ、私はこ
れを「動的平衡」と呼びたい。動的平衡の生命観は、私たちの身体が、時間の関数として絶えず変化しつつ、
それでいて柔軟で、適応的で、相補的であり、同時に、リジリエントなものであることも説明してくれる。
ポストコロナの生命哲学として、動的平衡論について考察してみたい。

プロフィール
生物学者。1959年東京生まれ。京都大学卒。米国ハーバード大学医学部
博士研究員、京都大学助教授などを経て青山学院大学教授・米国ロック
フェラー大学客員研究者。サントリー学芸賞を受賞し、80万部を超える
ベストセラーとなった『生物と無生物のあいだ』（講談社現代新書）、『動
的平衡』（木楽舎）など、“生命とは何か”を動的平衡論から問い直した
著作を数多く発表。ほかに『世界は分けてもわからない』（講談社現代
新書）、『できそこないの男たち』（光文社新書）、『生命の逆襲』（朝日新
聞出版）、『せいめいのはなし』（新潮社）、『ナチュラリスト――生命を
愛でる人』（新潮社）、『変わらないために変わり続ける』（文藝春秋）、『福
岡ハカセの本棚』（メディアファクトリー）、『福岡伸一、西田哲学を読
む―生命をめぐる思索の旅 動的平衡と絶対矛盾的自己同一』（明石書店）
など。対談集に『動的平衡ダイアローグ』（木楽舎）『センス・オブ・ワ

ンダーを探して』（だいわ文庫）、翻訳に『ドリトル先生航海記』（新潮社）
『生命に部分はない』（講談社現代新書）『ダーヴィンの「種の起源」 は
じめての進化論』（岩波書店）などがある。近刊に『迷走生活の方法』（文
藝春秋）、『生命海流ガラパゴス』（朝日出版）。
また、大のフェルメール好きとしても知られ、世界中に散らばるフェル
メールの全作品を巡った旅の紀行『フェルメール 光の王国』（木楽舎）、
さらに最新刊として『フェルメール 隠された次元』（木楽舎）を上梓。
最新のデジタル印刷技術によってリ・クリエイト（再創造）したフェル
メール全作品を展示する「フェルメール・センター銀座」の監修および、
館長もつとめた。
2015年11月からは、読書のあり方を問い直す「福岡伸一の知恵の学校」
をスタートさせ、校長をつとめている。
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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   顧問）

SP-1

マイナンバーカードを通じて広がる
PHRの世界

厚生労働省保険局医療介護連携政策課長

山
やました

下　　護
まもる

【マイナンバーカードの健康保険証利用から見える新しい患者と治療者の関係】
　今後、患者は、自らのマイナンバーカードで、自らのレセプト情報から組成された薬剤履歴情報や自分の
特定健診等情報を医療機関へ提供することができる。例えば、血液が固まりにくい薬剤を服用していること
を歯科診療所に伝えることで、抜歯する際に気を付けてもらうことができるようになる。
　本年 3 月から、健康保険証のオンライン資格確認を開始した。これは、患者が来院した際に、医療機関（保
険医療機関・保険薬局）において患者が有する健康保険証の資格が有効かどうかオンラインで確認するもの
である。この仕組みは、国民皆保険を構成するすべての保険者（健保、共済、協会、国保、後期広域連合）
が持つ加入者の資格情報を一元化することで実現する。この加入者データベースが、オンライン資格確認等
システムだ。これは、加入者すべての健康・医療情報に関する「私書箱」とイメージしていただけると分か
りやすい。
　この私書箱には、加入者一人ひとりの被保険者番号が付番され、保険者が有する加入者の情報が保険者よ
り格納される。同時に、この「私書箱」には、保険者が有する40歳以上の加入者の特定健診・高齢者健診の
情報や、今後、加入者が受診したレセプト情報（医療機関がオンライン請求した情報）も格納されることと
なる。結果として、この「私書箱」は、加入者一人ひとりの健康・医療情報のデータベースとなるのだ。
　その上で、患者のマイナンバーカードの電子認証機能を活用することで、医療機関と保険者の間の情報共
有のタイムラグを無くし、保険者の有する加入者の情報を医療機関と共有することができる。なお、薬剤履
歴情報等や限度額情報は、患者自ら同意した場合のみ医療機関と情報共有されるため、自分の知らないとこ
ろで情報がやりとりされるという不安もない。
　健康・医療情報については、本年 3 月から特定健診等情報が順次（保険者によって格納される時期が異な
る）、10月からはオンライン請求されたレセプト情報が審査支払機関によって個人単位になされることで薬
剤履歴情報が「私書箱」に格納される。また、令和 4 年夏には、レセプト情報を基に、薬剤履歴情報に限ら
ず、治療履歴情報が治療した医療機関名とともに格納される。他にも、同じ時期に、処方情報がリアルタイ
ムで共有されることとなる。更に、事業主が毎年行っている定期健診の結果も、保険者から「私書箱」へ格
納することが予定されている。
　マイナンバーカードの健康保険証利用と保険者が構築した加入者の健康・医療情報の「私書箱」を、患者
と医療者の新たな治療のツールとして活用していただきたい。

プロフィール
1997年 3 月　東京大学教育学部　卒業
　同年 4 月　厚生省　入省
1999年 7 月　 米国社会保障調査員（年金資金の運用・企業年金に関する

調査）
2000年 7 月　厚生省大臣官房政策課
2001年 1 月　厚生労働省社会保障担当参事官室
2002年 8 月　厚生労働省職業安定局総務課
2004年 4 月　厚生労働省医政局指導課　課長補佐
2006年 7 月　厚生労働省年金局国際年金課　課長補佐

2008年 7 月　外務省在タイ王国日本国大使館　一等書記官
2011年 8 月　全国健康保険協会　企画グループ長
2012年 8 月　厚生労働省保険局総務課　政策調整委員
2014年 7 月　厚生労働省社会保障担当参事官室　政策調整委員
2015年10月　同室　政策企画官
2016年 7 月　モンゴル社会保険庁政策顧問
2018年 7 月　厚生労働省年金局企画官
2019年 7 月　厚生労働省保険局医療介護連携政策課長
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プロフィール
東京大学　法学部卒
平成 6 年 4 月　通産省入省（資源エネルギー庁石炭部計画課）
平成10年 7 月　留学（イギリス、サセックス大学）
平成17年 8 月　アメリカ、イエール大学世界特別研究員
平成22年 7 月　大臣官房秘書課人事企画官
平成23年 7 月　資源エネルギー庁長官官房総合政策課需給政策室長

平成25年 6 月　外務省経済協力開発機構日本政府代表部参事官
平成28年 6 月　資源エネルギー庁長官官房国際課長
令和元年 7 月　貿易経済協力局総務課長
令和 2 年 7 月　大臣官房参事官（商務・サービスグループ担当）
令和 3 年 7 月　商務・サービスグループ商務・サービス政策統括調整官

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   顧問）

SP-2

生涯現役社会の実現を目指して���
－経済産業省の健康・ヘルスケア産
業政策－

経済産業省   商務・サービス政策統括調整官

田
た な か

中 一
かずしげ

成
世界保健機構（WHO）が発表した2020年版の世界保健統計によると日本人の平均寿命は84.2歳（2016年値）
と世界一です。これは、戦後復興・経済成長期に基本設計がなされた国民皆保険制度をはじめとする我が国
の社会保障制度の成果といえます。一方、同統計によると、日本人の健康寿命は74.8歳となっており、平均
寿命との差が9.4歳もあります。感染症が死因の上位を占めていた時代に整備された制度を土台として、そ
の後、経済成長に裏打ちされた社会保障の拡充、先進的な医療技術の導入・普及を進めたことが、長寿社会
を実現したものの、結果的に、自立して生活できないお年寄りを生み出している可能性があります。
この現状を考えると、取り組むべきは、「社会保障制度」の見直しに止まらず、人口構造の変化を踏まえて「社
会経済システム」そのものの見直しを行うことです。超高齢社会にとって必要なことは、誰もがそれぞれの
年齢や体力に応じて社会の一員としての役割を果たすことができる「生涯現役社会」を構築することです。
高齢者や疾患を有する方々の社会参加を阻害しないばかりでなく、社会参加を促し、社会とのつながりを維
持し続けることのできる社会が求められていると考えます。このような社会が実現できると、その結果とし
て、社会保障費の適正化が図られ、新たな産業や雇用が創出されることになります。
生涯現役としてゆるやかに社会に関わり続けられるよう、地域の経済活動と一体となって社会参加を促す仕
組みを構築することで、これまでコストであった部分が資源に変わります。年齢が進むにしたがって、健康
や日常生活を維持するために必要なサービスも多様化するため、こうした「健康需要」に対応するためのサー
ビス（公的保険外の健康サービス）を創出し、地域資源を活用しながらそれぞれの地域の実情にあった供給
体制を整えていくことが重要です。
また、社会で活動を続けるためには、健康状態の維持が不可欠です。特に、高齢社会においては、生活習慣
や加齢を原因とする慢性的な疾患を患っている方や、疾患予備群となっている方が増えてきます。そのため、
健康状態を定期的に計測することにより、適切な管理を行い、予防措置を講ずることは健康状態の維持や重
症化予防に効果的です。特定健診・特定保健指導の導入やストレスチェックなど法定の健康診断も充実して
きていますが、個人が自主的に健康状態を把握、健康管理に注力することは、ますます重要になっています。
そのためのウェアブルデバイスや健康管理サービスなどの活用も進展しており、多様な健康データを取得で
きる人間ドックへの期待も高まると考えられます。
このような環境の中で、高齢化社会のあるべき社会経済システムを再構築し、新たな産業群を育成すること
が、時代の転換期にある我が国社会の課題です。この課題に対応するために経済産業省が実施している健康・
ヘルスケア産業施策を紹介します。
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プロフィール
1977年秋田大学医学部卒業。
1977年三井記念病院。
1979年神奈川県立こども医療センター。
1983年浜松医科大学助手。
1988年静岡県立総合病院医長。

1989年浜松医科大学講師を経て、1991年より今村医院を開設。
板橋区医師会理事・副会長・監事、東京都医師会理事、日本医師会常任
理事を歴任。
2012年より日本医師会副会長に就任し、現在に至る。

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   顧問）

SP-3

日本医師会における予防医療の
取組み

公益社団法人日本医師会   副会長

今
いまむら

村　　聡
さとし

【背景】
　医療・医学の進歩、国民皆保険をはじめとした社会保障制度の充実等により、わが国の平均寿命は世界最
高水準を誇っているが、一方で、いわゆる健康寿命との差の問題が指摘されている。
　わが国は世界に類のない速さで高齢化が進んでいるところである。高齢化とともに、国民の生活習慣に起
因する疾病への適切な対応が求められる中で、必要な医療を過不足なく提供し続けていくためには、「歳を
重ねても健康で暮らす」、あるいは「病気になっても重症化を防ぐ」ための具体的な取り組み、すなわち予防・
健康づくりの推進が求められている。
　広義の予防医療においては、生涯を通じた健康管理が不可欠であり、かかりつけ医はそのための大きな役
割を担っている。予防医療には、医療にかかる前からの日常の健康維持や増進を行う「 1 次予防」、健診・
検診による早期発見、早期治療や重症化を防ぐ「 2 次予防」、機能の維持や回復を図る「 3 次予防」の 3 つ
の段階がある。それらの実現には、「人生100年時代」に生涯を通じて「健やかに過ごす」ための予防が極め
て重要である。
　また、新型コロナウイルス感染症が流行したことによって、それまで通院されていた患者が感染リスクを
恐れて医療機関への受診を控えたり、子どもへの感染を心配して予防接種や健診を控えたりといった現状が
ある。

【日本医師会の取組】
・「かかりつけ医」の養成、「かかりつけ医機能」の充実
　超高齢社会では、地域包括ケアシステムにおいて、身近で頼りになる「かかりつけ医」の役割が重要であ
る。
　2013年 8 月、日本医師会・四病院団体協議会は、こうした背景を踏まえ、「かかりつけ医」の養成、「かか
りつけ医機能」の充実に努めることとした。
　現在、多くの医師がこの「かかりつけ医」の定義を理解し、自ら積極的に「かかりつけ医機能」を発揮し
ている。「かかりつけ医」は、国民の疾病予防や健康管理を支える役割も担っている。日本医師会では、地
域住民から信頼される「かかりつけ医機能」を維持・向上するために、2016年 4 月より、都道府県医師会を
実施主体とした「日医かかりつけ医機能研修制度」を開始している。
・糖尿病対策
　2005年に日本医師会・日本糖尿病学会・日本糖尿病協会を幹事団体として、日本糖尿病対策推進会議を設
立し、現在は19の団体で構成されている。2015年には、日本糖尿病対策推進会議・日本医師会・厚生労働省
の三者は「糖尿病性腎症重症化に関わる連携協定」を締結し、糖尿病性腎症重症化予防の取組を国レベルで
も支援する観点から、「糖尿病性腎症重症化予防プログラム」を策定した。
　2018年には、「日本医師会 かかりつけ医診療データベース研究事業（J-DOME）」を開始した。身近なか
かりつけ医に通院する糖尿病患者や高血圧症患者のデータベースを構築し、治療の実態を把握するとともに、
よりよい診療のための情報提供と研究分析によってかかりつけ医の日常診療に役立ていただくことを目的と
している。
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プロフィール
1985年　　筑波大学医学部専門学群卒業
1985年　　三井記念病院内科研修医
1987年　　三井記念病院循環器内科医員

1999年　　三井記念病院総合健診センター医長
2012年　　三井記念病院総合健診センター部長

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   顧問）

SP-4

健診施設が目指す予防医療への貢献

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

石
いしざか

坂 裕
ゆ う こ

子
　日本人間ドック学会の健診施設機能評価事業は、健診施設の質の向上を目的として2004年より開始された。
評価項目の検討、改定を重ね、現在Ver4で調査と審査が行われている。健診施設の質、そして健診の質と
は何であるのか？は誰が何を求めるのかにより変わってくるが、法律の遵守、精度管理が確実に行われてい
る検査の実施、的確な判断と明確な指示、指導と事後管理は誰が何を求めようと変化しない部分である。一
方、いろいろなタイプの健診をどのような比率で組み合わせるか、採算改善、職員の教育プログラム、健診
施設からの情報提供などは必要なものであるが、地域、病院併設の有無など、施設がおかれている立場によ
り、それぞれのやり方がある。健診施設の状況も加味して、何を改善したらより良い施設機能が発揮できる
かを施設自身が考え、それに対してサーベイヤーと機能評価委員会が第 3 者の立場から客観的に意見を述べ
支援するのが日本人間ドック学会の機能評価事業である。
日本は社会環境の改善、医療の発達などにより、世界でトップクラスの長寿社会の創出に成功したが、それ
と共に医療費の増大が生じている。現在の健診事業の目的は悪性疾患の早期発見・集団死亡率の低下と生活
習慣病の予防であり、その充実により健康寿命を延ばし、医療費削減につながることが目標となっている。
2008年には特定健康診査・特定保健指導が開始され、重症化予防を目的とした生活習慣病の管理を行い、健
康寿命の延伸と医療費削減を試みているが、受診率・保健指導率とも目標（特定健診 70%以上 保健指導
45%以上）とは大きく乖離した状態である。　がん検診の国民生活基礎調査による推計値からの受診率も
50％前後と低い値である。
検診および健診の効果を出すためには、受診率の上昇と受診の継続が必要である。また健診有用性の検討は、
ゴールを何処に設定するかにより、健診の必要論にも不要論にもつながる。健診施設は個々の受診者と直接
かかわりながら、判定・指導・支援・教育を継続的に行い、医療保険者、企業と連携しつつ、医学的な観点
からデータを分析し評価ができる力を持っており、それが予防医療への貢献だと考える。しかしながらその
もとになるデータの確かさが担保されていなければ、意味のある評価ができない。意味ある評価のための基
礎の基礎を整えていくのも機能評価事業の役割の 1 つと考えている。
また健診では、長い間、同じような検査を続けているが、倫理・費用などの要件を配慮しながら最新の検査
を健診に取り入れていくことができるのも健診施設であり、その評価も健診施設としての重要な役割である。
受診者を中心とした視点を常に保ちながら、現在・未来の健診の意味がどこにあるのかを医学的に検討しま
とめていくことこそが、学会に所属する健診施設が行っていくべきことであり、その積み重ねが最終的には
予防医療への最大の貢献になると考える。
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プロフィール
（学　歴）
　1983年　京都大学法学部卒業
　2016年　東京医科歯科大学大学院修士課程（医療政策学）修了

（職　歴）
　1983年　（株）日立製作所　入社
　2012年　日立健康保険組合常務理事
　2016年　健康保険組合連合会理事
　2020年　健康保険組合連合会参与

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   顧問）

SP-5

保険者が求めるこれからの健診事業

健康保険組合連合会   参与

棟
むねしげ

重 卓
たくぞう

三
我が国では少子高齢化が進行し、企業においても労働者不足への対応が課題となっている。政府はこのよう
な環境の中、成長戦略「日本再興戦略」において、すべての世代が元気に活躍し続ける社会をつくることを
目指し、「健康寿命の延伸」を柱の一つに掲げている。実際、定年延長等で継続して就労する高齢者は近年
増加傾向にあり、内閣府の意識調査でも 8 割近い高齢者が65歳以降も働きたいと回答している。
健康保険組合としては、短期的ニーズとして雇用状況の変化に対応し高齢になっても働き続けられるよう健
康を維持すること、長期的ニーズとして健康寿命を延伸しQoLを高め生涯医療費を抑えること、が求められ
ていく。こうしたニーズに対応するため、生活習慣の改善をサポートし、早期発見、早期治療も含めた対策
をしていくことが必要である。現在、レセプトデータと健診データを併せ持つ保険者は、その優位性を生か
してデータヘルス計画を策定することで、それぞれの職場特性や個人の状態に応じた、きめ細やかな保健事
業の展開を目指している。

一方、昨年からの新型コロナウイルス感染症の蔓延による緊急事態宣言等の発出により、一部の診療科を中
心に医療機関に対する受診控えが起こっているが、健診についてはさらに状況が厳しく、人間ドック等の健
診は緊急事態宣言下では前年比 8 割前後の減、通年でも 3 割程度の減とされている。受診予定者から健診は

「不要不急」のものと見なされ受診を先延ばしされていると推察される。しかし、健診を受診しないことで
生活習慣改善の機会を逃し、特定健診・保健指導においては糖尿病腎症等の発症リスクを高める恐れがある。
また、がん検診では早期発見・早期治療のチャンスを失い、ステージの進行とともに命まで失うというリス
クが高まる可能性がある。我々保険者としては改めて健診機関の皆様とともに、健診の意義、重要性を訴え
ていかなければならない。

高齢化が進展すれば、健診の実施のみならず、生涯にわたる健康維持、増進、予防への支援が必要不可欠と
なる。長い老後を見据えた中で健診機関に求められる役割は、国が推進するPHR（Personal Health 
Record）への適切なデータ提供とその活用による健診の提供である。PHRを活用した個々人の健診結果や
受診履歴等に対応したオーダーメイド的な健診の提供と、コメディカルとの連携による専門職からのコンサ
ルティングが求められていく。
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プロフィール
1983年　東北大学医学部卒業、在日米海軍（横須賀）病院インターン
1984年　東北大学医学部リハビリテーション研究施設・助手
1989年　東北大学医学部公衆衛生学・助手
1991年　米国ジョンズ・ホプキンズ大学公衆衛生学部疫学科・研究員
1993年　東北大学医学部公衆衛生学・講師
1996年　同・助教授
2002年　同・教授

専門領域は、健康寿命の延伸に向けた疫学研究と政策提言。2019年に日
本医師会医学賞を受賞。
行政関連では、厚生労働省厚生科学審議会地域保健健康増進栄養部会・
部会長、健康日本21（第二次）推進専門委員会・委員長などを務める。
著書は「健康長寿社会を実現するー『2025年問題』と新しい公衆衛生戦
略の展望」（大修館書店・2015年）、「病気になりやすい『性格』」（朝日
新書・ 2010年）など。

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   顧問）

SP-6

今後望まれる健康診査・保健事業の
あり方

東北大学大学院医学系研究科   公衆衛生学分野   教授

辻
つじ

　　一
いちろう

郎
厚生労働省「健康増進事業実施者に対する健康診査の実施等に関する指針（以下『健康診査等指針』）」が令
和 2 年 2 月12日に改定された。演者は、厚生労働省の健康診査等専門委員会・委員長として指針の改定に関
与した。本講演では指針改定について解説させていただく。
健康診査等指針は、健康増進法第 9 条に基づいて厚生労働大臣が定める。健康診査に関する基本的な事項と
して、（1） 健康診査の実施に関する事項（健康診査の在り方、健康診査の精度管理）、（2） 健康診査の結果
の通知及び結果を踏まえた保健指導に関する事項、（3） 健康診査の結果等に関する情報の継続の在り方に関
する事項、（4） 健康診査の結果等に関する個人情報の取扱いに関する事項が定められている。健康診査等指
針では、「健診」と「検診」について、次のように整理した。すなわち「健診」は健康づくりの観点から継
時的に値を把握することが望ましい検査群であり、「検診」は主に特定の疾患自体を確認するための検査群
である。
健康診査等指針では、新たな健康診査の項目の導入または見直しに当たって考慮すべき、18項目の要件を示
した。具体的には、対象とする健康に関連する事象の性質（公衆衛生上重要な課題であること。適切な検査
及び診断法が存在し、効果的な治療及び介入を早期に実施することにより、より良好な予後をもたらすこと
を示す科学的根拠があることなど）、検査（簡便かつ安価であり、精度及び有効性が明らかであること。検
査を実施可能な体制が整備されていることなど）、保健指導などの事後措置（対象者の選定や事後措置の方
法が科学的根拠に基づいていることなど）、健診・検診プログラム（危険性を最小限にするための質の保証
がなされており、起こり得る身体的及び精神的不利益を上回る利益があること。費用が社会的に妥当である
ことなど）である。
また、健康診査等指針では、健康増進事業実施者は（事前及び事後措置も含めた）健診・検診プログラム全
体としての評価を行うことが望ましいと明記された。評価は、ストラクチャー評価（実施するための仕組み
や実施体制の評価）、プロセス評価（目的の達成に向けた過程の評価）、アウトプット評価（目的達成のため
に行われる事業の結果の評価）、アウトカム評価（目的の達成状況の評価）に分類の上、行うことが必要で
あると定めた。
生涯を通じた継続的な自己の健康管理の観点から、健康診査等指針では「できる限り長期間、本人等が健診
結果等情報を参照できるようにすることが望ましい」として、そのツールとなる健康手帳等の様式について

「将来的には電磁的な様式に統一されることが強く望まれる」とした。
本講演では、以上の改定について解説するとともに、今後望まれる健康診査・保健事業のあり方について私
見を述べさせていただきたい。
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プロフィール
1983年千葉大学医学部卒業．船橋二和（ふたわ）病院リハビリテーショ
ン科科長などを経て，1997年日本福祉大学助教授．University of Kent 
at Canterbury（イギリス）客員研究員（2000-2001），日本福祉大学教
授を経て，2014年から千葉大学 予防医学センター 教授，2016年から国
立長寿医療研究センター 老年学・社会科学研究センター 老年学評価研
究部長（併任），2018年から一般社団法人 日本老年学的評価研究機構 

代表理事（併任）．
「健康格差社会―何が心と健康を蝕むのか」（医学書院，2005）で社会政
策学会賞（奨励賞），

「健康格差縮小を目指した社会疫学研究」で日本医師会医学賞（2020）
を受賞．

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   顧問）

SP-7

明日への提言ーゼロ次予防の可能性
と課題

千葉大学大学院   社会予防医学センター   教授

近
こんどう

藤 克
かつのり

則
　公益社団法人日本人間ドック学会定款の目的には「予防医学に関する学術の振興と高齢者の福祉の増進お
よび勤労者の福祉の向上」とある。第 5 条の公益目的事業でも「人間ドック健診および関連領域の研究」は
4 番目で、 1 番目は、予防医学に関する学術大会などの開催である。そこで、人間ドック健診の枠を超え、
予防医学において重要性を増す「ゼロ次予防」の可能性と課題を中心に、特別プログラム「明日への提言」
として 3 つの提言をしたい。　
　ゼロ次予防を取り上げる理由は、がん検診の一部には有効性を示すエビデンスがあるが、総合健診とその
後の保健指導については、無作為化対照比較研究のシステマティックレビューにおいて有効性を示すエビデ
ンスはないことにある。その背景には、健康の社会的決定要因による健康（行動）格差があるとわかってき
た。理想的な環境では効果があると期待される健診・保健指導も、低所得・低学歴などの人たちほど受けて
おらず、行動変容が難しい実態がある。本学会の「健診の有用性に関する研究・論文活性化委員会」などで、
まずは有用性の検証をすべきではないか。これが第 1 の提言である。
　第 2 の提言は、ゼロ次予防を追究することである。人間ドック健診などで早期発見・早期治療を目指すの
が二次予防、禁煙・運動・食事など生活習慣改善などによる健康増進を目指すのが一次予防である。これに
対し、『WHOの標準疫学』（2006）によればゼロ次予防とは、（不）健康の「原因となる社会経済的，環境的，
行動的条件の発生を防ぐための対策を取る」ことを指す。一次予防の禁煙指導に加え、禁煙空間の拡大やタ
バコ代の値上げをすること、減塩指導に加え加工食品の塩分含有量を減らす取り組みなどがゼロ次予防であ
る。「暮らしているだけで健康になる」環境をうまく作ることができれば、健康無関心層にも影響が及ぶな
ど大きな可能性を持っている。
　一方、ゼロ次予防には課題も多い。第 1 に、同書が指摘したように、ゼロ次予防は，まだその意義が必ず
しも十分認識されていない状況にある。第 2 に、WHOが進めるHPH（Health Promoting Hospitals and 
Health Services）に参加し、健康支援的な環境づくりを含むヘルスプロモーションに取り組む病院や健診
センターなどが増えることが期待される。人間ドック健診を通じて明らかになった地域や職域毎の健康課題
をもたらす行動の背景にある社会経済的環境条件を解明するのは、その病院や健診センターにいる医療専門
職だろう。第 3 に、医療専門職だけではできないので簡単でははないゼロ次予防の事例を増やすことである。
第 4 に、社会環境を変える介入の全てに効果があるとは限らない。思わぬ副作用もありうる。だから効果を
検証する評価研究が不可欠である。これらの課題克服に取り組むことを第 3 の提言としたい。

67（173）



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～

人間ドック　Vol.36 No.2 2021年

招請講演1
座長：中川　高志 （医療法人   大宮シティクリニック   理事長）

IL-1

糖尿病領域における健診・予防医療
の重要性

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

植
う え き

木浩
こ う じ ろ う

二郎
近年の治療法の進歩によって、糖尿病の血管合併症の発症率は減少しており、糖尿病患者の寿命も延伸して
いる。したがって、定期的な受診のもとに適切な治療を受けていれば、健常者と変わらない生活を送ること
ができる時代を迎えている。一方、 2 型糖尿病は相当程度高血糖状態が持続しない限り自覚症状に乏しいた
め、健診未受診では糖尿病の発症や未治療者・治療中断者の重症化が見逃され、合併症の進展を許してしま
うことも多い。また、治療を受けている患者でも眼底検査や尿検査、動脈硬化性疾患のスクリーニングなど
がなされていないことも多く、健診によって細小血管症や大血管症の発症や進展が確認されることもある。
さらに、健診によって血糖値やHbA1cの測定、あるいはブドウ糖負荷試験などで前糖尿病状態にある者を
見つけ、適切な生活習慣への介入による糖尿病の発症を予防することも重要であり、実際、特定健診や特定
保健指導によっていわゆる糖尿病予備群は近年大幅な減少を見せている。したがって、今後糖尿病の新規発
症の抑制、糖尿病やその合併症の重症化予防のためには、すべての国民が定期健診を受診すること、新規糖
尿病発症者、未受診者、治療中断者を医療機関への定期受診に結びつける体制の確立、前糖尿病状態にある
者への適切な生活習慣介入体制の構築が重要である。

プロフィール
1987年　東京大学医学部医学科卒業
1987年　東京大学医学部附属病院内科 研修医
1988年　自治医科大学附属病院内科　レジデント
1989年　東京大学医学部第三内科入局
1992年　朝日生命糖尿病研究所 研究員
1997年　 Harvard大学 Joslin Diabetes Centerポストドクトラルフェロー
2001年　同 Instructor
2004年　東京大学大学院医学系研究科 21世紀COEプログラム特任助教授

2007年　東京大学大学院医学系研究科 糖尿病・代謝内科　准教授
2011年　東京大学医学部附属病院 糖尿病・代謝内科 診療科長（兼任）
2014年　東京大学大学院医学系研究科 分子糖尿病科学講座 特任教授
2016年　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
2020年　 国立高度専門医療研究センター 医療研究連携推進本部長（兼

任）
　　　　東京大学大学院医学系研究科 分子糖尿病学講座教授（兼任）
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プロフィール
1984年 3 月　大阪大学医学部 卒業
1985年 7 月　桜橋渡辺病院 循環器内科 医員
1989年 9 月　 米国Harvard大学ブリガム･アンド･ウイミンズ病院内科 

研究員
1990年 7 月　米国Stanford大学心臓血管内科 研究員
1993年 8 月　大阪大学医学部　老年病医学　助手
2002年10月　大阪大学大学院医学系研究科　加齢医学　講師

2004年 2 月　大阪大学大学院医学系研究科　加齢医学　助教授
2007年11月　 大阪大学大学院医学系研究科　内科学講座（老年・腎臓内

科） 教授
2015年10月　内科学再編に伴う改組にて 同　老年･総合内科　教授
2015年 6 月～2019年 6 月　日本老年医学会　理事長
2020年10月～　日本高血圧学会　理事長

招請講演2
座長：中川　高志 （医療法人   大宮シティクリニック   理事長）

IL-2

ガイドラインに見る高血圧基準と
降圧目標

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

樂
ら く ぎ

木 宏
ひ ろ み

実
血圧が一定基準を超えると脳心血管病や腎臓病のリスクが高くなることは古くから知られていた。具体的な
基準値の議論は、Fischer博士が生命保険加入者の生命予後を調査した1917年の報告にさかのぼり、
140mmHg台の血圧者と比較して170mmHg以上の人の死亡率が 2 倍以上という結果であった。その後、多
くの疫学調査の結果、120mmHg未満と比較して血圧が上昇すればするほど脳心血管病や死亡が増えること
が明らかにされた。重要なことは、血圧によるこのような関係に閾値はないこと、リスクの上昇が指数関数
的であることである。もう一点、拡張期血圧については、高いほどリスクが上昇するだけでなく、収縮期が
高い場合は拡張期血圧の低下が動脈硬化を反映する指標となり予後不良と関係することも重要である。この
ような疫学研究の事実からは、正常血圧と高血圧の間に基準を設けることができないことは明らかで、集団
における血圧値の分布の上位の一定割合を異常とすることにも意味がない。それでも、WHOは1962年に、
160/95mmHg以上を高血圧、140/90mmHg未満を正常血圧と分類するとした。1977年には、米国から初め
ての高血圧に関するガイドライン（JNC1）が発表されたが、明確な基準値の記載はなく、治療開始につい
ては拡張期血圧105mmHg以上が基準で、90-104mmHgは個別対応とされていた。その後、米国での高血圧
基準は、1993年に140/90mmHg、2017年に130/80mmHgと変遷している。世界的には、米国以外は現在も
140/90mmHgが基準である。このような変遷は、その時々に示された大規模な治療介入試験の結果による
もので、このような試験での治療開始基準や目標値を高血圧基準値と認定してきたといえる。降圧目標の設
定についてもガイドラインの時代的変遷がみられる。基本的には無作為化比較試験での結果を基に決定され
るが、試験プロトコールで設定した降圧目標、実際に到達した血圧値、降圧目標に関する群間比較試験の結
果など、判断に用いられる値は様々である。また、特定の研究に推奨が左右された時代から、現在ではシス
テマティックレビューとメタ解析の結果によって推奨が決められる時代に移っている。それでも、どの介入
試験を採用してメタ解析を行うか、降圧目標か到達値か、ベネフィットが証明された血圧レベルか、有害事
象が増えないレベルかなど、推奨とする降圧目標の決め方はガイドラインによって異なるところも多い。ま
た、対象者の背景によっても異なる。日本高血圧学会の高血圧治療ガイドラインは、2000年に初版を発行後
から定期的に改訂がなされており、2019年版が最新である。2019年版では、システマティックレビューとメ
タ解析によって降圧目標の推奨を決定した。講演では、これらの策定作業についても紹介する。
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プロフィール
1988年　熊本大学医学部卒業、熊本大学医学部附属病院放射線科入局
1989年　熊本労災病院放射線科
1990年　熊本大学医学部附属病院放射線科
1997年　熊本大学医学部大学院医学研究科卒業（医学博士）
1998年　日本赤十字社熊本健康管理センター　放射線科医長
2000年　　同　健診部副部長
2005年　　同　PET-CT検診部副部長
2017年　　同　診療部副部長
2021年　湘南鎌倉総合病院　予防医学センター長

【所属学会】日本医学放射線学会、日本核医学会、日本CT検診学会、日
本抗加齢医学会、日本ポジティブサイコロジー医学会

【資格等】日本医学放射線学会専門医、日本核医学会専門医、PET核医
学認定医、肺がんCT検診認定読影医、日本抗加齢医学会認定専門医

【執筆】健診判定基準ガイドライン　肺がんのヘリカルCT検査（共著、
文光堂、2003年）
健診判定基準ガイドライン改訂新版　胸部CT検診（共著、文光堂、
2008年）

招請講演3
座長：中川　高志 （医療法人   大宮シティクリニック   理事長）

IL-3

高精度で上質な低線量CT検診実施
を目指して、現状と課題、今後の展望
について考える

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

中
なかしま

島 留
る み

美
本邦では1990年代に世界に先駆けて低線量CT肺がん検診の構想が発表され、その有効性評価や検診成績、
新しい技術についての研究を発表する場として「胸部CT検診研究会」が発足（1994年）し、2006年に「NPO
法人 日本CT検診学会」へと名称および制度の改正を行い、現在に至る。
CT検診の研究は日本の先駆的研究者が世界の研究を牽引し、多くの知見と経験を集積してきた。単純X線
検診と比較した場合、CT検診の肺がん発見率は約10倍で、発見肺がんは早期の比率が高く、治療成績も良
好で、予後良好とされる「すりガラス陰影」を呈する高分化型腺がんが発見される比率が高いことが明らか
にされた。これらの成果を受けて、海外では複数のランダム化比較試験が行われ、米国と欧州での 2 つの大
規模無作為比較試験（NLSTとNELSON）により、CT検診による肺がん死亡率低減が証明された。
ただ、重喫煙者に対するCT検診による肺がん死亡率減少の利益が報告される一方で、過剰診断の問題や侵
襲的検査による重篤な合併症等の不利益も存在するため、検診受診者がこれらを十分理解した上で検診を受
けることが重要である。日本CT検診学会は「日本における低線量CTによる肺がん検診の考え方」を提示し、
検診の目的や成績、方法、期待される利益、起こるかもしれない不利益、費用などについての説明と同意を
受診者に実施することを推奨してきた。
2019年 3 月に改正された「診療用放射線に係る安全管理体制についての医療法施行規則」により、被ばく線
量の記録や受診者への適切な説明の実施などが検診現場にも求められるようになり、検診提供者は最適な検
診の対象や方法を考え、検診の利益を最大に不利益を最小にする努力を続けることが必要である。
無症状の受診者に対しては低線量CT検診を行うことが安全で、多くの研究により、一般診療に比べ格段に
低い線量での画像でもその目的を達成できるというコンセンサスがある。低線量CTに必発する画質劣化に
対しては、近年実用化された「逐次近似応用再構成法」が読影に支障のないレベルにとどめる効果をもたら
しており、この技術を装備したCT撮影装置の普及が望まれる。
日本全域で高精度なCT検診が受診できるように人材育成、実施体制や組織の標準化を進めるべく、2009年
に肺がんCT検診認定機構が設立され、2018年から施設認定制度も始まったが、現在の認定医師・技師は合
計約3000人、認定施設は46施設にとどまり、一層の認定資格取得者養成が必要である。これを受けて、2021
年 2 月22日、日本CT検診学会は会員を対象として、低線量CT検診で撮影される画像の読影が自己演習でき
るe-learningシステムをリリースした。
本講演では、人間ドック学会会員施設を対象に2008年から2018年まで 3 回に渡って行われた低線量CT検診
の実態調査の結果からその現状を把握し、高精度で上質な低線量CT検診実施に向けて取り組むべき課題や
今後の展望について述べる。
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プロフィール
1982年　慶應義塾大学医学部卒業
1986年　慶應義塾大学大学院医学研究科修了
1986年　 UCLA, Centeri for Ulcer Research & Education （CURE）
　　　　客員研究員

1989年　日本鋼管病院内科
2005年　 同志社大学研究開発機構アンチエイジングリサーチセンター
　　　　教授
2008年　同志社大学生命医科学部教授

招請講演4
座長：中川　高志 （医療法人   大宮シティクリニック   理事長）

IL-4

健診現場における抗加齢医療の応用

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

米
よ ね い

井 嘉
よしかず

一
抗加齢医療は診断と医療（指導）より構成される。身体のどの部位が老化しているのか、老化の危険因子は
何かを見極め、指導を行う。アンチエイジングドック・健診では、老化度を機能年齢（筋年齢・血管年齢・
神経年齢・ホルモン年齢・骨年齢）と老化危険因子（免疫ストレス・酸化ストレス・心身ストレス・糖化ス
トレス・生活習慣）に分けて評価する。老化の弱点（最も機能年齢が高い部位）と最も大きな危険因子とし
て捉え、優先順位をつけて指導を行う。食育・知育・体育による生活習慣の改善（一次予防）が基本となる。
危険因子を是正して機能年齢のバランスを図ることで健康増進を図る。
応用例を示す。健診機関で動脈硬化の評価（PWV・CAVI）を行う場合、血管年齢として結果提示すると受
診者が理解しやすい。CAVIによる血管年齢60歳という結果は、受診者の年齢によって異なるからである。
血管年齢が実年齢より上の場合は、動脈硬化の危険因子のうち最も寄与の大きいものから指導を行う。糖化
ストレス（pentosidine・皮膚AGEs蛍光高値）、ホモシステイン、高感度CRP、心身ストレス、酸化ストレ
ス対策を適宜加える。ドック・健診施設に対しPWV・CAVI測定値から血管年齢への換算表を提供している。
骨年齢はDEXA、超音波骨強度計の測定結果にて評価する。骨量減少症、骨粗鬆症と診断されてから治療す
るのではなく、実年齢よりも骨年齢の高い者（%YAM、同年代比低下者）を見つけたら、骨粗鬆症の一次
予防を行うべきである。
糖化ストレスの強い代表疾患である 2 型糖尿病（T2DM）を例に挙げる。筋年齢老化（サルコペアニア・ダ
イナペニア）、ホルモン年齢老化（DHEA低下）、心身ストレス（cortisol高値）が難治性要因になる場合が
ある。状況に合わせて筋肉負荷トレーング、DHEA補充、ストレス対策を行う。低DHEA-s血症によりイン
スリン抵抗性が増加する例がある。T2DMは多因子疾患であるため、最も寄与の大きい因子を放置すべきで
はない。
糖化ストレスが強いと、1.糖化インスリンの増加によりインスリン抵抗性が亢進する、2.AGEs増加により膵
β細胞からのインスリン分泌が低下する、3.ミトコンドリアのTCAサイクル異常によりフマル酸が増加し、
蛋白のサクシニル（2SC）化が生じ、2SC化アディポネクチンが増加し低アディポネクチン血症が惹起される。
その結果T2DMがさらに進展するという悪循環に至る。
睡眠の質の低下や睡眠不足はT2DMを初め様々な生活習慣病の増悪因子となる。快適な寝具の使用、音環境
の改善、明暗環境、メラトニン補充を含む睡眠の質改善指導は重要である。
限られた時間の範囲で、健診現場における抗加齢医療の応用例を紹介する。
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プロフィール
学歴
1975年　東京慈恵会医科大学　卒業
1979年　同上　大学院　修了
1981年　米国　Pennsylvania　University　留学　

主な職歴
2006年　東京慈恵会医科大学附属柏病院産婦人科　教授
2008年　東京慈恵会医科大学大学院医学研究科　教授
2015年　千葉徳洲会病院　婦人科部長
2015年　東京慈恵会医科大学　客員教授
その他の活動　
1987年　 厚生省がん研究助成金研究班「子宮頸部腺癌の治療法の確立」

班長協力者
1994年　 厚生省がん克服戦略研究事業「がんの遺伝子診断の臨床応用に

関する研究」班員

1997年　 厚生省がん克服戦略研究事業「QOL改善をめざした外科治療
法」

　　　　　⇒2013年厚労省第 3 次対がん総合戦略研究事業　班員

主な所属学会
　日本婦人科がん検診学会、日本産科婦人科学会、日本産科婦人科内視
鏡学会、日本婦人科腫瘍学会、日本癌治療学会、日本臨床細胞学会、日
本人間ドック学会　他

受賞歴：日本臨床細胞学会　学会賞、日本産科婦人科学会　功労賞、
　　　　 IAC（ 国 際 細 胞 学 会 ）　 Kazumasa Masubuchi Life-Time 

Achievement in Clinical Cytology Award

招請講演5
座長：中川　高志 （医療法人   大宮シティクリニック   理事長）

IL-5

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

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

佐
さ さ き

々木 寛
ひろし

　我が国の子宮頸癌の現状は、30～50代のいわゆる働く女性で罹患率・死亡率とも上昇傾向にある。この原
因として、職域検診における精度管理の不十分さが、様々なデータから示されている。本来職域がん検診を
実施している健保組合や事業者は、被保険者やその家族に「子宮頸がん検診の受診機会を提供する」という
サービス的なスタンスであるため、子宮頸がん検診の有効性評価、精度管理、不利益などをほとんど考慮し
ていない。2018年 3 月に厚生労働省より公表された「職域におけるがん検診に関するマニュアル」が存在す
るが、最近の健保組合自身の調査では、そのマニュアルを読んだことのある組合は29.4％にすぎない。この
ため、本来子宮頸がん検診に用いる検査法自体が、精度が低く使用してはいけない方法、例えば、自己採取
細胞診が18.3％行われており、その自己採取細胞診は、約70％の見落としがあると言われている。
　これでは、せっかく子宮頸がん検診の受診機会を与えても、むしろ見逃して症状が悪化してから発見され
る危険性が増すだけにすぎず、社会的、医学的、財政的に大きな損失をもたらしていることになる
　今後、「職域におけるがん検診に関するマニュアル」を前提にした子宮頸がん検診へ、各健保組合、共済
組合提供の検診が変わるようにすべきであり、ぜひ、人間ドック学会から健保組合や事業者に対して「がん
検診のあり方」について働きかけをお願いしたい。
　具体的には、1.精度管理を実施すること、　2.検査項目、対象者、受診間隔を指針に沿ったものにすること、
が重要と考える。特に精度管理はほとんど実施されていないので、学会からの働きかけを期待する。
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プロフィール
1982年 3 月　群馬大学医学部医学科卒業
1984年 7 月　米国オレゴン健康科学大学研究員
1992年 7 月　群馬大学医学部助手　
2000年 5 月　群馬大学医学部附属病院講師
2001年 5 月　 群馬大学大学院医学系研究科臨床検査医学教授・群馬大学

医学部附属病院検査部長

2015年 4 月　 群馬大学医学部附属病院病院長補佐・群馬大学医学部附属
病院患者支援センター長・群馬大学医師会長

2017年11月　群馬大学医学部附属病院地域医療研究教育センター長
2017年12月　群馬大学食健康科学教育研究センター副センター長
2018年 4 月　群馬大学医学部附属病院特命副病院長

招請講演6
座長：中川　高志 （医療法人   大宮シティクリニック   理事長）

IL-6

臨床検査と健診・予防医療

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

村
むらかみ

上 正
ま さ み

巳
健診・予防医療において臨床検査の精度の確保と標準化は重要な課題である。
医療法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令が2018年12月 1
日より施行され、医療機関ならびに衛生検査所における精度管理の基準が明確化された。医療機関において
検体検査を行う場合の精度の確保に係る基準としては、検体検査の精度の確保に係る責任者（医師又は臨床
検査技師）の設置が義務付けられ、各種の標準作業書、作業日誌の策定、台帳の記入が義務化された。一方
で、内部精度管理、外部精度管理調査の受検、適切な研修の実施については努力義務とされた。ただし、遺
伝子関連検査については、内部精度管理、適切な研修の実施についても義務化され、検査施設の第三者認定

（ISO 15189）の取得が勧奨された。現在、新型コロナウイルス核酸検査を含めた遺伝子関連検査の精度の確
保が課題となっている。
近年、様々な検体検査について臨床検査関連の学会において標準化が進められている。本講演では、LD、
ALP、HbA1c、TSH等を例にとり、その現状と課題について述べる。
LDとALPについては、2020年 4 月 1 日から 1年間で日本臨床化学会勧告法（JSCC法）から国際臨床化学連
合勧告法（IFCC法）への移行が進められている。IFCC法に変更する利点は、診断や治療の指針、症例報告、
研究発表、治験などで海外との相互利用が容易となることであるが、ALPについては、IFCC法では小腸型
ALPに対する感度が下がるため、血液型に依存して高値となる受診者の偽高値を減らすことができる。特
にALPでは活性値が約 3 分の 1 と低くなるため、JSCC法とIFCC法の混在は短期間とするべきであり、全て
の医療施設、健診施設、検査施設で移行を完了することが望まれる。
わが国では、HbA1c値は2012年 4 月 1 日にJDS値からNGSP値に移行し、特定健診に関しては2013年 4 月 1
日にNGSP値となった。HbA1c の測定を外部の検査機関に委託した場合、測定値が偽低値になることがある。
その理由として、全血の検体を冷蔵で搬送、保存した場合に、老化した赤血球ほど溶血しやすいことが挙げ
られる。全血の検体を長時間冷蔵保存した後に採血管を遠心し、その赤血球層を用いてHbA1cを測定する
方法では、血糖検査用の NaF 入り採血管ではなく、溶血の影響を受けにくい EDTA採血管を使用すること
が推奨される。
TSHは基準物質も基準測定法も存在しないことから、全免疫測定法の平均値を各血清のTSH値と値付けす
る全方法間平均法 （all procedure trimmed mean： APTM）によるハーモナイゼーションが行われた。この
ようにして得られた測定値から、日本人成人（20～60歳）の共通基準範囲はAPTMの2.5%タイル下限と
97.5%タイル上 限とし、0.61～4.23 mIU/Lとすることとなった。各メーカーにおいて市販キットへの適用を
行っている。
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プロフィール
1981年岐阜大学医学部卒業、1985年東京大学大学院医学系博士課程（社
会医学専攻）単位取得済み退学。医師、医学博士。東京大学医学部助手

（公衆衛生学教室）、岐阜大学医学部助教授（公衆衛生学教室）、岡山大
学医学部教授（衛生学）［岡山大学大学院医歯薬学総合研究科教授（衛
生学・予防医学分野）に名称変更］を経て、2006年から東京大学大学院
医学系研究科教授（精神保健学分野）。専門は、職場のメンタルヘルス、

地域の精神保健疫学。日本産業衛生学会理事長（2021年 5 月まで）、日
本産業ストレス学会理事、日本産業精神保健学会理事。著書に「基礎か
らはじめる職場のメンタルヘルス」、「ここからはじめる働く人のポジ
ティブメンタルヘルス」（いずれも大修館書店）他。2020年 4 月　紫綬
褒章受章。

招請講演7
座長：中川　高志 （医療法人   大宮シティクリニック   理事長）

IL-7

With/After�Corona時代における
産業保健

公益社団法人日本産業衛生学会   理事／
東京大学大学院医学系研究科   教授

川
かわかみ

上 憲
の り と

人
はじめに
2019年12月にはじまった新型コロナウィルス感染症の流行（コロナ禍）が世界的に続く中、その流行は拡大
や減衰を繰り返しながら今後数年は続くとする専門家もいる。またコロナ禍により加速されたテレワークの
拡大など働き方の多様化は流行が収まって以後も続いてゆくと想定されている。コロナ禍以前からはじまっ
ていたデジタルトランスフォーメーション（DX）社会（Society 5.0）への移行とそれにともなう雇用労働
の変化が、With/After Corona時代では一層明確になると考えられる。With/After Corona時代における産
業保健では、こうした状況の中でいかに基盤的な産業保健の提供を継続するか、また新しい産業保健の課題
にどう対応してゆくかが問われることになる。

With/After Corona時代における基盤的な産業保健の提供
コロナ禍では、対人接触を避けることが事業場の感染防止対策の 1 つとして導入された。そのために、産業
保健の 5 管理（環境管理、作業管理、健康管理、総括管理、安全衛生教育）の遂行に支障が生じたり、やり
方を変更する必要が生じた。たとえば安全衛生委員会の開催、安全衛生教育をオンライン化する必要が生じ
た。これらについてはその質を担保するために行政からも対応する通達が出されている。現在、特に職場巡
視の実施およびオンラインツールを用いた健康相談に課題がある。これらについて、ガイドラインや好事例
集の作成が求められる。またコロナ禍において、基礎疾患や障害を持った者、外国人労働者、非正規労働者
などが産業保健活動から取り残されやすい可能性があり、この点にも留意する必要がある。

With/After Corona時代における新しい産業保健の課題
コロナ禍はテレワークの拡大をもたらした。在宅勤務における産業保健の 5 管理の標準的な方法はまだ提案
されていない。在宅勤務によって生じる健康問題、特に職業関連疾患についての研究もまだ十分ではない。
さらにコロナ禍は、それ以前からDXの推進にともなって生じていた、19世紀の産業革命以来の労働集約型
から分散・自律型の産業形態への変化を、さらに加速した。労働者が同じ場所（事業場）に集まることを前
提として確立されてきた現在の産業保健制度を再確認、再検討する必要がある。また雇用契約から業務委託
契約への変更も進むと推測され、現在の制度ではカバーできていないフリーランスや個人事業主にどう産業
保健を提供すべきかについても議論が必要になってくる。

With/After Corona時代における産業保健専門職のあり方
コロナ禍においては、多くの事業場で感染防止対策や事業継続計画（BCP）の策定に産業保健専門職が活躍
し、組織の目標・戦略におけるその重要性が一層認識されるようになった。With/After Corona時代には、
産業保健専門職が持つべき能力（コンピテンシー）と教育訓練のあり方の見直し、さらにチームとしての産
業保健の促進にも大きな変化がおきてくることが想定される。
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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   理事）

基調講演
MSY1-1

データからみる健診・予防医療の役割

産業医科大学医学部   公衆衛生学教室   教授

松
ま つ だ

田 晋
し ん や

哉
現在、国レベルでDPC、医療レセプト、介護レセプト、特定健診・特定保健指導データを個人単位で連結
して分析することが可能となるデータベースの構築が進んでいる。このデータベースができることで、予防
活動の長期的な医療・介護の両面から見た効果を検証することが可能となる。演者の教室では、こうした分
析を行うために、これまで国内の保険者の協力を得て、約1000万人を個人単位で追跡できるデータベースを
構築し、種々の検討を行ってきた。例えば、特定健診・特定保健指導については、約10年間の追跡を行って
いる。残念ながら、この分析では行動科学的に意味のある行動変容も、また臨床的に意味のある予防効果も
観察されなかった。その大きな理由の一つとして、保健指導の質の問題があると考えられる。特定健診・特
定保健指導事業では問診票をデータ化することになっている。しかし、データ化されているのは特定保健指
導の区分に必要な情報のみであり、その他の情報が入力されていないものが非常に多いのが実態である。さ
らに、特定保健指導の情報は単位数のみであり、どのような内容の保健指導が行われたかは全く分からない
状況となっている。対象者の特性を分析し、それにあった保健指導を行う、そしてその効果について事後的
に検証ができる仕組みになっていないのである。制度的の欠陥であろう。この問題に対処するために、演者
らはU-HMSという徳的検診・特定保健指導事業の支援システムを開発し、国内の複数の医療機関等で活用
してもらっている。このシステムでは、対象者と面談した指導者が、対話の中で達成すべき体重減少量や腹
囲減少量と、それを実現するための 3 つの行動変容目標を設定する（原則として栄養、運動、生活習慣）。
その後の面談時に、その順守状況と、指導者のコメントを記入する仕組みとなっている。これらの自然言語
で入力された情報を、目標の達成状況と組み合わせて分析し、利用者の特性に合った、保健指導の内容を提
案するシステムを構築することが目的である。オンラインショップにおいて、顧客情報を収集・分析してリ
コメンデーションを出す仕組みが、ベイジアンネットワークを用いて構築されているが、それと同じ仕組み
である。効果のある行動変容を促すことが出来なければ、意味のある予防プログラムとはなりえない。同様
に、現在蓄積したデータをもとに、重篤な傷病に意たる予兆をレセプトデータから予測することが出来ない
か、という古典的な課題についても検討を行っている。本来的には検査データなども用いることが望ましい
が、その予備的なシステムをレセプトベースで構築することは保険者の代理人機能を強化することに貢献で
きるのではないかと考えている。

プロフィール
1985年産業医科大学医学部卒業
1992年フランス国立公衆衛生学校卒業
1993年京都大学博士号（医学）取得
1999年 3 月月産業医科大学医学部公衆衛生学教授
専門領域：保健医療システム論
主要著書
1. 松田晋哉：基礎から読み解くDPC第 3 版（2011），医学書院．

2. 松田晋哉：医療の何が問題なのか－超高齢社会日本の医療モデル
（2013），勁草書房．
3. 松田晋哉：欧州医療制度改革から何を学ぶか　超高齢社会日本への示
唆（2017）, 勁草書房．
4. 松田晋哉：地域医療構想のデータをどう活用するか（2020），医学書院．
受賞歴
2018年　第70回保健文化賞受賞
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プロフィール
株式会社ミナケア代表取締役社長。
東京大学医学部を卒業後、同付属病院、都立病院などで循環器内科、救
急医療などに従事。その後Harvard Business School修了を経て、科学
技術振興機構フェロー、慶應義塾大学客員准教授、内閣官房企画調査官、
厚生労働省保健医療2035推進担当参与などを歴任。
病気にさせない医療の実現に向けて産業創出や政策提言などを国内外で
行う。
また、教育活動として2011年より山本雄士ゼミを主宰し、延べ3,000人

を超える学生や社会人に医療とマネジメントを伝えている。
共著書に『投資型医療』（2017、ディスカヴァー・トゥエンティワン）、
訳書に『医療戦略の本質』（マイケル・E・ポーターら著、2009、日経
BP社）、「医療イノベーションの本質」（C・M・クリステンセンら著、
2015、中央経済社）などがある。
日本内科学会認定内科医、日本医師会認定産業医。2014年日本起業家賞
受賞。

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   理事）

MSY1-2

データにもとづく健診事業

株式会社ミナケア

山
やまもと

本 雄
ゆ う じ

士
2008年に始まった特定健診制度以降、健診結果のデータ化と一元的な管理、さらにその活用という方向性が
明確になった。データ化や一元管理は時間を要したものの一定の成果が上がった。
しかし、データ活用はいまだ道半ばといってよい状況にある。いまだにデータの分析方法や、それに基づく
保健事業の成功事例が一般化されてはいない。
データヘルス計画に代表されるさまざまな施策によって健診データの活用が推進されていることも、逆説的
にみれば活用が道半ばである証左ともいえるかもしれない。これは、データそのものやその処理方法、さら
には巷で時折話題になる、健診そのものに問題があるからなのだろうか。
健診事業を単体の独立した事業として取り上げると、そこで得られたデータの活用目的はその時点での「健
康リスクの記述」に終わってしまう。
一方、健診を広く医療や保健事業の一ステップとして考えると、データに期待する目的が大きく変わり、「記
述」だけではなく「予測」「対処」といった視点での情報化や意味づけが必須となってくる。
本セッションでは、健診事業を医療や保健事業のサイクルのなかの一ステップとしてみなし、健診事業とそ
の結果であるデータが持ち得る価値を再定義する。
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プロフィール
1995年　東京大学大学院医学系研究科保健学専攻博士課程修了
1995年　東京大学医学部　保健管理学教室　助手
2001年　東京大学大学院薬学系研究科　医薬経済学　客員助教授
2007年　東京大学大学院医学系研究科　臨床疫学・経済学分野　准教授
2011年　国立保健医療科学院　研究情報支援研究センター　上席主任研

究官
2014年　国立保健医療科学院　統括研究官
2015年　国立保健医療科学院　医療・福祉サービス研究部　部長
2018年　 国立保健医療科学院　保健医療経済評価研究センター　セン

ター長

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   理事）

MSY1-3

医療経済評価からみた保健指導の
意義と役割

国立保健医療科学院   保健医療経済評価研究センター長

福
ふ く だ

田　　敬
たかし

　日本では公的医療保険制度のもとで、効率的な医療提供が求められている。特に新規の介入方法等の効率
性を考える際に用いられる方法として医療経済評価がある。新規の介入方法を従来の方法と比較し、追加的
な効果と費用を算出して検討するものである。重要なのは、新規の介入方法に多額な費用がかかるため効率
的でないとするのではなく、その費用に見合った効果が得られるのかを考えることである。保険収載される
医薬品・医療機器に関しては、2019年度から中央社会保険医療協議会において費用対効果評価制度が開始さ
れた。財政的な影響が大きいと想定される医薬品・医療機器を対象として費用対効果の評価を行い、その結
果に基づいて償還価格の調整をするしくみである。
　医療経済評価の手法は、ワクチン接種やがん検診といった保健事業についても応用されており、日本でも
評価が進められているところである。これらの事業はいずれも税金等を財源とする公的資金で賄われている
部分が多く、その効率的な使用が必要と考えられる領域である。2008年度に開始された特定健診・保健指導
については、医療保険者に義務づけられており、実施率は年々増加しているものの、まだ十分に普及してい
る状況には至っていない。実施に伴い、その効果を検証することが重要であるとともに、そこで投入する資
源にみあう成果が得られるかを検証することも重要である。
　特定健診・保健指導による短期的な影響については、厚生労働省の「特定健診・保健指導の医療費適正化
効果等の検証のためのワーキンググループ」で検討されており、レセプト情報・特定健診等情報データベー
ス（NDB）を利用して、検査値の変化などとあわせて、医療費への影響も分析されている。本グループの
報告では、保健指導により体重やBMIの減少や検査値の改善などが数年間にわたりみられている。また、あ
わせて医療費への影響も観察されているが、この影響は限定的である。これは保健指導による効果を短期間
で観察するには限界があると考えられることが一つの要因で、本来は長期的にみて重篤な循環器系イベント
の回避や糖尿病に合併する腎症の減少などを検討する必要がある。医療経済評価においては、長期的な医療
費および健康状態への影響を推計することが重要であり、しばしば長期推計のモデルを用いて推計する方法
がとられる。しかし、まだこのような分析があまり行われていないのが現状である。
　本報告では、医療経済評価の観点から保健指導の費用対効果の検証方法と現時点での知見について検討し
てみたい。

77（183）



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～

人間ドック　Vol.36 No.2 2021年

プロフィール
1989年 3 月　産業医科大学医学部卒業
1993年 8 月　日本医学放射線学会専門医
1996年 4 月　株式会社日立製作所日立健康管理センタ産業医　就任

1999年 8 月　同・放射線診断科主任医長　就任
2012年 4 月　同・副センタ長　就任　　　              　（現在に至る）

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   理事）

MSY1-4

アウトカム評価にもとづく健診事業

株式会社日立製作所   日立健康管理センタ   副センタ長

中
なかがわ

川　　徹
とおる

　これまでも健康保険組合主導の健診事業として、健康診断のみならず保健指導事業、健康教育などが行わ
れてきた。残念ながらその評価は、参加人数や回数などを『アウトプット』として取り纏めて完了すること
が多かった。実際のところ設営、運営に汗をかいたところで、参加者自身の行動変容や健康状態が改善され
たかどうかを把握することが困難であったこともある。しかしデータヘルス計画では、特定健康診査のデー
タがすべて電子化保存されることで、悲願であった『アウトカム』として白日の下にさらされることになっ
た。　2014年 7 月に日立健康保険組合をはじめ国内の13の健康保険組合が保健事業指標検討会を発足させた。

（被保険者数約150万人・被扶養者数約80万人規模）目的は「データヘルス計画」策定にあたり、「保健事業
の効果をどのように上げていくか」といった課題に向け、「効果検証の確立」「保健事業者の強みを把握した
適正配置」である。2017年度より現在まで「保健事業評価検討会」として、ディスカッションやデータ分析
を中心に保健事業を包括的に評価する検討を行っている。具体的な検討項目は以下のとおりである。・イン
センティブとヘルスリテラシー：加入者のヘルスリテラシー評価用のアンケート項目の検討 ・健康スコア
リングレポート：健康スコアリングレポートの共有 ・事業推進とモニタリング：被扶養者の健診受診率向
上についてディスカッション・データヘルスサービス事業者の選定と評価：13健保の保険者で使用している
事業者の評価とその活用の検討（保健指導等/健康づくり/後発医薬品/レセプト点検等、各種事業において、
事業者の使用有無等および事業者について情報共有した。）・コロナ禍における保健事業への影響（特定健診
への影響について、特定保健指導への影響について情報を相互に提供した。）　一方、日立健康保険組合とし
て、特定保健指導の長期的な検査値改善効果の検証し、すでに本学会でも報告した。制度開始から12年が経
過した特定保健指導の長期的な因果効果の評価を目的に， 6 年後までの検査値改善効果を検証したもので、
結果として積極的支援利用者全体では、体重、腹囲、血圧、血糖、中性脂肪が 6 年後、HDL-Cが 5 年後、
ALTが 4 年後、γ-GTが 3 年後、ASTが 2 年後、LDL-Cが 1 年後まで有意な改善効果を認めた。また、 1 年
後の体重変化量別の検証では、 3 ～ 4 %減で 1 ～ 2 年後、 5 ～ 6 ％減で 3 ～ 4 年後、 7 ％以上減で 5 ～ 6 年
後の有意な改善効果を認めた。検査値によって改善効果の持続期間が異なること、 1 年後の体重減少量が大
きいほど長期的な検査値改善効果が得られることを明らかにした。　今回のシンポジウムでは、健康保険組
合の取り組みを中心にご紹介させていただき、今後の保険者機能強化に向けた方向性などディスカッション
できると幸甚である。
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プロフィール
弘前大学健康未来イノベーションセンター（医学研究科附属/COI研究
推進機構）副センター長・教授 / 弘前大学COI副拠点長（戦略統括）
京都府立医科大学・客員教授/東京医科歯科大学・非常勤講師青森県庁、
ソニー、東大フェロー等を経て2014年より現職。弘前大学COI拠点では
副拠点長（戦略統括）として産学連携マネジメントを総括。文科省他政

府系委員等多数。内閣府「第 1 回日本オープンイノベーション大賞」内
閣総理大臣賞受賞（2019）。第 7 回プラチナ大賞・総務大臣賞受賞（2019）。
第 9 回イノベーションネットアワード・文部科学大臣賞受賞（2020） 。
専門：地域産業（イノベーション）政策、社会医学

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   理事）

MSY1-5

健康ビッグデータをベースとした
新QOL健診モデル

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）

村
むらした

下 公
こういち

一
弘前大学では、青森県の平均寿命全国最下位（短命県）から脱却すべく、2005年から地域健康増進活動「岩
木健康増進プロジェクト」を展開している。毎年1,000名超の市民を対象に大規模合同健康調査を実施して
おり、その検査項目数は 1 人当たり約2,000～3,000項目、16年間で延べ約 2 万人（小中学生を含む）の健常
人の健康情報（健康ビッグデータ）を蓄積してきた。この超多項目健康ビッグデータは、個人のゲノムから
生理・生化学、生活活動、社会環境に至るまでの広範囲の内容を包含する網羅的なデータ構造で、世界的に
も類例がなく本拠点の大きな特長である。
2013年、文部科学省の革新的イノベーション創出プログラム（COI STREAM）の拠点に採択されて以降、
大手ヘルスケア企業を含む多業種の企業や大学、国研等、約70機関が参画し、健康ビッグデータの解析によ
る疾患予兆法の開発や予兆因子に基づく予防法の開発等の研究課題に戦略的に取り組んでいる。解析は、本
学、京都大学、東京大学、東京医科歯科大学、名古屋大学等のAIや生物統計の第一級の専門家に加え、参
画企業等からも専門家が一大集結し、戦略的アライアンスのもとで実施している。近年、糖尿病をはじめ20
種以上の主要疾患の発症を高精度で予測できる（AUC0.8以上）画期的な疾患発症予測モデル（AI）が創出
されつつあり、また性別に関わらず腸内細菌Blautia菌を多く持つ人が内臓脂肪面積がより少ないことを初
めて発見する等、数多くの知見も得られている。現在、九州大学、京都府立医科大学、名桜大学、和歌山県
立医科大学とも連携し、全国縦断的なデータ連携基盤の構築も進めている。
本拠点では、健康増進に向けた社会構築を重要視し、健康教育・啓発も推進している。活動例に、青森県内
すべての市町村の首長による「健康宣言」の実施、「健康リーダー」の育成、小中学校での健康教育の実施
等がある。企業の健康経営支援には「青森県健康経営事業所」の認定制度を創出し、経営面でのインセンティ
ブも付与している。
現在、本拠点のあらゆる知見・成果を集約した新行動変容プログラムモデル「QOL健診」を開発中であるが、
これは項目を「メタボ」「ロコモ」「口腔保健」「うつ・認知症」の 4 重要領域にしぼり、健診の即日 2 ～ 3
時間のうちに健診・結果通知・行動変容に向けた健康教育までを一気通貫で完結させるコンパクト型のプロ
グラムパッケージである。青森県内企業等での展開の結果、受診後の行動変容など一定のエビデンスが認め
られている。
以上、本拠点では産学官民すべてのステークホルダーが一体となり、健康研究及び健康増進活動のオープン
イノベーション・プラットフォームをリアルに構築している。健康寿命延伸、医療費削減等によりQOL向
上を実現し、地域の産学官民が一体となって健康ビッグデータと最新科学がもたらす「健康長寿社会」を達
成し、社会課題解決と経済活性化の同時実現、SDGsへの貢献を目指していく。
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プロフィール
2002年　 千葉大学医学部卒業
2009年　東京大学大学院新領域創成科学研究科卒業
2009年　 フランス国・ヒト遺伝子多型研究センター（CEPH）　統計研究員
2012年　 フランス国・ヒト遺伝子多型研究センター（CEPH）　上級研究員

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

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）

MSY2-1

人間ドックにおける遺伝的リスクス
コアの応用の可能性と、現在の課題
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

鎌
かまたに

谷洋
よういちろう

一郎
2003年にヒトゲノムが解読され、引き続く国際ハップマップ計画、1000ゲノム計画等により、ヒトゲノム多
様性カタログが整備された。メンデル遺伝病のような稀な遺伝性疾患とゲノムとの関連性は、20世紀からの
多大な研究努力により多くのことが解明されてきていたが、一般集団のヒトゲノム多様性の理解、並びにそ
れを元に実現された「ゲノムワイド関連研究（GWAS）」技術を用いて、ありふれた疾患についても遺伝情
報の個々人の違いと疾患との関連との理解が進んでいる。それによると、高血圧・脂質異常症・糖尿病・心
筋梗塞・脳梗塞といった生活習慣病などの様々なコモンディジーズは、一個とか数個の遺伝的バリアントで
はなく、非常にたくさんのバリアントが足し合わさることによって、生まれつきの疾患の起こりやすさ（遺
伝的感受性）が構成されるということがわかり、それは20世紀初頭に提唱された「ポリジェニック・モデル」
に従っていると考えることができることが明らかになった。疾患に関連する非常に多数の遺伝因子が分かっ
たということは、その遺伝因子情報を用いて疾患を発症する前に発症を予測するスコア、すなわちポリジェ
ニック・スコア（PGS）を構築できる可能性があることを意味する。DNAに書き込まれたゲノム情報は、
生涯を通じてほとんど変化しない。すると、タンパク質等のバイオマーカーと異なり、ゲノムによる疾患発
症の予測は、病気の発症よりもだいぶ前、少なくとも人間ドックなどの疾患発症前の段階、実際には出生の
時点で行うことができるということを意味する。このようなゲノム研究の進展は、2020年代の人間ドックに
どのような影響を及ぼしうるのか。研究成果の紹介と、今後の展開についての考察をする。
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プロフィール
昭和60年 3 月　日本大学法学部政治経済学科卒業
昭和60年 4 月　（株）三菱油化メディカルサイエンス入社
平成15年 1 月　同社を退職。
平成15年 6 月　 社団法人日本医師会「日本医師会総合政策研究機構」主

任研究員として着任。

研究分野 ：臨床検査関連、健診関連、医療機器関連
現在の外部委嘱等
・厚生労働省保険局 実務担当者による特定健診・保健指導に関するWG委員
・内閣府 第２期SIP：AIホスピタルサブテーマE分担研究者

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）

MSY2-2

AIが変える人間ドック

日本医師会総合政策研究機構   研究部統括部長補佐

吉
よ し だ

田 澄
す み と

人
【背景】日本では、国民皆保険のもとで、多くの医療機関が画像情報、病理診断情報、生化学的検査情報を
活用して診断や治療に活かしているものの、全国的に標準化されたデータの収集ができていない。そこで、
これらの情報に加えて、患者の表情や音声情報などの診療情報を大規模、且つ、効率的に収集し、AIによ
るデータ解析技術を用いてサイバー空間で再現する研究として「AI（人工知能）による高度診断・治療シ
ステム」が、国の研究プロジェクトとして進められている。内閣府の戦略的イノベーション創造プログラム、
SIPは、社会的に不可欠で、日本の経済・産業競争力にとって重要な課題を選定し、総合科学技術イノベーショ
ン会議において省庁の枠を超えて自ら予算配分して、基礎研究から実用化・事業化までを見据えた取組みを
2018年度から 5 年間の研究期間を以て推進する機能として位置づけられている。【目的】日本医師会では、
AI、IoT、ビッグデータ技術を用いた「AI ホスピタルシステム」を開発・構築・社会実装することにより、
国民に対して高度で先進的な医療サービスを提供するために「日本医師会AIホスピタル推進センター」を
設置した。【現在の取組】技術研究組合法に基づき、経済産業大臣、厚生労働大臣の認可を得て医療AIプラッ
トフォームが民間企業 5 社により 4 月 1 日に設立され、複数の医療AIサービスを医療機関等に提供するた
め試行運用が開始されている。日本医師会AIホスピタル推進センターでは、医療AIサービスの臨床上の安
全性・有効性に係る評価規準の検討を行い、事業化された医療AIプラットフォームの認定要件、医療AIサー
ビスの審査要件の策定を進めるとともに、試行運用のため健診機関等の参加を呼びかけている。【課題】　質
の高い医療AIを開発して健診機関等が円滑に利用していくためには、標準的な医療用語の整備が不可欠で
ある。　病名以外の様々な用語を用語集として整備し、教師データをとして利活用していくためには民間企
業によるプラットフォームの構築に加えて、公益に資する用語管理の体制の構築が課題とされている。【展望】
質の高い医療AIを健診機関等が利用し、新たなAI技術を開発するための健診情報をビッグデータ化して、
研究者、企業等に提供していくエコシステムを構築することで、健診機関等における業務の効率化を図り、
抜本的な負担の軽減を実現するとともに、疾病予測等のAI技術の開発が進められることで、健診受診時の
みならず、継続的な健康維持のための新たな人間ドックメニューの開発等が進められていくことが期待され
ている。
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プロフィール
1966年 3 月私立駒場東邦高等学校卒業.　72年 3 月群馬大学医学部医学
科卒業.　72年 4 月～74年 3 月三井記念病院内科研修医、74年 4 月～78
年 3 月同、内科医員.　78年 4 月～81年 3 月東京大学医学部付属病院第
二内科医員、81年 4 月～82年 9 月米国オハイオ州オハイオ医科大学内科

（Mulrow教授）留学、1983年11月東京大学医学博士号授与.　83年 4 月
～91年 3 月三井記念病院腎センター科長、91年 4 月～同、健康管理科部
長、94年 6 月～2014年 3 月同、総合健診センター所長、14年 4 月～現在、

同、特任顧問.　03年 4 月～19年 3 月昭和大学医学部衛生学客員教授.　14
年 4 月～20年 3 月足利大学看護学部学部長、20年 4 月～現在、同客員教
授.　20年 4 月～現在、日本橋室町三井タワーミッドタウンクリニック
常任顧問、現在に至る。日本内科学会認定医・総合内科専門医、日本高
血圧学会指導医・専門医、日本人間ドック学会指導医・専門医、日本抗
加齢医学会評議員、脳心血管抗加齢研究会評議員.

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）

MSY2-3

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

日本橋室町三井タワーミッドタウンクリニック

山
やまかど

門　　實
みのる

高齢社会となるわが国の人間ドック健診の課題は健康寿命の延伸である。この目標達成には健康寿命の延伸
阻害疾患である脳・心疾患、認知症、フレイル・ロコモテイブシンドローム・骨粗しょう症への対策が不可
欠となる。一方、従来型の人間ドック健診は規定の検査項目を画一的に繰り返すことから本来の目標が達成
できていない。したがって本ワーキンググループは「人間ドック・健診イノベーション創造委員会」の分科
会として、従来の検査と異なる血液・体液検査リキッドバイオプシーの有用性、ことにそのハイリスクスク
リーニングとしての人間ドック健診での有用性を検討し,さらには今後必要となる新規検査も検討し「新時
代に求められる人間ドック健診のあるべき姿」を提案するものである。 1 ．がん検診1）マイクロRNA解析、
リソソーム解析：極めて高い感度・特異度からがんハイリスクスクリーニングの主流になると考えられるが、
現時点ではともにその実装にむけて有効性の検証段階であり近日中には利用可能となる。現時点ではリソ
ソーム解析であるすい臓がんスクリーニングテストT-Ex検査が利用可能である。2）cell freeDNA：がん患
者ではすでに保険適用され活用されているが人間ドック健診での応用は現時点ではない3）唾液中ポリアミ
ン分析：SalivaCheckerが唾液中のポリアミン解析から膵臓がん、肺がん、大腸がん、乳がん、口腔がんの
リスク判定として利用可能である。4）血漿中遊離アミノ酸プロファイル解析：アミノインデックスがんリ
スクスクリーニング（AICS）は肺がん、胃がん、大腸がん、膵臓がん、前立腺がん、乳がん、子宮・卵巣
がんの現在がんである可能性、リスク判定として利用可能である 2 ．認知症検診　1）Aβ関連ペプチド

（Apo669-711、Aβ40,41）　2）APOE遺伝子型 3 ．軽度認知障害検診　1）アミノインデックス生活習慣病リ
スクスクリーニング（AILS）（認知機能低下）4 ．骨粗しょう症検診　1）TRACP-5b、BAP、25（OH）D　2）
NTx、PINP、25（OH）D5．脳・心疾患検診　1）Small, dense LDLコレステロール　2）NT-proBNP　3）
AILS（脳心疾患リスク） 6 ．糖尿病検診　1）AI（Artificial Intelligence）　2）AILS（糖尿病リスク）　今
後の人間ドック健診では、法定健診（対策型健診）としてのがん検診・特定健康診査・定期健康診断を必須
とし、その他の疾患、ことに健康寿命阻害疾患を法定外健診（任意型健診）として、ことにハイリスクスク
リーニングとしてのリキッドバイオプシーならびに新規検査を、受診者ごとに個別化して選択していくこと
が望ましいと考えられる。そのためには受診者情報の問診票を学会として統一する必要があり、そのAI化
情報により個別化した人間ドック・健診が可能となる。　なお今回検討した、また今後検討する検査項目に
ついては検査の意味付けとともにその精度管理情報等を公開していく必要がある。

82 （188）



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

人間ドック　Vol.36 No.2 2021年

講
演
抄
録

主
要
プ
ロ
グ
ラ
ム

シンポジウム1
WITH/AFTER�CORONA時代の健診事業

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）

SY1-1

コロナ禍における保健事業の取組み

トッパングループ健康保険組合

梅
う め き

木　　稔
みのる

トッパングループ健康保険組合は、1926年の健康保険法の施行とともに設立し、大正・昭和・平成の時代を
通して、凸版印刷株式会社をはじめとした母体事業所の発展にともない、保健事業の充実をはかってきた。
その時々の国の施策やニーズに合わせた健診項目の見直しを実施している。主な取り組みとして心身ともに
健康になるための施策としてP（physical）・M（meal）・M（mental）推進活動を展開し、事業所と連携し
た運動セミナーや栄養セミナー等の健康づくり、社員食堂事業者と連携した生活習慣改善プロジェクトや森
林セラピーを実施している。健康診断事業については、がん検診の充実をはかるべく、全額健保組合負担で、
女性被保険者を対象とした婦人科検診、節目毎の胃がんリスク（ABC）検査や内視鏡検査等を実施している。
また、配偶者を中心とした被扶養者特定健診にも力を入れており、各種受診促進施策を実施した結果、年々
受診率は向上し2019年には82.0％を達成した。
しかしながら、2020年、新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の流行により、取り巻く生活環境や働き
方は大きく変化し、各種保健事業においても健診機関への受診控えに伴う特定健診受診促進対応やオンライ
ンを活用した各種健康づくり活動等を実施した。本講演では、コロナ禍での取り組みや事例を紹介するとと
もに、今後の課題について紹介する。

プロフィール
1996年　立正大学卒業
1996年　東京コンピュータサービス株式会社人事部
1997年　トッパングループ健康保険組合　入職
2008年　トッパングループ健康保険組合　保健事業推進課　主任
2012年　トッパングループ健康保険組合　保健事業推進課　係長

2014年　トッパングループ健康保険組合　保健事業推進課　課長代理
2016年　 トッパングループ健康保険組合　健康・医療チーム兼ヘルスケ

アチーム課長代理
2018年　 トッパングループ健康保険組合　ヘルスケアチーム課長
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プロフィール
2011年より医療法人大宮シティクリニック理事に就任し、現在まで人間
ドックを中心とした診療に従事している。本学会では社員としても活動
すると共に学術報告を行っている。また、2018年から千葉大学消化器内
科に所属し、特任講師として難治性消化器疾患の新規治療法開発のため
の研究を継続している。2018年から2020年までドイツのハンブルグ大学
に客員研究員として在籍した。2015年には東京大学医科学研究所にて特

任研究員として所属した。2007年には東京慈恵会医科大学病院消化器肝
臓内科に所属し2017年に同大大学院にて医学博士を取得した。2005年に
聖マリアンナ医科大学を卒業し、初期臨床研修を同大附属病院医にて
行った。予防医療の普及と向上により、多くの人が健康を維持できる環
境の構築を目標とする。そして、健康な人を増やすことで医療資源を再
分配させ、様々な難病への治療アプローチが可能となる社会を目指す。

シンポジウム1
WITH/AFTER�CORONA時代の健診事業

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）

SY1-2

受診者アンケートに見たWith/
After�Corona時代の意識変化

大宮シティクリニック   副理事長

中
なかがわ

川　　良
りょう

はじめに：長期化する新型コロナウイルス（coronavirus disease 2019； COVID-19）の世界的流行は、私達
の生活様式を大きく変化させた。そして、“With/After Corona時代”や“新しい日常（New Normal）”といっ
た新たな価値観が提唱されている。その中で人間ドックは受診者からどのように評価され、何を求められて
いるのか。当院で行ったアンケート調査を基に、新たな時代の人間ドックについて検討した。方法：第 1 期
として2020年 7 月13日から18日と第 2 期として2021年 2 月 8 日から13日の期間の当院人間ドック受診者を対
象とした。調査内容は、性別、年代、当院受検歴に加え、 1 ．人間ドック受診をすることへのコロナ感染へ
の不安の有無、 2 ．コロナ感染により健診が受けられなくなる事への不安の有無、 3 ．当院の感染防止対策
についての評価の 3 項目について3-4段階での評価とし無記名にて行った。当院の感染防止策は人間ドック
学会を含む 8 健診関連団体の合同マニュアルを準拠している。結果：第 1 期では740人から第 2 期では559人
から有効な回答が得られた。 2 期にともに男女比は 6 ： 4 で年齢構成は40-50代が大半で、受診歴は初回が
15％程で複数回受診者は85％程であった。設問 1 ．受診への不安の有無では不安がある、不安が少しある、
不安はあまりない、不安はないの順に第 1 期は13.6％、52.4％、20.9％、13.0％で、第 2 期は7.51％、42.9％、
30.2％、19.3％であった。設問 2 健診が受けられなくなることへの不安は、不安がある、不安が少しある、
不安はあまりない、不安はないの順で第 1 期は35.1％、48.9％、10.7％、5.3％で、第 2 期は34.7％、48.7％、
12.9％、3.7％であった。 3 ．感染防止対策についてはよかった、普通、よくなかったの順に、第 1 期では
60.0％、37.2％、2.8％で、第 2 期では71.3％、27.0％、1.6％であった。考察：本調査により人間ドック受診
者の半数にCOVID-19への感染不安があることが示された。しかし、それ以上に人間ドックを受けられず健
康状態を把握できないことに85％もの受診者が不安を感じることが示された。また、感染対策についても満
足度が高いことが示された。これらの結果は人間ドックは受診者にとって不要不急のものではなく、安心し
た生活に必要なものと認識されていることを示している。しかし、COVID-19感染に対しての不安は強いこ
とから、徹底した感染症対策が求められている。そのため、本学会の感染防止策を徹底し、その見える化を
進めることで受診者の安心を担保する必要がある。このように、コロナ禍にあっても人間ドックは必要とさ
れる医療であり、受診者の期待に応えるために感染症に限らず安心できる受診環境を作ることが大切である。
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プロフィール
1989年　岡山大学医学部附属看護学校卒業
1990年　京都府立保健婦専門学校卒業
1990年　聖路加国際病院
1993年　筑波メディカルセンター
1994年　同財団　つくば総合健診センター設立　配属

2004年　師長
2015年　副看護部長
2014年～2020年　日本人間ドック健診協会保健看護職委員会委員
2020年　 日本人間ドック学会　健診保健師・看護師の育成に関する検討

委員会委員

シンポジウム1
WITH/AFTER�CORONA時代の健診事業

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）

SY1-3

看護職の視点から見た健診施設の
新型コロナ対策

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

光
みつはた

畑 桂
け い こ

子
＜はじめに＞コロナ禍で日々健診現場で働いている看護職の現状の困りごとや不安なことを解決すべく、全
国の健診施設で取り組んでいる「工夫や対策、課題」を取りまとめ、共有することを目的としてアンケ―及
びその結果を日本人間ドック健診協会のHPで紹介したので、その内容を報告する。
＜方法＞
第一段階：コロナ対策での「困りごと」「他施設にきいてみたいこと」の事前調査を実施。
第二段階：事前調査を元に、「工夫や対策」、「課題」を聞くアンケート調査を実施。
第三段階：日本人間ドック健診協会ホームページで公表。
＜調査対象と期間＞
送信先：日本人間ドック健診協会会員施設172施設と過去の健診看護実務者研究会参加者398名（重複除く）
事前調査期間：2020年 8 月21日～ 9 月 4 日　回答数：59件
アンケート調査期間：2020年10月 7 日～10月26日　回答数：49件
＜アンケート内容＞
事前調査の結果から1）受診前　2）問診　3）検査　4）保健指導　5）職員の健康管理　6）その他について、
工夫や対策、課題を自由記載で依頼し、結果を調査した。
＜結果＞
1）受付前に、体調不良や感染症の可能性がある受診者を把握する工夫がなされた。日程変更の理解を得る際、
納得されず対応に時間を要する場合もある。2）プライバシーの配慮と感染対策のはざまで、問診など個室
での対応に苦慮した。感染症とそれ以外の疾患の区別が難しく、看護職で行う問診での限界に苦労した。基
本はオーバートリアージとするが、医師によっても判断が異なる場合があった。3）検査ごとの消毒やPPE（個
人用防護具）の交換で時間がこれまで以上にかかる。4）15分以内の面接意識し、タイマーをセットした。
特定保健指導は電話、オンラインなど活用した。感染を危惧して特定保健指導を拒否しない工夫をした。活
動量が減少しがちな受診者へ、自宅でできる運動の紹介をした。5）職員の行動制限、自身がウイルスを持
ち込まないかの不安。マスクで表情が伝わりにくいので、笑顔や声のトーンで明るさを注意した。6）受診
勧奨の工夫や健診後にコロナ陽性と分かった場合の対応など各施設の工夫と課題をとりまとめた。
＜結語＞
看護職は受診前から受診中、精査の受診勧奨に至るまで、限られた人、物、設備等を活用して最大限安全に
配慮した努力がなされていることが分かった。課題もある中、このような他施設の工夫の共有は、新たな取
り組みの可能性を検討する材料にすることができた。本人間ドック健診協会主催で研修会を実施してきた看
護職のネットワークを活かし協力し合いながら、今後も困難をともに乗り越えていきたい。
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プロフィール
昭和54年 4 月　　日本赤十字社熊本県支部入職
昭和54年 4 月～　熊本県赤十字血液センター配属
平成 9 年 4 月～　日本赤十字社熊本県支部
平成12年 4 月～　熊本赤十字病院

平成15年 4 月～　日本赤十字社熊本健康管理センター
日本人間ドック学会「健診施設の運営に関する委員会」委員
日本人間ドック健診協会「九州健診経営研究会」代表世話人
全国労働衛生団体連合会「広報委員会」委員

シンポジウム1
WITH/AFTER�CORONA時代の健診事業

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）

SY1-4

With/After�Corona時代の健診施
設の経営と運営

日本赤十字社熊本健康管理センター   事務部長

嶋
し ま だ

田 真
し ん じ

二
【はじめに】　日本人間ドック学会では、健診・予防医療施設の質の向上と施設の発展を支援することを目的
に「健診施設の運営に関する委員会」を立ち上げ、今年 4 月には会員施設を対象に「健診施設の運営に関す
るアンケート調査」を行った。このアンケートは新型コロナウイルス感染症が施設に与える影響を含め、増
収対策や経費節減対策、効率化の為のICT活用など幅広く調査しており、その結果から見えてきた課題等、
今後の健診施設の経営・運営はどうあるべきかについて考える。【調査報告】会員1295施設にアンケートを
依頼し、199施設から回答が得られた。コロナ感染対策として、全体の90％の施設が人間ドック学会含む 8
団体が合同で作成した新型コロナウイルス感染症防止マニュアルに準拠した対策を行っているものの、予想
以上に受診者のコロナ感染に対する不安は強く、殆どの施設で受診控えが起きている。約 6 ％の施設では 3
割以上受診者が減少しており、最もダメージが大きかった施設では 5 割以上受診者が減少していた。この状
況はコロナ感染対策に係る費用の増加と相まって、決して看過できるレベルではないように思われる。この
様な中、62％の施設では増収対策に取組んでおり、ドック、健診の 1 日の受入人数を増やす等受診枠を拡大
したり、各種料金の値上げにより増収を図ったりと様々な努力の跡が見て取れる。また、収入が伸び悩む中、
40％を超える施設では、単価契約見直しや価格交渉の徹底、人件費関連では時間外勤務の削減と採用抑制、
さらには、将来を見据えた業務のアウトソーシングなどコスト削減や効率化の動きも顕著になってきている。
今回の様に経営が厳しい環境下では、これまでタブー視されてきた経営重視の施設運営に舵を切らなければ
ならない苦しい事情も透けて見える。ICT関連ではコロナ感染拡大以前からWeb化を進める動きは見られて
いたが、ここにきて38％の施設がWeb予約を導入しており、Web問診、Web面談と併せて、今後Web化の
流れは一気に加速するものと思われる。【まとめ】　これまでの健診施設の運営は検査精度について多く語ら
れてきたような印象があるが、コロナ禍に於いては経営の視点も極めて重要であり、多種多様な取組により
利益をあげ、それを感染対策や各種機器の整備、アメニティーの充実に充てる。また、合理化で浮かせたマ
ンパワーで受診後の精検フォローや「おもてなし」に注力する。これら全てが噛み合ってはじめて、受診者
にとっての「安心・安全な検査」が担保出来、施設の継続的な発展に繋がるのではないだろうか。
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プロフィール
1982年　愛媛大学医学部卒業
1982年　愛媛大学医学部第二内科研修医
1983年　国立療養所西香川病院
1985年　松山赤十字病院
1988年　愛媛県立北宇和病院
1990年　国立循環器病研究センター
1993年  NTT松山病院

1995年　愛媛県立伊予三島病院
1997年　国立療養所南愛媛病院
1998年　同　副院長
2003年　松山赤十字病院　内科部長
2008年　同　健診部長
2014年　同　健康管理センター所長

シンポジウム1
WITH/AFTER�CORONA時代の健診事業

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）

SY1-5

健診受診者におけるCOVID-19パ
ンデミック前後の生活習慣病および
動脈硬化危険因子の変化（公募演題）

松山赤十字病院   健診部長

村
むらかみ

上 一
か ず お

雄
【目的】COVID-19パンデミック後に日常生活の活動量や運動量の減少などにより、肥満の増加など生活習
慣病や動脈硬化危険因子が悪化しているといわれている。このような現象が現実に発生しているのか、また
どのような因子が変化しているのか検討する。【方法】健診目的で当施設を2019年と2020年に受診し、
BMI、臍周囲径、血圧（SBP、DBP）、トリグリセライド（TG）、LDLコレステロール（LDLC）、HDLコレ
ステロール（HDLC）、尿酸（UA）、γ－GTP、喫煙習慣有無を両年とも検査可能であった1993例を対象と
した。また、検討可能なものについては脈波伝達速度（PWV）についても検討した。なお高血圧症、脂質
異常症、糖尿病、高尿酸血症、肝機能障害、ウイルス性肝炎および悪性腫瘍で治療中のものは対象から除外
した。さらに両年での検査結果の比較は対応のあるt検定を用い（喫煙有無はχ2）、年内に複数回受診して
いる場合は初回受診の結果を検討に用いた。【成績】両年で有意な差を認めた因子は、BMI（22.6 vs 22.7 P
＜0.005）、SBP（115.8 vs 116.9 P＜0.001）、DBP（74.1 vs 74.5 P＜0.05）、HDLC（64.3 vs 63.5 P＜0.001）、
FPG（99.5 vs 100.8 P＜0.001）、喫煙（喫煙率14.9%1 vs 13.9% P＜0.001）であった。また動脈硬化のサーロゲー
トマーカーであるPWVには両年間で有意差を認めなかった。【結論】COVID-19パンデミック前後の受診者
でBMI、SBP、DBP、FPG に有意な上昇を認めた。またHDLCおよび喫煙率に有意な減少を認めた。さら
に動脈硬化の指標であるPWVには有意な変化を認めなかった。【考察】COVID-19パンデミック前後で動脈
硬化危険因子であるBMI、SBP、DBP、FPG およびHDLCに有意な悪化が認められた。このことには運動
量の減少などの生活習慣の変化が関係している可能性がある。しかし、動脈硬化のサーロゲートマーカーで
あるPWVには有意な変化を認めなかった。これは、観察期間が 1 年と短かったことや、その前後での値の
変化が小さかったことが関与しているかもしれない。なお、実際にはパンデミック後の受診控えのための未
受診者や治療中断者を含めると、危険因子やPWVがさらに悪化している可能性がある。本研究では未受診
者が脱落しており、それらの結果を含めて検討できなかった。今後、本人に連絡することなどにより、より
詳細に現状を把握する必要がある。なお喫煙者はCOVID-19パンデミック後に有意に減少しており、
COVID-19の重症化を意識して禁煙者が増加したためと思われる。加えて、肥満、高血圧や糖尿病は
COVID-19の重症化と関連することも報告されており、今後の感染の経過との関連にも注意する必要がある。
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プロフィール
2007年　大阪大学医学部卒業 2017年　厚生労働省

シンポジウム2
WITH/AFTER�CORONA時代の保健指導

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）

SY2-1

With/After�Corona時代における
特定健診・特定保健指導政策

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

新
にいはた

畑 覚
か く や

也
特定健診・保健指導は、保険者が内臓脂肪の蓄積に起因する糖尿病等の生活習慣病に関する健康診査を実施
し、リスクに応じて対象者を選定し、対象者自らが健康状態を自覚し、生活習慣改善の必要性を理解した上
で実践につなげるよう、専門職が個別に介入する特定保健指導からなっており、2008年 4 月から施行された

「高齢者の医療の確保に関する法律」を根拠とする保険者の法定義務である。2008年度から2012年度の第 1 期、
2013年度から2017年度を第 2 期、現在は2018年度から2023年度の第 3 期計画となっている。特定健診と特定
保健指導の実施率の目標をそれぞれ70％、45％と設定し、第 2 期、第 3 期と運用の見直しを行っている。第
3 期を開始する際の見直しにおいても、特定健診について詳細健診項目への血清クレアチニン値の追加等を
行った他、特定保健指導については、実績評価までの期間の短縮化、初回面接の分割実施、積極的支援対象
者に対する柔軟な運用としてモデル実施の導入等様々な見直しを行い、運用を弾力化した。特定健診・保健
指導の実施率は目標には及んでいないものの、その実施率は徐々に上昇している。新型コロナウィルス感染
症の感染拡大に伴い、第 3 期計画の途中ではあるが、新型コロナウィルス感染症の影響下においても、引き
続き、特定保健指導を適切に実施していくため、特定保健指導の実施方法についても昨年度見直しを行った
ところである。具体的には、昨今の情報通信機器等の発達も踏まえながら、情報通信機器を用いた特定保健
指導の実施を促進していくために、情報通信機器を用いた初回面接における「グループ支援」の実施の緩和
や情報通信機器を用いた継続支援に係る算定ポイントの見直しを行った。本講演では、これら新型コロナウィ
ルス感染症の影響下における特定健診・特定保健指導政策の現況や今後の展望について概説する。
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1991年　千葉大学看護学部看護学科卒業
1991年　国立がんセンター病院
1994年　社会保険船橋中央病院

2000年　財団法人社会保険健康事業財団千葉県支部
2008年　全国健康保険協会千葉支部
2016年　全国健康保険協会本部保健部保健第二グループ

シンポジウム2
WITH/AFTER�CORONA時代の保健指導

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）

SY2-2

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

全国健康保険協会   保健部   保健第二グループ長

町
ま ち だ

田 恵
け い こ

子
協会けんぽは、全国で約240万事業所、加入者約4,000万人、 1 事業所あたり10人未満の事業所が約 8 割と、
中小規模の事業所が多く加入する医療保険者である。
医療保険者に義務付けられている特定健診・特定保健指導は、令和 2 年度においては、 4 ～ 5 月の緊急事態
宣言が発令されたことにより、健診や対面での特定保健指導を一時的に中止するなど、新型コロナウイルス
感染症拡大の影響を大きく受けた。現在は、生活習慣病の発症予防や重症化予防のために、協会の保健師・
管理栄養士が三密を避ける等の感染予防対策を行った上で、対象者が勤務する事業所を訪問し特定保健指導
を実施している。対象者の働く環境など、個々人の生活習慣に影響を及ぼす背景を理解でき、対象者の小さ
な反応も把握できることで、より質の高い保健指導につなげることができることから、事業所を訪問するこ
とを主としている。また、健康管理のための専門職が事業所にいない中小規模事業所に対しては、感染予防
対策が十分でない者に対する情報提供や事業主に対する教育的な介入を実施する機会にもなっている。時に
は、保健師・管理栄養士が行っている感染予防対策の行動自体が模範となっており、新型コロナウイルス感
染症に対する不安がある現状においても、感染予防対策を万全に行った上で、特定保健指導を対面で行うこ
とが大変重要であると再認識した。
協会けんぽが実施する特定保健指導の他にも、加入者が特定保健指導を受けられる機会として、委託機関で
の健診当日の特定保健指導を推進している。協会けんぽの加入者の中には、勤務時間内に特定保健指導を受
けることが困難な者も多く、健診機関において健診に続いてその日のうちに特定保健指導を受けられること
は、利便性も高い。また、健診当日は自身への健康意識も高まっており、健診機関の感染予防対策に対する
安心感もあり、保健指導を利用しやすい環境であると言える。
世の中の動向としてICTを活用することのハードルが下がり、ICT面談を希望する事業所・対象者もあるが、
協会けんぽの中ではごく少数である。しかし、事業所・対象者の安心感を得られることや、遠方の事業所・
対象者が少ない事業所に実施できるなど、ICTの活用はメリットが大きいと考えられるため、今後も事業所
のニーズに応じて活用していくこととしている。
新型コロナウイルス感染症の発生状況は地域差も大きく、収束も見えず先行き不安な状況ではあるが、引き
続き、対面による特定保健指導を通じて、個々の対象者の背景などを踏まえた生活習慣改善指導を行い、生
活習慣病の発症予防・重症化に取り組むとともに、事業所における確実な感染予防対策が実施されるよう予
防教育活動にも取り組み、加入者の健康維持増進を推進していきたい。
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プロフィール
2004年 3 月　　筑波大学大学院博士課程体育科学専攻　修了
　　　　　　　博士（体育科学）　取得
2004年 4 月～　筑波大学大学院人間総合科学研究科　助手
2007年 4 月～　奈良産業大学教育学術研究センター　講師

2007年 9 月～　筑波大学大学院人間総合科学研究科　助教
2012年 4 月～　筑波大学医学医療系　准教授
2018年 4 月～　筑波大学体育系　准教授

シンポジウム2
WITH/AFTER�CORONA時代の保健指導

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）

SY2-3

With/After�Corona時代における
運動指導

筑波大学   体育系   准教授

中
な か た

田 由
よ し お

夫
　新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の拡大防止に向けたロックダウン等の種々の取り組みは、世界
の人々の暮らしに大きな変化を与えた。身体活動・運動分野においても、多大な影響が確認されており、例
えば2020年 1 月24日から 3 月22日かけて実施された上海でのロックダウンは、8,000～9,000歩であった平均
歩数を3,796歩減少させた一方、ロックダウン中の歩数は 1 日あたり34歩ずつ増加したことが報告されてい
る（Ding et al., Int J Behav Nutr Phys Act 2021）。このように、厳しい行動制限は身体活動に多大な影響
を与える一方で、長期にわたるロックダウンは徐々にその効果を失うことが示唆されている。わが国では、

「新しい生活様式」として、身体的距離の確保、マスクの着用、手洗いが推奨されている。運動面については、
密にならない屋外での運動が推奨され、スポーツクラブを中心とした屋内での運動施設では、より慎重な対
策が求められている。スポーツ庁は、緊急事態宣言下においても、屋外での運動や散歩等は生活の維持に必
要なものであり、外出自粛の対象とはならず、運動不足による健康二次被害を予防するために、注意をしな
がら安全に運動・スポーツすることを推奨している。保健指導においても、感染症予防対策を講じた上での
身体活動・運動の推奨は重要であり、特にリモートワークの導入により、通勤に伴う歩数が大幅に減少する
中、いかに生活の中で歩数を増やすかが重要となっている。2020年11月、WHOは新しい身体活動ガイドラ
インを発表したが、その中で、身体活動・運動だけでなく、座り過ぎの健康リスクについても言及している。
通勤を伴わないリモートワークは、歩数を減らし、座位時間を増やす可能性が高く、より意識的に身体活動
量を高める工夫が必要である。健康アプリの利用は、With/After Corona時代における有効な選択肢のひと
つとなる得る可能性があり、国内外でその効果の検証が進んでいる。運動指導のYouTube動画やZoomなど
を利用したリモート運動指導も利用価値が高く、保健指導における活用事例も今後増えてくることが予想さ
れる。一方で、非対面であるため安全性の確保に問題があり、健康リスクを抱える人は、運動型健康増進施
設などを利用することで、運動を安全かつ適切に実践することができる。従来型の室内での運動療法は、
FITTの原則に代表されるように、運動の頻度（frequency）、強度（intensity）、持続時間（time）、運動の
種類（type）で規定されてきたが、今後は運動だけではなく、座位時間を減らし、生活活動での身体活動量
を増やし、さらに可能であれば運動を追加するような、より広い視野での身体活動・運動指導が求められる。
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プロフィール
1999年　デラウェア大学栄養学科卒業
2001年　コロンビア大学教育大学院修士課程修了
2008年　東京医科歯科大学大学院博士課程修了（医学博士）
2009年　女子栄養大学特別研究員

2011年　千葉県立保健医療大学健康科学部講師
2015年　女子栄養大学栄養学部専任講師
2017年　女子栄養大学栄養学部准教授（現在に至る）

シンポジウム2
WITH/AFTER�CORONA時代の保健指導

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）

SY2-4

With/After�Corona時代における
食生活支援

女子栄養大学   栄養学部   食生態学研究室   准教授

林
はやし

　　芙
ふ み

美
　新型コロナウイルス感染症（以下，コロナ）の影響下で人々の生活様式は大きく変わり，食生活にも変化
が生じた。感染から身を守るために必要な免疫力は，日々摂取する食事などから得られる栄養素で高めるこ
とができる。そこで，コロナ感染拡大前に比べて健康意識が高まった者や生活を重視するようになった者も
増えている。健康意識が高まった者では，規則正しい食事を心がける者も多く，食行動にも良好な変化がみ
られている。例えば，スペインで行われた研究（Lopez-Moreno M. et al, 2020）によると，都市封鎖による
外出制限期間中，家庭での調理頻度，生鮮食品の利用頻度，健康的な食品の選択頻度などが増えたとの報告
がある。
　一方で，加工食品の利用, 甘い食べ物・飲み物などの摂取が増えたとの報告もある（Lopez-Moreno M. et 
al, 2020； Marty L. et al, 2021； Sidor A. et al, 2020）。加工度の高い食品はUltra-processed foods（UPF）と
呼ばれているが，利用が多い者では脂質や飽和脂肪酸の摂取が多く，平均BMIが高いとの報告もある（Koiwai 
K. et al, 2019； 小岩井ら, 2021）。したがって，これらの摂取は控えることが望ましい。しかし，コロナの感
染拡大は，長期保存がきくレトルト・インスタント食品等への需要を高めた。また，外出自粛やテレワーク
の推進などで，フードデリバリーサービスへの需要も高まった。オーダーされるメニューはUPFであるファ
ストフードも多く，健康への影響が危惧される。
　なお，コロナ禍における食生活の問題は，過剰栄養だけではない。例えば，単身者では，人と接する機会
の減少によるストレスや不安から，食欲が低下し，食事量の減少，低栄養を招く恐れもある。さらに，共食
機会の減少は，食生活への満足度を下げ，食事の質も低下しやすい。
　我々は，2020年 7 月，13の特定警戒都道府県在住20～69歳男女を対象にインターネット調査を実施した。
コロナの感染拡大下での食生活関心度の変化について把握したところ，食生活の重要度に比べ優先度が悪化
した者が多いことが示された。つまり，食生活は重要だと思っているが，まずは仕事や暮らしなど，食生活
以外に優先すべき事項がある者が増えたということである。優先度が悪化した者は，男性，未婚者，若年層，
世帯収入が200万円未満の者で多かった。また，コロナの影響を受ける前と比べて世帯収入が減少した者では，
調理頻度の増加がみられ，食費の節約方法，料理のレシピ，食材の保存方法などの食情報を必要としていた。
　このように，With/Afterコロナにおける食生活においては，望ましい変化と望ましくない変化の両方が
みられている。誰一人取り残さない食生活支援を実現するには，これまで以上に，対象者の思いや，問題行
動のきっかけなどを丁寧にアセスメントし，無理のない，実現可能な目標設定につなげていく必要がある。
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プロフィール
令和 8 年 3 月　群馬大学医学部卒業
平成 8 年 5 月　沖縄県立中部病院卒後臨床研修
平成10年 4 月　琉球大学医学部精神科入局
平成12年 4 月　沖縄県立宮古病院精神科赴任

平成15年 4 月　国立久里浜病院（現、久里浜医療センター）赴任
平成21年 9 月　精神科医長
平成24年 7 月　教育情報部長
現在に至る

シンポジウム2
WITH/AFTER�CORONA時代の保健指導

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）

SY2-5

With/after�Corona時代における
減酒指導

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

真
ま え さ と

栄里 仁
ひとし

アルコールは、HDL-コレステロール上昇、LDL-コレステロール低下等のメリットを持つ一方で、不適切な
飲酒は200もの健康問題に関与しており、2018年に行われた全国調査でもリスクのある飲酒者は1327万人と
推計されている。問題飲酒者の早期発見・早期介入には、スクリーニングテストを実施し減酒指導を行う手
法が推奨されている。スクリーニングテストとしては世界保健機関（WHO）によって開発されたAUDIT （ア
ルコール使用障害同定テスト、Alcohol Use Disorder Identification Test）が用いられることが多い。同テ
ストは将来アルコール問題を起こす可能性のある“危険な使用（hazardous use）”からアルコール依存症ま
で幅広い問題飲酒を同定することができる。AUDITで問題飲酒が疑われるケースに対しては、飲酒目標設
定と飲酒記録を柱とする減酒指導（簡易介入）が行動変容に効果的であり、日本でも普及に向けた活動が行
われている。
しかし2019年のCOVID-19 により人々の生活スタイルは大きく変化し、飲酒についても令和 2 年の酒類消費
では飲食店消費が減少する一方で、家庭消費は13.6％増加し、“Zoom飲み”も一般的となるなど人々の飲酒パ
ターンは大きく変化した。減酒指導でも従来の対面式による数十分の個別・集団介入が困難となり、より短
時間やリモートでの介入技法のニーズが高まりつつある。これらのニーズに適したものとして、前者では30
秒程度でできる介入法（超簡易減酒支援）が提案されており、後者についてはアルコール教育・指導ホーム
ページ（SNAPPY）や、アプリを併用したオンライン減酒カウンセリングプログラムの開発が進んでいる。
本発表では既存の減酒指導に加え、with/afterコロナでも実施可能な、これらの新しい手法について紹介し
ていく予定である。
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プロフィール
1999年　東邦大学医療短期大学　看護学科　卒業
2006年　青山学院大学　文学部　二部英米文学科　卒業

1999年-2004年　東邦大学医療センター大橋病院　勤務

2004年-2015年　企業・相模原市保健センター・高齢者介護施設での勤
務を経て、
2015年より現職

シンポジウム2
WITH/AFTER�CORONA時代の保健指導

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）

SY2-6

コロナ禍における特定保健指導実施
率維持への取り組み（公募演題）

医療法人社団   相和会   相模原総合健診センター

松
まつもと

本佐
さ ち よ

智代
【目的】コロナ禍での当施設の特定保健指導の取り組みを振り返る事で、新しい生活様式下での特定保健指
導時に人間ドック施設でどのような工夫が必要かを検討する。

【対象】2020年 4 月 1 日～2021年 3 月31日に当施設を受診した特定保健指導対象者449名。
【方法】2020年 4 月緊急事態宣言発令後、特定保健指導の初回面談や継続支援面談をこれまで通り行う事が
困難となった。そこで当施設では、これまで通信（電話）で最終支援を行っていた動機づけ支援の対象者だ
けでなく、積極的支援の対象者にも通信での支援を拡充し、施設来所する事なく特定保健指導の実施・継続
ができるよう、各契約健康保険組合と相談の上、体制を整えた。継続支援も、希望者は全て通信で行った。
また緊急事態宣言終了後もWITHコロナの生活様式に合わせて以下の 3 つの方法で面談実施時の濃厚接触を
避ける配慮を行った。①これまで基本としていた初回および中間最終の個別支援（30分の面談）を次のよう
に変更することで、換気時間を設定した。すなわち、指導の導入部分（相談ブースで10分程度）→生活習慣
聴取用アンケート記入（相談ブース外で10分程度、この間相談ブースを換気）→計画立案の為の面談（再び
相談ブースで10分程度）とした。②指導ブース内で指導者と受診者間を透明板で仕切り、会話時の飛沫から
の保護を図った。③新たな指導ツールを作成、導入することで、全ての指導者が計画立案を短時間で行える
ようにした。

【結果】2020年度人間ドック当日に医師面接を受けた者のうち、特定保健指導の対象者（449名）に対しての
初回指導実施率は85.0％（382名）であった。前年度特定保健指導対象者（529名）に対しての初回指導実施
率70.3％（372名）と比較し、有意に初回指導実施率が上昇した（P＜0.01）。2020年度の初回面談の所要時間
の平均は27.4分であった。前年度の所要時間の平均41.1分と比較し、所要時間は有意に短かった。（P＜0.01）

【考察】通信での支援拡充により、直接来所による面談指導が減少し利便性が向上したことが、結果として
特定保健指導初回実施率の上昇に寄与したと推測される。また新しい指導ツールの作成・導入による計画立
案の短時間化や、面談時の感染対策実施等の工夫により、濃厚接触のリスクを減らすことに繋がったと考え
られる。今後さらに通信による指導が増加した場合、これまでの施設来所による面談指導と比較し、実際の
計画実行率や目標達成度などに差異が出るのか等の検証も必要である。またテレワークの普及による運動不
足や食生活リズムの変化が生活習慣病のリスクになる事も予想されることから、特定保健指導の果たす役割
は更に大きくなるとも予想される。そのため、今後もWITHコロナの時代において効果的な保健指導を行え
るよう工夫を重ねていく必要があると考える。
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プロフィール
昭和60年、東京大学医学部医学科卒業後、東京大学医学部放射線医学教
室入局
スイス Paul Sherrer Institute へ客員研究員として留学後、東京大学医
学部放射線医学教室助手、専任講師、准教授・放射線治療部門長を歴任。

令和 3 年度より、東京大学大学院医学系研究科　総合放射線腫瘍学講
座　特任教授
この間、平成15年から26年まで、東京大学医学部附属病院緩和ケア診療
部長を兼任。

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

共催：日本産業衛生学会
座長：髙谷　典秀 （医療法人社団   同友会   理事長）

SY3-1

コロナ禍におけるがん検診のあり方

東京大学   大学院   医学系研究科   総合放射線腫瘍学講座   准教授

中
なかがわ

川 恵
けいいち

一
2016年から、すべてのがん患者の情報を国が管理する「全国がん登録」が始まっており、がんが発見された
経緯も届けることになっている。
2017年の全国がん登録の報告によると、この年にがんと診断された日本人は、上皮内がんを除くと約96万人、
上皮内がんを含めると約107万人であった。
がんが見つかった経緯については、上皮内がんを除くすべてのがんのうち、約15％が、がん検診・健康診断・
人間ドックによるものであった。
この住民検診の対象となる「 5 がん」については、上皮内がんを除くと約19％が、上皮内がんを含めると約
23％が、がん検診・健康診断・人間ドックによって発見されていた。
しかし、コロナ禍の今、がん検診や人間ドックが「自粛」されており、大きな問題となっている。日本で住
民検診をもっとも多く手がけている「日本対がん協会」によると、昨年一年のがん検診実施数は平年より、
3 割以上も減っていた。
人間ドックの受診者も減っているが、がん検診ほどの影響はないようである。しかし、去年はがんの早期発
見が遅れた年であることは間違いない。
実際、東大病院や国立がん研究センターでも、胃がんをはじめとする手術件数が、昨年、大きく落ち込んで
いる。昨年 4 ー10月の東大病院での胃がんの外科手術は一昨年の同じ期間より43％も減った。胃がん以外の
がんでも、減少傾向が明らかで、とくに早期がんの手術が減っているのは大きな問題と言える。
実際、放射線治療の現場でも、これまで見たこともないくらい進行した状態で受診する患者が増えている。
検査や受診の自粛は、進行がんを増やす。長期的にはがん死亡率を高めることにもつながる大問題であり、
国民的議論が必要であろう。
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プロフィール
1987年　産業医科大学卒業
1987年　済生会中央病院内科研修医
1987年　ソニー（株）専属産業医
1999年　東邦大学医学部助手

2001年　WHO　（IARC）　外来研究員
2005年　昭和大学医学部准教授
2013年　東海大学医学部教授

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

共催：日本産業衛生学会
座長：髙谷　典秀 （医療法人社団   同友会   理事長）

SY3-2

職域における任意型検診とは

東海大学大学院   基盤診療学系衛生学公衆衛生学   教授

立
たてみち

道 昌
まさゆき

幸
任意型検診は、organized screeningと対比されてopportunity screeningの訳語として現在広く用いられて
いる。organized screeningが対策型検診と訳されているので、やや違和感があるものの、この両者の違い
をよく理解すると必然的に任意型検診の像が浮かび上がる。職域でのがん検診については、対策型か任意型
かの議論があるが、有用性評価として、がん死亡率減少効果のエビデンスと「利益が不利益を上回る検診」
を精度管理されて実施されることが、地域、職域問わずに必要である。従って、がん検診に地域も職域も関
係なく単に、実施場所が単に職域であるという意味では「死亡率減効果」ならびに「利益―不利益」につい
て変わりは無いはずであり、対策型がん検診が基本的に推進される必要がある。しかし、職域ではこれまで、
がん検診は「福利厚生」という名のもとに実施されているし、現在もその意味が強い。福利厚生でがん検診
を補助するということは、がん検診そのものが「利益」しかありえない、あるいはがん検診を補助すること
が「サービス」であるという文脈になる。そのため、「腫瘍マーカー」などの受診者の希望や利益の部分し
か考慮されていない。これは、リテラシーの問題にも直結する根本的な間違いであり、実際これらの検査を
実施することでの「不利益」の考察を十分に考慮しなければ、福利厚生にはならない。いずれにしても、職
域での任意型検診を考える場合は、まずはステークホルダーの立場で考える必要がある。事業主としては、
職域では「労働生産性」の維持にがん検診がどのように寄与するかが最大の関心事である。これは、生物学
的な死亡ががん検診の有効性評価指標であるというよりも、あくまで「早期発見、非侵襲性の治療による早
期復帰」が最も重要なアウトカムとなる。このために、最も感度の高い検診が求められる。これが任意型検
診の場合には、過剰診断と偽陽性の不利益を覚悟した検診となる。保険者としては、医療費削減が最も需要
な関心事である。この場合、最近の高価な分子標的薬の登場により、やはり晩期による抗がん剤投与は医療
費財政を圧迫するので、早期発見に重きを置きたい。しかし、偽陽性率が高い場合は、無駄な二次検診の費
用も抑えたいところである。この点で、どのような検診が最も医療費適正化に適するかはまだ結論を得てい
ない。社員個人にとってみれば、労働年齢層では、扶養義務等社会的に重要な年代であり、就労が継続でき
る形でのがん罹患による死亡から逃れることが望まれる。この場合に、主に偽陽性や過剰診断をどの程度の
不利益として捉える、許容できるのかについては、個々によって異なる。つまり、職域では多くのステーク
ホルダーがそれぞれの立場で、がん検診を捉えていることから、がん検診のアウトカムや「利益―不利益」
バランスが異なる。本稿シンポジウムではこれらのことを討論したい。
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プロフィール
【職歴】
1993年　（学）三幸学園　東京医療秘書福祉専門学校　教員
1995年　健康保険組合連合会　入会
2010年　保健部保健事業グループ　グループマネジャー
2016年　保健部長
2020年　組合サポート部長（保健担当）

主な審議会・検討会委員

【厚生労働省】
・がん検診受診率等に関するWG　構成員
・ 職域におけるがん検診に関するWG　構成員

・ 職域におけるがん検診の実態調査委員会　委員
・ これからの地域・職域連携推進の在り方に関する検討会　構成員
・ 事業場における労働者の健康保持増進のための指針の見直しに関する

検討会　委員
・ 労働安全衛生法に基づく定期健康診断結果の活用に関する専門委員

会　委員

【経済産業省】
・健康・医療新産業協議会 健康投資WG 委員
・健康経営優良法人認定委員会　委員

【スポーツ庁】
・スポーツ審議会健康スポーツ部会　委員

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

共催：日本産業衛生学会
座長：髙谷　典秀 （医療法人社団   同友会   理事長）

SY3-3

健保組合のがん検診実施状況と
今後の課題

健康保険組合連合会   組合サポート部長（保健担当）

小
こ ま つ ば ら

松原祐
ゆうすけ

介
　国立がん研究センターがん情報サービスの「がん登録・統計」によると、年間約100万人の日本人が新た
にがんと診断され、約37万人強が命を落とし、男性の 3 人に 2 人、女性の 2 人に 1 人が、生涯のうちにがん
に罹患している。がん検診受診率は欧米諸国の半分程度にとどまっており、2007年に施行されたがん対策基
本法で目標とした「受診率50％」は未だ達成できていない。
　2018年 3月に閣議決定された第 3 期がん対策推進基本計画では、「がん予防」を柱の一つとした上で、精
密検査受診率90%を個別目標に掲げている。早期発見・早期治療により死亡率を減らすためには、受診率向
上のみならず検診受診後の精度管理（フォローアップ）のさらなる充実が必要不可欠と判断したからである。
　市町村が健康増進法に基づき住民を対象に実施する対策型のがん検診は、死亡率減少を目的とし、健診受
診後の精度管理まで一貫した仕組みとなっている。一方、法律上規定のない職域のがん検診は、早期発見・
早期治療による受診者の生活の質（QOL）向上や従業員の生産性向上などを目的に保険者の保健事業や企
業の福利厚生の一環として実施され、受診機会の提供を目的とした金銭的補助にとどまる場合が多い。検査
項目や対象年齢、精度管理などはまちまちであり、検診受診後のフォローアップまでは実施されていないこ
とが多々ある。有識者からは「職域がん検診の中には検査方法・項目、対象年齢、偽陽性・過剰診断に対す
る懸念があり、受診後のフォローアップも市町村の対策型がん検診に比べ不十分」といった指摘も出ている。
　ただ、健保組合の 8 割強はがん検診を実施しており、これらの受診者を足しあげると目標の50％は既に達
成している可能性がある。また、健保組合や事業主が実施している喫煙、過剰飲酒等の生活習慣改善施策は

「がん予防」の一翼を担っており、職域での取り組みが日本のがん対策において重要な役割を果たしている
証左といえる。このような状況の中、職域におけるがん検診を一層推進するには、適切な精度管理の下で実
施することが極めて重要であることから、職域で実施する際に参考となる「職域におけるがん検診に関する
マニュアル」を厚生労働省が作成し2018年に公表した。
　日本のがん死亡数は年々増え続け、世界でもトップクラスの「がん大国」である。われわれ健保組合は、
従業員とその家族の「がん予防」を推進していく上で、公表されたマニュアルを足掛かりに、要精密検査・
要治療者に対するフォローアップ等の精度管理に今まで以上に注力する必要がある。また、政府の「働き方
改革実現会議」においても、仕事と治療の両立が柱に据えられている。事業主と連携して早期発見・早期治
療から就労支援まで一続きの、がんになっても働き続けられる「職域ならではのがん対策」を早急に築き上
げなければならない。
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パネルディスカッション
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～
　

モデレーター：那須　　繁 （第62回学術大会長／特定医療法人財団   博愛会   理事長）

CS-1

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   顧問

パネリスト：荒
あ ら せ

瀬　康
や す じ

司
　
◆no data◆

パネルディスカッション
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～
　

モデレーター：那須　　繁 （第62回学術大会長／特定医療法人財団   博愛会   理事長）

CS-1

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   理事

パネリスト：加
か と う

藤　公
きみのり

則
　
◆no data◆

パネルディスカッション
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～
　

モデレーター：那須　　繁 （第62回学術大会長／特定医療法人財団   博愛会   理事長）

CS-1

東京ミッドタウンクリニック   院長

パネリスト：田
た ぐ ち

口　淳
じゅんいち

一
　
◆no data◆

パネルディスカッション
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～
　

モデレーター：那須　　繁 （第62回学術大会長／特定医療法人財団   博愛会   理事長）

CS-1

医療法人財団康生会   武田病院健診センター   所長

パネリスト：桝
ま す だ

田　　出
いづる

　
◆no data◆

パネルディスカッション
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～
　

モデレーター：那須　　繁 （第62回学術大会長／特定医療法人財団   博愛会   理事長）

CS-1

社会福祉法人   聖隷福祉事業団保健事業部   聖隷健康診断センター   
所長

パネリスト：武
む と う

藤　繁
し げ き

貴
　
◆no data◆

パネルディスカッション
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～
　

モデレーター：那須　　繁 （第62回学術大会長／特定医療法人財団   博愛会   理事長）

CS-1

医療法人社団   同友会   理事長

パネリスト：髙
た か や

谷　典
のりひで

秀
　
◆no data◆

LIVE配信　配信日　9月24日（金）　14：00～15：45

モデレーター　那須　　繁（第62回学術大会長／特定医療法人財団   博愛会   理事長）
パネリスト　　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   顧問）
　　　　　　　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   理事）
　　　　　　　田口　淳一（東京ミッドタウンクリニック   院長）　
　　　　　　　桝田　　出（医療法人財団康生会   武田病院健診センター   所長）
　　　　　　　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）
　　　　　　　髙谷　典秀（医療法人社団   同友会   理事長）　
　
　第62回学術大会のメインテーマは、昨年来のCOVID-19 感染拡大のなか、これからの我が国の健診事業の
発展を願って“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～”と
しました。オンデマンド配信のため、多くのセッションで演者と大会参加者との双方向のコミュニケーショ
ンが困難なことから、大会最終日9月24日（金）午後に今大会の総括の意味を込め、LIVE配信によるパネル
ディスカッションを企画しました。パネリストは、特別プログラム、メインシンポジウム、シンポジウムの
座長の先生方にお願いし、各セッションを総括しながら視聴者からの意見を紹介し、パネリスト間での質疑
応答を通じて、2020年代の健診予防医療を展望し、我々健診･予防医療関係者、そして当学会が取り組むべ
き課題や今後の方向性を共有できる機会となればと願っています。
　視聴者の皆様方には、LIVE配信時間内にこれからの我が国おける健診･予防医療に関するご意見を多数お
寄せいただき、ディスカッションへの積極的なご参加を頂ければ幸いです。
　コロナ禍により一堂に会して議論を交わす場が激減する昨今ですが、当パネルディスカッションが皆様に
とって貴重な意見交換の場となり、第62回学術大会がより有意義なものとなることを期待しています。
　多数の皆様方のご参加をお待ちしております。

97（203）



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～

人間ドック　Vol.36 No.2 2021年

教育講演1

EL1

健診・予防医療のおける診療ガイド
ラインの意義と役割

京都大大学院   医学研究科   社会健康医学系専攻   健康情報学

中
なかやま

山 健
た け お

夫
　根拠に基づく医療（evidence-based medicine： EBM）は臨床疫学者・Guyattの提案から四半世紀が経過し、
今日の医療の基本原則の一つとなった。EBMは臨床家の勘や経験ではなく科学的根拠（エビデンス）を最
重視して行う医療と誤解される場合が多いが、本来は「臨床研究によるエビデンス、医療者の専門性・熟練
と患者の価値観、状況・環境（個々の患者の臨床状況と、医療の行われる場の 4 要素を統合し，よりよい患
者ケアのための意思決定を行うものである。診療ガイドラインは「健康に関する重要な課題について、医療
利用者と提供者の意思決定を支援するために、システマティックレビューによりエビデンス総体を評価し、
益と害のバランスを勘案して、最適と考えられる推奨を提示する文書」とされる。2002年に発足した日本医
療機能評価機構Mindsは、EBMと診療ガイドラインの情報センターとして広く知られるようになった。現
在は、厚生労働省委託事業、そして日本医学会連合の診療ガイドライン検討委員会とも連携して、活動を展
開している。
　医療においては、患者の価値観を尊重するニーズの高まりと、深化したEBMの方法論で明らかにされて
きた「エビデンス信頼性（確からしさ）とその限界（不確実性）」を調和させ、患者と医療者の意思決定と
合意形成を導くコミュニケーションとしてShared decision making（SDM）が注目されている。一方、優
れた効果のある医薬品・医療行為の経済負担や、利用可能な医療資源の地域差など、厳しさを増す医療を囲
む社会環境からもたちは目を背けることができない。様々な課題を包含し、臨床医療だけでなく、社会的な
影響力の大きい診療ガイドラインの作成者には、利益相反のマネジメントもより高い透明性と説明責任が求
められている。
　講演ではEBMの原点から、診療ガイドラインの最近の考え方を紹介し、健診・予防医療における診療ガ
イドラインの意義・役割を概観したい。

プロフィール
【経歴】　1987年、東京医科歯科大学医学部卒業、内科研修後、同大難治
疾患研究所疫学部門助手、米国・カリフォルニア大学ロサンゼルス校公
衆衛生学部フェローを経て、国立がんセンター研究所がん情報研究部室
長、2000年京都大学大学院医学研究科社会健康医学専攻系助教授、2006
年同教授（健康情報学分野）、2016年-2019年　同専攻長・医学研究科副
研究科長　【資格等】　社会医学系専門医協会社会医学系専門医・指導医、

日本疫学会上級疫学専門家　（2020年度 功労賞）、日本公衆衛生学会認
定専門家、日本薬剤疫学会認定ファーマコビジランス・スペシャリス
ト　【各種委員等】　経済産業省・厚生労働省 予防・健康づくりの大規
模実証に関する有識者会議座長、日本医療研究開発機構（AMED）プ
ログラムオフィサー（認知症研究開発事業）、日本医学会連合診療ガイ
ドライン検討委員、日本医療機能評価機構Minds運営委員長、他
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プロフィール
1991年　東京大学医学部卒業
2000年　東京大学医学博士取得
2004年　 東京大学医学部附属病院特任助教、ヘルスケア・コミッティー

株式会社代表取締役（～2015年）
2012年　東京大学政策ビジョン研究センター特任助教

2015年　内閣府経済財政諮問会議専門委員
2017年　自治医科大学客員教授
2018年　 東京大学政策ビジョン研究センター（現・未来ビジョン研究セ

ンター）特任教授

教育講演2

EL2

データヘルス計画における健診機関
の役割

東京大学未来ビジョン研究センター   特任教授

古
ふ る い

井 祐
ゆ う じ

司
1 　健診を起点とした「データヘルス計画」の狙い
国民の健康寿命の延伸を図る新しい仕組みとして、2013年に政府の日本再興戦略で掲げられた「データヘル
ス計画」。国民皆保険制度下で実施する予防・健康づくりのスキームは国民すべてを対象とする点で画期的で、
データに基づき個々の健康課題に科学的に寄り添うことはPrecision Medicine/Precision Healthcareが目指
す未来像に一致する。「データヘルス計画」は公的医療保険を運営する保険者（市町村や協会けんぽ、健保
組合等）が主体だが、健診を起点として個々にソリューションを提供する設計であることから、健診機関は
重要な役割を担う。
2 　健診機関の役割
健診機関の最大の強みは、まだ病気ではない段階から住民や働き盛り世代にも関われることであり、生涯を
通じて人々の予防・健康づくりを支援できることである。実際に、健診機関が受診者へ働きかけることで個々
の意識は変容し、翌年の健診受診率が向上したり、健康状況も悪化しにくいことが先行研究より示されてい
る（中尾ら,2020）。健診機関が一歩を踏み出せば、健診受診という接点を生かして行動変容を促し、健康な
国民を創りストック化することも不可能ではない。
さらに、地域の社会資源と連携することで、健診機関の強みは一層生かされる。たとえば、「データヘルス
計画」の実施主体である保険者との共創は地域の住民や職域の勤労者に効率的にアプローチができ、健診機
関単独で実施するよりも受診勧奨や事後フォローといった取組の実行性が上がる。また、自治体との共創で、
企業が進める健康経営を支援する健診機関も増えている。静岡県や福島県では地域の健診機関が関わること
で、職場での健診からデータに基づく健康課題の抽出、対策の実施までが一連の取組となり、継続した健診
受診にもつながっている。
3 　健診の世界観
長寿国・日本において、健診という世界の意味づけはどのようなものだろう。死亡率を減らし、平均寿命を
延ばすことが目標だった時代には、必要な時に必要な治療を受けられる皆保険制度が社会基盤としての役割
を果たした。一方、予防・健康づくりに関しては、自覚症状がない段階で本人がその必要性を感じにくく、
また多忙な日常生活で自身の健康は二の次になりがちだ。そこで、自然に健康づくりの土俵に乗せる仕組み
が必要になる。その仕組みこそが健診であり、well-beingを実現する社会の創造につながる。そのためには、
人生100年時代のライフプランに寄り添う専門性が重要で、そこには加齢による変移の把握や、治療だけで
はない社会的処方が包まれる。また、Personal Health Recordを構成する健診データ等を通じて国民と保健
医療者が日常的に共創し、問題に対処する時間を短縮できれば、個々の生活の質を上げ、社会資源の最適化
が図られる。健診によって目指す社会像を共有し、健診によって得られる知見を社会に開いていくことが期
待される。
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プロフィール
1983年広島大学医学部卒業
1983年広島大学医学部附属病院内科研修医
1985年広島大学医学部第 1 内科学教室入局
1993年松江赤十字病院消化器内科副部長
2007年松江赤十字病院総合診療科部長
2009年川崎医科大学総合臨床医学准教授
2016年淳風会健康管理センター副センター長
2018年 1 月淳風会健康管理センターセンター長
所属学会
日本人間ドック学会（理事、社員、人間ドック健診専門医）

日本消化器がん検診学会（理事、中国四国支部支部長、学会評議員、指
導医、総合認定医）
日本消化器内視鏡学会（社団評議員、指導医、専門医）
日本消化器病学会（学会評議員、指導医、専門医）
日本消化管学会（代議員、専門医）
日本ヘリコバクター学会（代議員、ピロリ菌感染症認定医）
日本プライマリ・ケア連合学会（代議員、指導医、認定医）
日本病院総合診療医学会（評議員、認定医）
日本がん検診・診断学会（評議員、認定医）
日本内科学会（認定医）など

教育講演3

EL3

正しいヘリコバクターピロリ検査法
の選択

淳風会健康管理センター   センター長

井
いのうえ

上 和
かずひこ

彦
胃がんをはじめとする上部消化管疾患のスクリーニングにおいてへリコバクターピロリ（Hp）の感染状態
の把握が重要であることに異論はないであろう。
Hpの検査法には、内視鏡・生検を必要とする培養法・鏡検法・迅速ウレアーゼ試験（RUT）、内視鏡を必要
としない血清抗体・尿中抗体・便中抗原・尿素呼気試験（UBT）があるが、その特徴を理解したうえで選
択しなければならない。培養法は薬剤感受性を判断できる利点があるが、わが国の保険診療では使用する抗
菌薬が決められており、その結果を活用できる余地は少ない。また、感度が若干低く、判定までに日数を要
するという欠点がある。鏡検法は組織学的胃炎の程度も同時に判断できるという大きな利点があるが、診断
までに数日間を要する。また、病理医により判断が異なることも少なくない。RUTは迅速性があり、また、
患者にもわかりやすく、内視鏡後すぐに除菌治療に移行でき、有用である。ただし、これらの内視鏡・生検
を用いた診断法は‘点診断’であり、現感染の診断はできるが、未感染の診断や除菌判定には適していない。
除菌判定にはUBT、あるいは、便中抗原を用いて胃粘膜全体でHpが陰性であることを示す‘面診断’が適して
いるが、一部の便中抗原では精度に問題があることも指摘されている。また、抗菌薬やプロトンポンプ阻害
薬・カリウムイオン拮抗型アシッドブロッカー内服によりUBT偽陰性となることがあり、検査前 2 週間は
休薬することが原則である。
スクリーニングに用いるためには、簡便で一度に多数の検体処理ができ、安価であることが求められ、現時
点では血清抗体が適している。そして、人間ドックをはじめとする任意型検診でオプション検査として広く
使用されている。また、血清ペプシノゲン法との併用による胃がんリスク層別化検査（ABC分類）も任意
型検診、ならびに、一部の対策型検診のgatewayとして用いられている。長い間ELISAによる血清抗体測定
が主に行われていたが、最近では、生化学自動分析装置で簡便に多数例の測定が可能なラテックス凝集法が
複数上市されている。なお、各検査キットは、それぞれ異なる抗原をもとに作成されており、異なる測定キッ
トで得られた結果を単純に比較することはできない。また、いずれの測定キットにおいても、Hpの現感染
と未感染を識別するためのカットオフ値が設定されており、既感染者についてワンポイントの血清抗体のみ
で判断することはできない。血清Hp抗体陽性者の中には偶然除菌を含めた既感染者が含まれることがあり、
除菌前にはその他のHp検査で現感染を確認することが最善である。
2013年のHp保険適用拡大に伴い、スクリーニングにおいてもHp既感染者が増加している。一つの検査で未
感染、現感染、既感染を鑑別できる方法の開発が望まれるが、それまでは複数の方法を組み合わせて判断す
る必要がある。
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プロフィール
1994年　新潟大学医学部医学科卒業
1994年　東京大学付属病院内科研修医
1995年　東京厚生年金病院内科研修医
1996年　虎の門病院腎センター医員・東京労災病院腎臓内科医員
2001年　東京大学大学院医学系研究科（博士課程）卒業
2001年　東京大学付属病院腎臓内分泌内科非常勤医員
2002年　 東京大学大学院医学系研究科客員研究員（科学技術振興機構

CREST研究員）

2005年　マギル大学（カナダ）客員研究員
2006年　東京大学付属病院腎臓内科医員
2007年　三井記念病院総合健診センター医員
2011年　三井記念病院総合健診センター医長
2017年　虎の門病院健康管理センター医員
2020年　虎の門病院健康管理センター医長、現在に至る

教育講演4

EL4

CKD進展予防における健診の有用性

虎の門病院健康管理センター   医長

戸
と だ

田 晶
あ き こ

子
　慢性腎臓病（CKD）の日本における罹患率は約13％であり、特に高齢者に多い。CKDは腎機能低下に至
るのみならず、心筋梗塞や脳卒中、心不全などの心血管疾患や死亡のリスクを上昇させることが知られてい
る。尿検査と血液検査の簡易な検査で診断できるにも関わらず、その多くは自覚症状に乏しいため潜在的患
者がまだまだ多い。早期の診断・治療により腎疾患、心血管疾患や死亡のリスクを減らすことができるため、
人間ドック・健診で診断し介入することが重要である。人間ドック・健診が担うべき役割としては、腎臓内
科への適切な紹介、CKD危険因子への適切な対応がある。
　腎臓内科への紹介基準は、日本腎臓学会作成の「かかりつけ医から腎臓専門医・専門医療機関への紹介基
準」が有用であり、推定糸球体濾過量と蛋白尿から分類するCGA分類により紹介基準が明記されている。
一方、CKDの危険因子としては高血圧、糖尿病や脂質異常症などの疾患、また喫煙やNSAID・サプリメン
トの濫用や頻回な尿路感染症などの生活習慣がある。人間ドック・健診受診をきっかけとして必要な疾患に
対しては受診勧奨を、必要な生活習慣改善については指導を行うことが重要である。
　最近のトピックスとしては、2019年に高血圧診療ガイドラインが改訂 （JSH2019）され、より低い降圧目
標に、また病態により異なる降圧目標となった。CKDに関しては尿蛋白の有無によって異なり、尿蛋白を
伴うCKDの場合は診察室血圧130/80mmHg未満（家庭血圧125/75mmHg）が、尿蛋白陰性の非糖尿病CKD
患者では診察室血圧140/90mmHg（家庭血圧135/85mmHg）が推奨されている。人間ドック・健診の現場
で降圧薬を処方する機会はないが、CKDの進展予防には血圧管理が重要であることを説明し、血圧が高値
である場合には家庭血圧を測定の上主治医への相談を勧める。
　また最近注目すべき疾患として常染色体優性多発性嚢胞腎（ADPKD）が挙げられる。ADPKDは両側腎
臓に多数の嚢胞が進行性に発生・増大する、最も頻度の高い遺伝性腎疾患である。50～70％の症例が腎不全・
透析に至り、最近まで有効な治療法がなかったが、近年治療薬が実用化されたことで、早期発見の意義が見
直されてきている。潜在的な患者を見つけ、適切に専門医へ連携することが重要である。2021年に改定予定
の腹部超音波検診判定マニュアルでは、その点を踏まえて「 5 個以上の嚢胞を両側性に認める」場合、多発
性嚢胞腎としてD2（要医療・要精検）区分に変更される予定である。人間ドック・健診に携わる超音波技師・
医師がその必要性を理解し、適切に専門医に連携することが重要である。
　以上のようなアップデートを含めて、人間ドック・健診の立場からのCKDへの対応を解説させて頂く予
定である。
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プロフィール
1988年　新潟大学医学部医学科卒業
1988年　新潟大学医学部第一内科入局
1995年　新潟大学大学院医学研究科内科系専攻博士課程修了
1995年　 カナダ、マニトバ大学セント・ボニフェス病院付属心血管研究

所留学
1998年　新潟大学医療短期大学部衛生技術学科助手
1999年　新潟大学医学部附属病院第一内科助手

2008年　新潟県労働衛生医医学協会
2014年　 新潟大学大学院医歯学総合研究科生活習慣病予防検査医学（健

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

座に名称変更

教育講演5

EL5

人間ドックで知っておきたい
高血圧の知識

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   理事

加
か と う

藤 公
きみのり

則
　私自身が、この人間ドック学会に入会したのが2008年 1 月 9 日でした。それ以来、人間ドック医として、
いつも「けんしん」について考えるようになりました。そして得られた私の結論は、「検診」は今の自分を
知る「けんしん」で、「健診」は10年後の自分を知る「けんしん」という、時系列でとらえる「けんしん」
の考え方です。検診は、今自分の体に癌があるかどうかがわかり、健診は10年後に脳梗塞になるかどうかが
わかるという事です。そして、健診で最も重要なターゲットである血圧に関して、皆様と知識を共有出来れ
ばと思っております。
　さて、日本人は、心臓病より脳卒中になる確率が高く、脳卒中は高血圧が最も大きなリスク因子です。つ
まり、高血圧の管理は日本人にとって大切であると言うことです。また、日本における非感染性疾患に関与
している危険因子で死亡数に関与しているのが、第 1 位喫煙、第 2 位高血圧となっております。
　まず、血圧の測定の仕方について説明します。私が強調したいことは、本来血圧の判定は「安定した値を
示した 2 回の平均値を血圧値とする」とされていることです。この安定した値とは、「およそ 5 mmHg未満
の測定値の差」とするとされています。なので、 1 回目の血圧が非常に高すぎる場合は、私はそれを無視し
ても良いのではないかと思っています。
　次に、血圧の収縮血圧と拡張期血圧の説明を、脈圧を元に説明したいと思っております。脈圧とは大血管
の硬さであり、脈波伝搬速度でも測ることができるものでもあります。この脈圧を考える事で、血圧への理
解が深まるのではないかと思っております。また、動脈硬化は英語で、「atherosclerosis」と訳され、つま
りathero （粥腫） + sclerosis （動脈の硬化）ですから、脈圧や脈波伝搬速度で測定出来るsclerosisと、頸動脈
エコーで診ることの出来るatheroについても話したいと思います。
　そして、塩分摂取と高血圧についてです。最初に私がこの問題に取り組んだのは、2011年JAMAで発表さ
れた24時間蓄尿法による塩分排泄量が多い人ほど心血管死が少ないと言う衝撃的な論文 1) が始まりでした。
これをきっかけに2012年より随時尿を使った推定塩分摂取量を測ることに決めました。この推定塩分摂取量
は、接種した食事内容の自己申告から推定した塩分摂取量よりは血圧とよく関連している事がわかり、さら
に、夏に血圧がさがる理由をこの推定塩分摂取量から説明出来る可能性も見出しました。詳しくは総論 2) を
ご参照ください。また、推定塩分摂取量を測る事により、人間ドック受診者の味噌汁や漬物の摂取量の低下
が認められた事も発表してきました。
　以上、人間ドックにおいて知っておきたい高血圧の知識について、自験例を含めてお話し申し上げます。
1） Stolarz-Skrzypek K, Kuznetsova T, Thijs L, et al, JAMA. 2011；305：1777-1785.
2） 加藤公則： 推定塩分排泄量について. 新潟市医師会報. 2016；543：1-8.
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プロフィール
1984年九州大学医学部卒業。96-99年米国国立衛生研究所（NIH）消化
器部研究員、Jensen博士のもとで膵・消化管神経内分泌腫瘍の研究をお
こなう。九州大学大学院医学研究院病態制御内科学講師、九州大学病院
肝臓・膵臓・胆道内科副科長を経て、2010年同病院同科診療准教授。
2011年より病態制御内科学 准教授。一貫して膵臓病学を中心としたユ
ニークな基礎および臨床研究を行っている。日本神経内分泌腫瘍研究会

（JNETS）および日本膵臓学会の理事とであるとともに、膵・消化管神
経内分泌腫瘍診療ガイドライン作成委員長、日本消化器病学会慢性膵炎
診療ガイドライン作成委員長を努めている。2017年 4 月に福岡山王病院
に神経内分泌腫瘍センターを開設しセンター長に就任している。2019年
より国際医療福祉大学大学院医学研究科（消化器内科）の教授、2020年
より国際医療福祉大学医学部消化器内科教授も併任。

教育講演6
　

EL6

健診現場で知っておきたい�
膵嚢胞腫瘍（IPMN）の取り扱い
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

伊
い と う

藤　鉄
てつひで

英
　
近年、腹部超音波やCTの精度の向上により、健診現場では膵嚢胞の検出が容易になってきた。さらに、膵ドッ
クや膵癌健診なども行われるようになり、MRCP（MR胆管膵管撮影）を施行する機会も増え、さらに膵嚢
胞病変が検出されてくる。膵嚢胞は、単純性嚢胞、膵炎に伴う仮性嚢胞、そして腫瘍性嚢胞に分類される。
腫瘍性膵嚢胞はさらに膵管内乳頭粘液性腫瘍（IPMN）、悪性度の高い粘液性嚢胞腫瘍（MCN）、ほとんど
良性の漿液性嚢胞腫瘍（SCN）などに分類される。一方、膵腫瘍（神経内分泌腫瘍や膵癌など）に伴う貯留
嚢胞があり、画像上鑑別が困難な場合もある。腫瘍性膵嚢胞の中ではIPMNの頻度が最も多い。IPMNは膵
管上皮に発生する膵腫瘍で粘液産生および貯留に伴う膵管の葡萄の房にたとえられる多房性嚢胞状の形態お
よび粘液の存在が特徴的である。IPMNは腺腫から上皮内癌を経て癌化するIPMN由来浸潤癌の進行形態を
取るが、一方IPMNの中には嚢胞とは別の部位に通常型膵癌を併発することがある。それゆえ、健診で膵嚢
胞を検出した場合は造影CTを施行し、膵嚢胞の性状をみるのと併存癌が無いかをみる。次にMRCPを行い、
必要に応じてEUS（超音波内視鏡）検査を施行する。以上の様な画像検査にて得られた所見を、2017年に改
訂されたIPMN国際診療コンセンサスガイドラインをもとに評価を行う。悪性の可能性が高く切除適応とさ
れるhigh risk stigmataの所見は、膵管拡張10mm以上、造影される壁在結節の 2 項目である。悪性を疑い精
査すべきworrisome features所見は、嚢胞サイズが 3 cm以上、 5 mm未満の造影される壁在結節、造影され
る嚢胞壁の肥厚、5- 9 mmの主膵管拡張、尾側の膵萎縮を伴う主膵管径の急峻な変化、リンパ節腫脹、腫瘍マー
カーCA19-9の急激な上昇、嚢胞壁の急速増大（2年で 5 mmを超える）である。悪性を疑い精査すべき
worrisome features所見を認めた場合は細胞診または生検診断が必要となる。IPMNに対するEUS-FNA（EUS
下穿刺吸引法）による針生検は播種のリスクがあることより通常施行しない。一般にはERP（内視鏡的逆行
性膵管造影）下にて採取される。しかし、ERP検査の侵襲性から、経過観察目的での施行は避けるべきであ
る。また、高齢者では特に侵襲のある検査は避け、経過観察を行っていくのが良いと考えられる。本講演で
は健診で検出された膵嚢胞（IPMN）をどのように診断し、どのような症例を 2 次健診および精査にピック
アップするかに焦点をおいて講演する。
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プロフィール
1995年　産業医科大学医学部卒業
2004年　 国立がん研究センター中央病院　がん専門修練医
2006年　 国立がん研究センター中央病院　消化器内科　医員
2012年　 国立がん研究センター中央病院　消化管内科　医長

2015年　 国立がん研究センター中央病院　バイオバンク・トンラスレー
ショナルリサーチ支援室室長

2020年　 国立がん研究センター中央病院　頭頸部・食道内科　科長

教育講演7

EL7

血清中マイクロRNAを用いた、
血液によるがん検診

国立がん研究センター   中央病院   頭頸部内科   科長

加
か と う

藤　　健
けん

この10年でがんの治療は劇的に進歩した。免疫チェックポイント阻害剤の出現や、その他の治療法の組み合
わせで、進行がんの治療成績は軒並み延長している。しかし、それでも、治癒に至る患者の割合は依然とし
て多くはないのが現状である。平均余命の高齢化により、おのずとがんの発生割合は上昇するが、どの段階
で発見するかにより大きく予後は異なる。早期診断早期治療がよいことは既知であるが、現在のがん検診で
は十分なスクリーニングができているとは言い難い。生命予後を改善するエビデンスのある検診はいくつか
あるが、受診率が30-40%とOECD加盟国の中でも低く、その理由として、比較的侵襲的かつ、手間がかかる
ことがあげられる。マイクロRNAは、細胞から能動的に分泌され、増殖や細胞死など、様々な機能の制御
にかかわる長さ20bp程度の核酸である。がん細胞においても、転移や浸潤、がんの発生などにかかわって
いることが報告されており、体液中にも分泌されている。血液中のマイクロRNAの微細な変化をとらえる
ことで、超早期のがんも診断可能となるという仮説をもとに、2014年にAMEDプロジェクトがスタートし
た。　このプロジェクトでは、国立がん研究センター研究所落谷孝広先生をリーダーとして、血清中マイク
ロRNAを用いた早期診断の可能性について、13癌種に対して検討を行った。国立がん研究センターバイオ
バンクより、乳がん、大腸がん、胃がん、食道がん、肝細胞がん、胆道がん、膵臓がん、脳腫瘍、肺がん、
肉腫、前立腺がん、卵巣がん、子宮頸がんの治療開始前血清を収集し、検診クリニックや、国立長寿医療研
究センターバイオバンクの非がん患者血清とともに、網羅的にマイクロRNAプロファイルを測定した。多
くのがん種で、2-5つのマイクロRNAを測定することで、感度95%以上、特異度98%以上の割合でがん患者
を識別することが可能であった。また、感度は、がんの進行度（病期）や、部位などによらず一定であった。
この結果により、多くのがん種で血清による早期診断の可能性が示唆されたが、実際の検診集団における感
度特異度は未知数である。そのため、2019年度より、対がん協会と共同で、検診コホートを対象とした、前
向き臨床試験を開始し、実際の検診コホートにおける血清中マイクロRNA診断の感度特異度がどの程度な
のか、そして既存の検診検査との比較はどうなのかを検討することとした。札幌および愛媛などで対がん協
会が実施している乳がん検診受診者3000名を対象に、試験に同意を得たうえで血清を採取、その後のマンモ
グラフィーおよび乳腺エコーによる、がん診断の感度特異度をエンドポイントとしている。血液中マイクロ
RNAによるがん早期診断が実現できれば、がん検診受診率の上昇と、より早期診断が可能なことによる、
がん治療成績の向上、医療費の削減につながると考えられる。今後の成果が期待される。
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1980年：熊本大学医学部卒業
1980年：長野県厚生連佐久総合病院外科
1983年： 日本赤十字社熊本健康管理センター（健診部長、診療部長、副

所長）
2011年：みはらライフケアクリニック開設

2002年：日本消化器集団検診学会賞（有賀記念学会賞）受賞
医学博士（熊本大学）、麻酔科標榜医、中国ハルピン医科大学客員教授、
熊本大学医学部講師、日本人間ドック学会理事・がん登録委員会委員長・
指導医・専門医、日本消化器がん検診学会代議員・指導医・総合認定医、
日本超音波医学会指導医・専門医

教育講演8

EL8

会員施設におけるがん検診の現状と
課題

みはらライフクリニック   院長

三
み は ら

原 修
しゅういち

一
我が国における死因の第一位はがんであり、罹患・死亡ともに増加している。人間ドック受診者もがんの早
期発見を期待して訪れるが、がん検診の手法は各施設によって異なり、その精度も成績も施設間格差が大き
いのが現状である。さらに、人間ドックにおけるがん検診のデータが存在せず、その実態すら把握されてい
ない状況であった。そこで、本学会では、がん登録委員会を設立し、2010年度からがん登録事業を開始した。
今回、2017年度の成績をもとに、がん登録の現状と課題について述べる。【がん登録の成績】1）2017年度の
がん登録施設数は241施設、登録されたがん症例は 5 ，071例（男性：3,086例、女性：1,985例）であった。
男性では、胃がん、前立腺がん、大腸がん、肺がん、食道がんの順に多く、女性では乳がん、大腸がん、胃
がん、子宮頸がん、肺がんの順に多かった。2）胃がん発見率・早期がん比率は、X線検査0.025％・73.8％、
内視鏡検査0.133%・85.4％で、内視鏡検査のほうが極めて良好であった。内視鏡的切除（ESD）　は50.1％に
施行された。X線検査における精検受診率は56.1％であった。3）大腸がん発見率・早期がん比率は、便潜血
検査0.060％・63.9％、内視鏡検査0.154％・75.2％で、がん発見率は内視鏡検査が2.6倍高率であった。内視鏡
的切除は51.2％に施行された。便潜血検査における精検受診率は50.3％であった。4）肺がん発見率・ 0 期お
よび 1 期の比率（術後）は、単純X線検査0.022％・67.9％、胸部CT検査0.115％・85.2％で、CT検査のほう
が極めて良好であった。精検受診率はX線69.1％、CT61.1%であった。5）乳がん発見率・ 0 期および 1 期の
比率（術後）は、視触診0.031％・65.5％、マンモグラフィ（MMG）0.162％・78.6％、超音波検査（US）0.181％・
84.6％で、視触診に比してMMG、USが極めて良好であった。精検受診率は視触診46.2％、MMG69.1%、
US：61.7%であった。6）擦過細胞診による子宮頸がん発見率は0.032％で、手術例の97.7%が 0 期・ 1 期の早
期がんであった。精検受診率は63.2％であった。7）PSAによる前立腺がん発見率は、0.153％で、85.4%が 1
期・ 2 期であった。精検受診率は47.1％であった。8）超音波検査による甲状腺がん発見率は、0.158％で、
精検受診率は62.4％であった。9）上腹部超音波検査によるがん発見率は0.034％で、腎がん、膵がん、肝がん、
胆嚢・胆管がんの順に多かった。精検受診率は51.6％であった。10）PET/CTによるがん発見率は0.658％で、
甲状腺がん、大腸がん、乳がん・肺がんの順に多かった。精検受診率は53.7％であった。【まとめ】1） 
人間ドック発見がんは早期がん比率が高く、検診の成果が期待できる。2） 精検受診率（精検結果把
握率）が極めて低く、これを高めることが最大の課題である。3） がん検診の効率を高めるためには、ハイリ
スクを踏まえた検診手法を検討する必要がある。
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プロフィール
平成 4 年　 産業医科大学卒
平成 4 年　 聖隷浜松病院研修医
平成 6 年　 聖隷健康診断センター
平成18年 聖隷健康診断センター　所長（現職）
平成23年～平成26年　獨協医科大学公衆衛生学講座協力研究員
資格等
医学博士
日本人間ドック学会指導医
日本産業衛生学会指導医
労働衛生コンサルタント（保健衛生）学会貢献等

日本人間ドック学会理事
第54回日本人間ドック学会副大会長
第43回日本消化器がん検診学会東海北陸地方会会長
厚生労働省　保険者による健診・保健指導等に関する検討会委員（日本
人間ドック学会代表）
日本人間ドック学会各種委員会委員（情報管理指導士育成委員会委員長、
定款変更試案作成委員会、編集委員会）
著書　健康診断ストラテジー（共著、産業医学推進研究会、2014）、人
間ドック健診の実際（共著、文光堂、2017）

教育講演9

EL9

ストレスチェック結果と
定期健康診断結果との関連
社会福祉法人聖隷福祉事業団保健事業部   聖隷健康診断センター   所長

武
む と う

藤 繁
し げ き

貴
本講演は、平成30年度から令和 2 年度にかけて行った労災疾病臨床研究事業費補助金研究「ストレスチェッ
クと健康診断結果の関連性の分析及び業種別、職種別の特徴に関する研究」の分担研究結果を中心に報告す
る。研究目的・方法　本研究は縦断的観察研究であり、はじめに、1）単一施設の男性16,000名以上、女性6,000
名以上の 2 年連続受診者のデータを用いて、ストレス要因の経時的変化と健診データの経時的変化の関連を
調査した。続いて、全国多施設（7施設）の 3 年連続データを用いて、2）ストレス因子の変化量と生活習慣
病関連検査値の変化量との相関を解析し、3）非高ストレス者が高ストレス者に移行する過程で、生活習慣
や生活習慣病関連検査値がどのように推移するのかを調査した。結果1）単一施設 2 年連続データ解析仕事
の量的負荷が増加すると男性で有意にBMIは減少、TGは男女とも減少、HDL-Cは男性で増加した。仕事の
質的ストレスが増加すると、男性において有意にBMIおよび腹囲が減少し、HDL-Cが増加した。対人関係
によるストレスが増加すると、男性では有意にBMIおよびTGが減少した。一方、女性では有意に拡張期血
圧が増加した。ストレス総得点では、男性ではBMI、腹囲、中性脂肪、LDLコレステロールが有意に減少し、
HDLコレステロールが有意に増加した。一方、女性では、BMIと中性脂肪が有意に減少し、拡張期血圧が
増加する傾向がみられた。2）多施設 3 年連続データを用いたストレス要因変化量と生活習慣病関連検査変
化量との相関BMI変化量とストレス変化量との相関をみると、仕事の量的負荷が増加するとBMIは減少する
傾向があった。血圧とストレス要因との相関では、非高ストレス者男性において、身体的負荷と拡張期血圧
との間にわずかではあるが負の相関を認めた。ストレス要因と脂質代謝項目との関連では、高ストレス者、
非高ストレス者に関わらず、ほぼすべての年代で身体的負荷とHDLコレステロールとの間に正の相関を認
めた。3）非高ストレス者と高ストレス移行者の生活習慣および検査値の変化　ベースライン時非高ストレ
ス者で 2 年後に高ストレス者に移行した者を「高ストレス移行者」とし、どのような検査値、生活習慣を辿
るかを調査した。体重は女性では高ストレス移行者の方が年々増加する傾向にあった。血圧では非高ストレ
ス者の方が高値を示す傾向にあった。生活習慣で特に顕著だったのは、「就寝前 2 時間以内の夕食あり」と「睡
眠による休養が不十分」で、男女ともすべての年代において、高ストレス移行者で割合が高かった。「朝食
欠食」の割合は、女性のみですべての年代で高ストレス移行者の方が高かった。「運動習慣あり」の割合は
高ストレス移行者で低い傾向にあった。結論　高ストレス者では食習慣を中心とした生活に乱れが生じてい
るものの、短期的には検査値への影響は限定的であった。
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1996年　立教大学経済学部卒業
2011年　University of Phonenix, MBA修了
2019年　青森県立保健大学大学院　博士課程後期修了　健康科学（博士）

2019年　 株式会社キャンサースキャン顧問、青森県立保健大学客員研究
員、同大学大学院非常勤講師、横浜市行動デザインチームアド
バイザー

教育講演10
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保健指導におけるナッジの実践

株式会社キャンサースキャン   顧問

竹
たけばやし

林 正
ま さ き

樹
　多くの人は、健康の大切さは頭でわかっている。だが、現実には「健診受診案内を後で見ようと思ってい
るうちに締切が過ぎた」「深夜になってもスマホゲームがやめられない」「運動を決意したものの三日坊主に
なった」といった現象が多くみられる。このように、合理的判断から逸脱した思考や行動を「バイアス」と
いう。
　バイアスには系統的な傾向がある。例えば、喫煙者や肥満者は現在バイアス（将来の大きな利得よりも目
の前の小さな快楽を優先する傾向）が強く、衝動性が強く、健康行動は後回しにされがちである。ここで、
健康行動を後回しした結果、生活習慣病に罹患した際に、「我が選択に一片の悔いなし」と納得するのなら、
問題は少ないかもしれない。しかし、多くは過去の行動を悔い、また、社会保障費財政も大赤字である。「わ
かっているけれども、後回し」は、個人レベルでも国家レベルでも看過できない問題と言えよう。
　この解決には、バイアスとうまく付き合うための設計が不可欠である。その設計として注目されているの
がナッジである。ナッジは「そっと後押しする」という意味の英語で、「選択を禁じることも、経済的イン
センティブを大きく変えることもなく、人々の行動を予測可能な形で変える選択設計のあらゆる要素」と定
義される。
　ナッジは各国で政策に活用されている。日本でも厚生労働省が受診率向上施策ハンドブック（2019年）で、
ナッジのフレームワークEAST（Easy：簡単に、 Attractive：印象的に、 Social：社会的に、 Timely：タイム
リーに）を紹介し、健康寿命延伸プラン（2019年）では、ナッジを用いた生活習慣病予防を推奨している。
これらの影響もあり、ナッジは保健・予防の現場で普及してきている。例えば、健診案内ハガキを読むのを
後回しする対象者には、「具体的な行動指示を明示し、それに関連しない表現は削除する（Easy）」、健診を
軽視している場合には「”本来〇万円のところ、助成金により無料”と明記する（Attractive）」、受診日を決
められない場合には「受診予定日時を書き込める様式にする（Social）」といったナッジが使われることも
増えている。
　一方、ナッジは対象者が介入に慣れるに従って効果が低下するといった限界も指摘されている。これに対
しては、「ナッジで一歩踏み出し、普及啓発によるヘルスリテラシー向上で行動定着」という組み合わせを
提案する。その意味でも、既存の普及啓発は重要になる。ナッジはこれまで欠けていた介入のパーツである。
人間ドックにおいてもナッジを活用によって、今まで困難だった層の行動変容促進が期待される。
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プロフィール
1）略歴
1969年　名古屋大学医学部付属看護学校卒業
1971年　東京都立公衆衛生看護専門学校保健婦科卒業
1996年　東洋大学文学部教育学科卒業
1998年　東洋大学大学院文学研究科教育学専攻修了（文学修士）
2009年　 名古屋大学大学院医学系研究科看護学専攻修了　博士（看護学）

2）職歴
1971年　東京都荒川区・渋谷区保健所保健師
1998年　日本赤十字武蔵野短期大学地域看護学専攻科
2000年　新潟青陵大学、三重県立看護大学、岐阜大学に勤務
2016年　弘前学院大学看護学部（教授）
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健診・医療現場における保健相談記
録の書き方

学校法人弘前学院   弘前学院大学   看護学部   学部長・教授

柳
やなぎさわ

澤 尚
ひ さ よ

代
【はじめに】
　保健相談記録のあり様に関心がもたれるようになったのは、1999年の情報公開法施行以降である。保健領
域の記録は、看護師記録とは記録様式および構成要素、情報や活動の特性が異なる。とりわけ、看護師の対
象は多くが何らかの疾患を持ち、かかわりを望んでいる人であるため、短期間に大量の情報収集が可能であ
り、その活動は疾患の種類と重篤度により左右される。電子カルテ化に伴い、看護診断を用いた記録様式を
導入し標準化を図っている。
　一方、保健領域の対象者は健康レベルも健康な人々から療養者まで幅があり、しかも個人のみでなく集団
及び地域も含む。また、かかわりを望まない人もあるなど、入手できる情報は限定的なことも多く、限られ
た情報でアセスメントを行うが、後日重要な情報が得られることも稀ではない。標準化された記録様式がな
く、電子カルテ化も自治体単位で個別に対応している。

【保健相談記録としての“PDS”様式】
　保健領域で働く保健師の思考過程を的確に伝えるには、活動の特性に相応しい記録様式が求められる。保
健師活動を対象にした記録様式として、Plan・Do・Seeの 3 つの枠組みからなる「PDS様式」が開発されて
いる。Planは、相談の目的を明確にし、情報を整理、問題の構造を分析、アセスメントを記載するステップ
であり、記録のフォーマットの要素としては「①目的」「②主訴」「③収集した情報」「④アセスメント」で
構成される。Doは、情報提供、指導、多機関への紹介など支援の内容を記載するステップであり、記録のフォー
マットの要素としては「⑤支援内容」となる。Seeは、評価及び再アセスメントのステップであり、記録の
フォーマットとしては「⑥反応」「⑦支援計画」となる。このように、PDS様式は相談における情報収集か
ら再アセスメントまでの一連の看護過程のステップを踏んでいることが分かる。特に記録を書く上で重要な
のが、①～⑦で示した 7 項目間の文脈の一貫性であり、面接や家庭訪問の結果、得られた情報との関連性を
考慮しながら記述することが重要となる。

【内部研修の推進とシステム化が重要】
　職場において限られた機会で人材育成を行うには、職場環境の整備が重要となる。 1 つは、支援過程を事
実に基づいて的確に記述できるよう、記録に関する基礎的な学びを保証すること。 2 つ目は、恒常的に現場
で実践の思考過程が見える記録を作成できるようなシステムを構築することである。人材育成が成功してい
る職場では、保健相談記録の質改善が必要との問題認識を持ち、自発的に外部支援者の力を活用しながら改
善に取り組んでいる。職場での実践を考える上では、知識の更新や学び直し、あるいは事例検討などを通し
たアセスメントの視点を共有するなどの「内部研修の推進」が重要である。また、記録様式の改善や職位に
応じた支援方法の確認などの「システム化」の 2 つの視点が重要である。
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1983年　福岡大学 体育学部 卒業
1985年　順天堂大学大学院 体育学研究科 修了
1999年　博士（医学）学位 取得（順天堂大学）

1985年　東京ガス（株）人事部
2012年　国立健康・栄養研究所 身体活動研究部　室長
2018年　早稲田大学　スポーツ科学学術院 教授

教育講演12

EL12

人間ドックにおける運動指導と
その基礎知識

早稲田大学   スポーツ科学学術院   教授

澤
さ わ だ

田　　亨
すすむ

　人間ドックにおける「運動指導」には大きく分類して 2 つの種類があると考えられます。ひとつは検査結
果に基づいた生活指導や保健指導のひとつとしての運動指導です。もうひとつは健診項目の一つとして実施
されている体力測定の結果に基づいた運動指導です。本講演ではそれぞれの運動指導について最新の情報を
提供させていただきたいと考えています。とくに健診項目の一つとして実施される体力測定に多くの時間を
費やして最新情報や数多くのエビデンスを紹介させていただきたいと考えています。もし健診項目ひとつと
して有料で、あるいはサービスとして実施されている「体力測定」が魅力的で、また、受診者さんの健康に
貢献していることを受診者さんにしっかりと感じてもらえるものであれば、多くの受診者さんが体力測定を
繰り返し受診されることになると思われます。そして、このことは人間ドックの経営に貢献するだけでなく、
我が国における重要課題である「健康寿命の延伸」に貢献するものと思われます。ただ、現状は、残念なが
らこのような魅力的な体力測定が次々と開発されているという状況にはありません。そこで、本講演では体
力と健康に関するエビデンス（科学的根拠）を紹介させていただくとともに、魅力的な体力測定になりうる
可能性を感じさせる体力測定の例をいくつかご紹介させていただきます。一方で、生活指導や保健指導のひ
とつとしての運動指導については、運動指導の基本として、厚生労働省が2013年に公表した「健康のための
身体活動指針（アクティブガイド）」の概要や、現在進められているアクティブガイドの改定状況を紹介さ
せていただき、エビデンスに基づいた身体活動指針がどのようなものであるか、また、どのような研究が吟
味（レビュー）されて指針が作成されているのかを紹介させていただきます。また、WHOが2020年に公表
したガイドラインについてもご紹介いたします。さらに、厚生労働省が2019年に初めて公表した、疾病別の

「標準的な運動プログラム」の概要や、このプログラムの大規模実証研究の実施状況（途中経過）について
もご紹介させていただきます。本講演が、魅力的な体力測定項目の導入につながったり、日々の運動指導の
参考になれば幸いです。
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プロフィール
1981年　関西医科大学卒業
1983年　同大学心臓血管病センター、第 2 内科博士課程
1988年　米国コネチカット州立大学留学
1989年　カナダトロント大学留学

2006年　関西医科大学 附属病院健康科学センター長
2009年　同 健康科学科教授　現在に至る
日本心臓リハビリテーション学会理事、日本臨床スポーツ医学会理事、
日本臨床運動療法学会理事、ACSM EIM Japan理事長
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生体センサーによる健康評価から
管理へ

関西医科大学   医学部   健康科学センター

木
き む ら

村　　穣
ゆたか

　人間ドック、健診での生活習慣病の評価において、単なる血清等の生化学データだけではなく、その結果
をもたらしている生活習慣を含めた総合的な評価が重要である。特に積極的な予防を含めた介入を目指す場
合、受診者の身体活動、性格特性、社会（家庭）環境等の評価は重要となる。この中で身体活動には、歩行
や運動などの積極的な活動のみならず、家庭での家事やその他の日常的な動作も含めた、いわゆる座位と睡
眠以外の時間が肥満や生活習慣病と関連することがわかってきた。したがっていかに座位時間を減少させる
かがポイントとなる。一方、睡眠は時間のみならず、睡眠の質としての睡眠深度やベットに入ってから睡眠
に至るまでの時間（睡眠潜時）などの評価も有用である。
　身体活動の評価は自己申告では正確でなく、客観的、長期的な評価が困難であり、ウェアラブル生体セン
サーによる評価が有用である。生体センサーとして歩数計が一般的であるが、最新のものでは、手首に装着
するリストバンドタイプが有用である。
　これらの生体センサーのデータは無線（Bluetooth）により携帯通信端末に転送され、そのままクラウド
システムにてサーバーに登録される。したがって利用者は生体センサーの端末を購入するのみで、自身の活
動データをほぼ自動的に記録することが可能になる。また体重もBluetoothによる自動転送で毎日の体重が
自動で記録可能となってきている。これらのデータはクラウド内で様々な処理が可能であり、表やグラフな
どの視覚化や自動的に解析し利用者に情報提供したり、健康管理者がデータを解析、コメント等を送信する
ことも可能である。また多人数のデータを解析することで、新たな健康エビデンスの構築も可能になる。
　これら個人の生体情報のフィードバックは、健康に対する新たな気づきや運動やダイエット実施時の自己
効力感の向上に有用である。最近ではチャット機能による双方向通信や、オンライン画像通信など様々なコ
ミュニケーションシステムが利用できるようになってきた。さらに行動医学として認知行動療法理論などを
用いることで、より効果的に行動変容を促し、費用対効果の面からも効率的な介入が可能となる。またこれ
らのデータは個人の情報のみならず、長期的、多人数のビックデータとして解析が可能になる。これらの個
人データの有効利用の方法として、情報の管理や運用などあらたな情報サービスとしてのビジネスにもつな
がっている。
　本講演ではこれらの各種生体センサーによる新たな健康管理システムの構築、運用手法、効果等につき解
説する。
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1990年　　東京大学医学部卒業
1990年　　東京大学医学部附属病院　研修医 （小児科）
1996年　　東京大学医学部助手　（小児科）
1999年　　Baylor医科大学　研究員

2001年　　杏林大学医学部講師　（臨床検査医学）
2007年　　杏林大学医学部准教授（臨床検査医学）
2015年　　杏林大学医学部教授（臨床検査医学）
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採血時の問題点とその予防

杏林大学医学部   臨床検査医学   教授

大
おおにし

西 宏
ひろあき

明
患者の診断治療、および健康診断の現場において血液検査は必須の医療行為であり、そのための静脈採血は
日常的に行われている。静脈採血は基本的には安全な手技であるが、まれに神経損傷などの重大な合併症が
生じうる。最近では多くの施設でJCCLS（日本臨床検査標準協議会）が刊行する標準採血法ガイドラインを
参考にすることで、採血担当者の採血技術や安全に対する意識は向上してきている。しかしながら、採血に
伴う合併症や事故を完全に回避することは不可能である。一方、採血現場では合併症以外にも、待ち時間の
長さや採血の不成功などに起因する患者と採血担当者との間のトラブルがしばしば経験される。近年は患者
意識の向上や高齢者の増加に伴い、従来あまり経験されなかった種類の原因によるトラブルも見うけられる。
このように採血時の問題点は多種多様であり、採血担当者にはガイドラインや施設のマニュアルに従った統
一的な手技の実施とともに、コミュニケーション・スキルに基づく患者ごとの柔軟な対応が求められている。
そのためには、採血担当者に対する継続的で多様な教育・訓練とともに、組織としてのトラブル予防のシス
テムの構築が重要となる。　
本講演では、採血時の問題点として、神経損傷や血管迷走神経反応（VVR）などの採血合併症の病態とそ
の予防法について、最新版の標準採血法ガイドライン（GP4A3）に基づき解説する。特に、最もトラブル
となりやすい神経損傷の予防における翼状針使用の効果については、自施設でのデータを交えて紹介する。
さらに、さまざまな採血時の問題点に対する自施設での取り組みを紹介し、採血トラブルをいかにして予防
するかについて参加者とともに学んでいきたい。
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プロフィール
1986年 3 月　　金沢大学医学部医学科　卒業
1986年 5 月　　JA長野厚生連佐久総合病院　研修医
1988年 4 月　　JA長野厚生連佐久総合病院　内科医員
1995年 4 月　　仙台市医療センター仙台オープン病院　研修員（1年間）
1997年 4 月　　JA長野厚生連佐久総合病院　内科医長
2000年 4 月　　飯田市立病院　消化器科医長

2004年 4 月　　飯田市立病院　消化器科科長
2008年 1 月　　飯田市立病院　消化器内科部長　
2019年 4 月　　飯田市立病院　診療技幹　現在に至る
2016年 2 月　　東京女子医科大学　非常勤講師　兼任
2018年 4 月　　東邦大学医学部医学科　客員教授　兼任
2021年 4 月　　飯田市立病院　内視鏡センター長　兼任

教育講演15
共催：全国労働衛生団体連合会

EL15

腹部超音波精度管理事業の現状と
課題

飯田市立病院   消化器内科   診療技幹・部長

岡
おかにわ

庭 信
し ん じ

司
　超音波検査（以下、US）は、放射線被曝や苦痛もなく簡便であることから、任意型検診や人間ドックに
も広く用いられており、がん検診における有用性も報告されている。
　2014年に日本消化器がん検診学会、日本超音波医学会、日本人間ドック学会が連携して、がん検診として
の精度管理や有効性の評価を目的に「腹部超音波検診判定マニュアル」（以下、判定マニュアル）が発行さ
れた。判定マニュアルは、実施基準、US画像所見、カテゴリー、判定区分（事後指導）からなっており、
US画像所見にカテゴリーと判定区分が対応しているため、専門でない判定医にも適切な判定が可能である。
　US検（健）診の質的向上と均質化のためには、判定マニュアルの更なる普及に加え、走査法や記録断面
の統一、US画像所見の継続的な改訂、検査担当者に対する教育指導などが必要である。さらに、走査技術
や読影技術に対する外部評価は、US検（健）診の精度管理に必須であるとともに、信頼性の高い優良施設
の育成にも有用と考えられる。
　全国労働衛生団体連合会（以下、全衛連）は2014年より「腹部超音波検査精度管理調査」（以下、精度管
理調査）を開始しており、2015年からは日本人間ドック学会も加わり、参加団体は131施設から243施設に増
加している。精度管理調査は、専門性、実績、内部の精度管理を評価する書類審査と、正常例と有所見例の
撮像技術と診断技術を評価する画質審査を基にした総合評価となっている。
　総合評価は、A（優：85点以上）、B（良：70≦ ＜80点）、C（可：60≦ ＜70点）、D（不可：＜60点）の
4 群に分けており、AおよびBの施設はUSを実施する施設に求められる水準を満たしていると評価している。
CあるいはDの施設は改善策や対応結果を全衛連に提出する義務があり、Dの施設は希望により判定委員に
よる個別指導を施行している。さらに、審査結果を基にした教育講演会に加え、初級者および中級者を対象
としたハンズオン、ライブデモンストレーションといった実技指導を定期的に施行している。これらの教育
指導により、審査開始後 7 年間でAまたはB判定の施設は77.1％から98.3％に増加しており、D判定の施設は
7.6％から 0 ％に減少している。
　現時点での外部評価の問題点としては、1.検（健）診施設の参加が義務付けられておらず特定の施設のみ
の参加となっていること、2.ベストイメージの提出による審査であり純粋な撮像技術の評価になっていない
こと、3.検査担当者および判定医の専門性の評価が不十分なことなどが挙げられる。1.については人間ドッ
ク検診施設機能評価の項目に含めて頂く、2.については正常例の抽出時期を事前に指定する、3.については
超音波検査士や認定医といった資格のみでなく、全衛連や人間ドック学会による講習会やWEBコンテンツ
の受講の有無を評価することも考えられる。
　以上腹部超音波精度管理事業の現状と課題について述べた。
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1987年 大阪大学医療技術短期大学部卒業。大阪回生病院放射線科、国
立循環器病センター放射線診療部（運営部調査専門官併任）、日本医師
会総合政策研究機構主席研究員を経て、現在日本医師会ORCA管理機構

株式会社取締役副社長。
（公職）厚労省保健医療情報標準化会議構成員（2008～2016）ほか

教育講演16

EL16

健診・医療機関におけるサイバー被
害の実態と対策

日本医師会ORCA管理機構株式会社   取締役副社長

上
う え の

野 智
ともあき

明
近年、我が国ではいわゆる未来社会のコンセプトとして、第四次産業革命、Society 5.0、デジタルトランス
フォーメーション（DX）、SDGs等、さまざまな政策が提言され、この秋には国全体のデジタル化を目指す、
デジタル庁が創設されることとなった。健康医療情報分野においては、厚労省による「データヘルスの集中
改革プラン」が掲げられており、被保険者証のオンライン資格確認を皮切りに、電子処方箋やパーソナルヘ
ルスレコード（PHR）等の基盤の整備が集中的に進められている。
健診・医療の現場においてもIOTの進展は著しく、サービスの質や運営面においてデジタル化の波は避ける
ことができない必須の取り組みとなっており、加えて上述の国の政策にも対応が必須という状況である。
こういった流れのなか、世界的に猛威をふるっている標的型攻撃メール等をはじめとするサイバー攻撃が、
健診・医療の現場でも散見されるようになりつつある。健診・医療機関において個人情報の保護は、医師法
ならびに医療に従事する者として常識の範疇である。しかしながら、紙という媒体で保管されて比較的安全
であった時代と異なり、情報化の著しい昨今における個人情報の保護は、あらゆる健診・医療機関があらた
に直面する運営課題といえる。また、サイバー攻撃により施設の運営の停止を余儀なくされるケースもある。
本講演ではいくつかのサイバー攻撃の事例の紹介をするとともに、取り組むべき予防と対策について論ずる。
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プロフィール
1983年東京理科大学薬学部薬学科卒業、1983年 4 月東京女子医科大学附
属病院薬剤部入局（研修生）、1983年順天堂大学医学部附属順天堂浦安
病院診療部薬剤科入局、1989年東京海上メディカルサービス株式会社入
社、1992年ベスイスラエルメディカルセンター（ニューヨーク）出向（同
メディカルセンター付属施設・東京海上記念診療所事務長として　1995
年まで）、1995年帰国、業務部課長・メディカルリスクマネジメント担当、

1998年業務部メディカルリスクマネジメント室課長、2000年業務部メ
ディカルリスクマネジメント室次長、2001年九州大学大学院医学研究院 
医療経営･管理学講座 助教授 として着任、2006年九州大学病院病院長
補佐、2007年九州大学大学院医学研究院 医療経営･管理学講座 准教授、
現在に至る。（所属学会等）医療の質・安全学会（理事）、日本医療・病
院管理学会（理事）等

教育講演17

EL17

健康・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～

九州大学大学院医学研究院医療経営・管理学講座   准教授   
九州大学病院   病院長補佐

鮎
あゆざわ

澤 純
じゅんこ

子
　1999年、日本では大学病院や地域の基幹病院での医療事故が明らかになり、医療安全に社会的な関心が集
まるようになった。以来、医療安全は医療現場の重要な課題として位置づけられ、新しい視点で、現場のみ
ならず国を挙げての取り組みが進んできたが、医療の現場、また医療を取り巻く環境が大きく変化するなか、
医療安全そのものの変化、そして進化も求められている。一方、新型コロナウイルス感染症への対応におい
ては、あらためて一人ひとりが「医療安全の基本」を習得していることの重要性にも気づかされることになっ
た。本プログラムでは、「safety2」「ヒューマンエラー」「バイアス」「RCA（根本原因分析）」「確認」につ
いて焦点をあててみたい。
・ 「ダイナミックな対処を通じて実現される安全概念」とされる「safety2」は、ルールもマニュアルもない

なかで、持っている知識や技術、知恵と工夫で乗り切った初期の新型コロナウイルス感染症対応の現場そ
のものである。Safety2があればsafety1がある。まずその関係を整理しておきたい。

・ safety2を実現するためにも、あらためて、「医療安全の基本」を確認しておきたい。
　 「ヒューマンエラー」は、エラーや事故の手ごわい原因として、医療安全の観点からも広く知られるよう

になった。残念ながら決定的な防止策が限られている以上、現場の業務に潜む「落とし穴」を知ったうえ
で「標準化する」「シンプルにする」「中断を減らす」「記憶に頼らない」といった、エラーの減少や早い
発見につながる方法を身につけておく必要がある。

・ 「落とし穴」の代表的なものひとつに「バイアス」がある。医療現場のエラーや事故に様々に関わってく
るバイアスについては、人はいともたやすくバイアスにやられてしまうことをまず認識しておくこと、ど
のようなバイアスがあるかを知っておくこと、バイアスの名前と内容まで知っておくことで、少しはやら
れずに済むようになるのだという。代表的なバイアスのひとつである「後知恵バイアス」は、事故調査に
おいても意識しておかなければならないものである。

・ 我が国でも事故後の分析の手法として「RCA（根本原因分析）： root cause analysis」が広く用いられる
ようになったが、分析で終わってしまい、その先にあるべき実効のある対策につながっていないことも指
摘されている。米国では「RCA2：root cause analysis and action」という名称で次なる手法が提唱され
ている。再発防止策として現場で策定される代表的なものを「強」「中」「弱」として分類したアプローチ
は参考になる。

・ 「確認」したはずなのに起きているエラーや事故のなかには、確認が精度の高い確認になっていないものや、
ルールやマニュアルに「確認する」とあるだけで確認の方法が定められていないものなどがある。最後に

「確認」も、確認しておきたい。
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【学歴・職歴】
1983年 3 月　東京大学法学部卒
1991年 3 月　新潟大学医学部卒
1991年 5 月　医師国家試験合格
1994年 4 月　第二東京弁護士会登録
1995年 6 月　 シカゴ大学ロースクール修士課程修了（1994年～95年　フ

ルブライト留学生）
1996年11月　米国ニューヨーク州司法試験合格
2004年 2 月　医師博士号取得（新潟大学）

【職歴】
1991年～92年　在日アメリカ海軍横須賀病院医師
2000年　東海大学客員教授（現任）

2005年～15年  東京大学大学院医学系研究科特任教授
2017年～　一橋大学法科大学院客員教授（現任・医事法担当）
2019年～　自治医科大学医学部客員教授（現任）（現任）

【公職】
 ・国立研究開発法人国立がん研究センター理事（現任）
・ 公益財団法人日本心臓財団　理事（現任）
・ 独立行政法人医薬品医療機器総合機構運営評議会委員（現任）
・ 厚生労働省　臨床研究に係る制度の在り方に関する検討会委員（～

2014年12月）など
【受賞】
　2009年　日本医師会優功賞

教育講演18

EL18

臨床研究と利益相反

新星総合法律事務所   弁護士

児
こ だ ま

玉 安
や す し

司
1 利益相反とは何か
利益相反（Conflict of interest）について、英米法辞典（東京大学出版会）は、「一人の人間が個人として有
する利益と、そのものが公職者またはfiduciaryとして追及すべき公益または受益者等の利益とが衝突するこ
と」と説明している。信認関係（fiduciary relationship） とは、当事者の一方が相手の信頼を受け、その者
の利益を念頭において行動しなければならない関係とされる。医師、弁護士、会社の取締役などが信認関係
の例として挙げられる。医学研究は、患者の診療に基盤を置くことが多く、患者との関係でどこまでの説明
義務があるかが問われている。また、産学連携が進む中で、医学研究に企業資金が流入するなかで、医学研
究に経済的利益によるバイアス（歪み）が生じることが懸念されるようになった。
2 ムーア事件判決（1990年カリフォルニア州最高裁判決が残したもの
　ムーア事件判決（Moore v. Regents of University of California, Supreme Court of California （1990） 51 
Cal.3d 120, 793 P2d 479）は、医学研究におけるCOIの先駆けとなる判決である。ムーア氏はhairy-cell 
leukemiaの患者であり1976年から1983年までUCLA Medical Centerで血液等を採取され、主治医はムーア
氏のT-lymphocyteからcell lineを確立して1984年に特許を取得した。主治医は、研究や特許の取得等につい
てムーア氏に説明しなかった。
　それまで、インフォームド・コンセントとは、治療のメリットとデメリットを患者に説明した上で患者が
同意することとされていたため、医師の研究上や経済的なインセンティブの説明が必要であるとはされてい
なかった。ムーア事件判決は、医師がfiduciaryとしての義務を負い、患者にとって重要な情報を開示する義
務があるとした上で、医師の判断に影響を及ぼす可能性のあるinterest（利益）は、研究上のものであれ経
済的なものであれ、患者に開示すべきであるとした。
3 ヘルシンキ宣言の改訂
　ヘルシンキ宣言は、世界医師会第18回総会（ヘルシンキ）で採択された「人間を対象とする医学研究の倫
理的原則」であり、2000年の第52回総会（エジンバラ）での改訂において、利益相反の開示が定められ、そ
の後の数次の改訂を経て現在に至っている。
　現行のヘルシンキ宣言22項は、研究について「計画書は、資金提供、スポンサー、研究組織との関わり、
起こり得る利益相反、被験者に対する報奨ならびに研究参加の結果として損害を受けた被験者の治療および
／または補償の条項に関する情報を含むべきである。」としている。
4 研究不正と臨床研究法のその後の動き
　日本では2010年代に研究不正が次々と明るみに出て、医学研究における企業資金の透明化の必要性が指摘
されて臨床研究法が制定されたが、規制の範囲等については議論が続いている。人を対象とする医学系研究
に関する倫理指針も本年 3 月に統合・改正されている。
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特別企画1
大腸CT検査の現状と人間ドックでの役割

共催：日本消化器がん検診学会
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）

SP1-1

大腸CT検査の現状と役割

福島県立医科大学医学部   消化器内科学講座   特任教授

永
な が た

田 浩
こういち

一
大腸CT検査は大腸癌の精検法・検診法としのエビデンスが積みあげられた。エビデンスの構築を背景に、
米国では大腸CT検査は大腸癌の検診法として位置づけられ、欧州では精検法あるいは大腸内視鏡検査の実
施が困難な場合の代替検査法としてガイドラインに収載されている。これは、大腸CT検査が大腸癌検査法
としての高いQualityと受容性が科学的に証明されたことに裏打ちされている。対策型検診の便鮮血検査で
陽性になった場合に、精密監査としての全大腸内視鏡検査の受診が徹底されれば大腸がんの罹患あるいは大
腸がん死亡は確実に低下する。これは便潜血検査の死亡率減少効果が証明されていることから明白である。
けれども、現実は対策型検診を受けない、便潜血検査が陽性になっても病院を受診しない、受診しても精密
検査を受けないなどの課題がある。さらに、COVID-19のパンデミックによってがん検診が延期され、大腸
検査を受ける必要のある患者さんが検査を受けられないやり残しが生じている。そんな状況下、安全で受容
性が高くそしてソーシャルディスタンスの機能を持つ全大腸検査として大腸CT検査の役割が注目されてい
る。COVID-19パンデミック下における大腸CT検査の有用性は以下の通りである。第 1 に、大腸内視鏡検査
と同様に、大腸CT検査は全大腸を精度高く検査することが可能である。第 2 に、パンデミック中に入院が
必要となる腸管穿孔などの合併症リスクが、大腸CT検査は大腸内視鏡検査と比較して少ない。第 3 に大腸
CT検査は鎮静剤を使用しないために、同行や送迎のための付き添い人の必要がなく、ソーシャルディスタ
ンスが保たれる。第 4 に、パンデミック中に入院を必要となる鎮静剤による有害事象がなく、鎮静剤はそれ
を必要とする別の患者に使用することができる。第 5 に大腸CT検査は、高齢者などフレイルな患者に対し
ても午前中の早い時間からの予定検査としてスケジュールできる。ウィズコロナ、アフターコロナにおける
大腸CT検査の現状と枠割についてお話しさせていただきます。現状の問題を認識し、今ある課題をどのよ
うに解決していくか一緒に考える機会になれば幸いです。

プロフィール
1996年　　　　群馬大学医学部医学科卒業
1996－2001年　東京女子医科大学東医療センター
2001－ 7 年　　昭和大学横浜市北部病院
2007－11年　　ハーバード大学医学部放射線科
2011－14年　　亀田メディカルセンター　部長
2014－ 5 年　　NTT東日本伊豆病院　特任部長
2015－ 9 年　　国立がん研究センター　室長
2019－現在　　福島県立医科大学消化器内科学講座　特任教授

受賞
2002年　UEGW Best Abstracts Award
2003年　EAES The Best Posters、UEGW Best Abstracts Award
2005年　 日本消化器外科学会国際交流奨励賞、内視鏡医学研究医海外派

遣助成、UEGW Travel Grant
2009年　 Postdoctoral Fellowship Awards for Basic and Clinical 

Research, ECOR Fund PI、味の素研究助成PI 
2018年　大和証券ヘルス財団調査研究助成PI
2019年　富士フイルム研究助成PI
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プロフィール
平成 3 年 3 月　熊本大学医学部卒業。
平成 3 年 6 月　熊本大学医学部放射線医学教室入局
平成11年 3 月　熊本大学医学部大学院
平成11年 4 月　熊本大学医学部放射線医学教室 医員
平成12年 7 月　熊本県成人病予防協会
平成16年 5 月　済生会熊本病院予防医療センター医長
令和 2 年 4 月　済生会熊本病院予防医療センターセンター長就任
所属学会
日本医学放射線学会、日本消化器内視鏡学会、日本消化器がん検診学会、

日本消化器病学会、日本人間ドック学会、日本CT検診学会、日本消化
管Virtual Reality学会
専門医・認定医
日本医学放射線学会専門医・指導医、日本消化器内視鏡学会専門医・指
導医、日本消化器病学会専門医、日本消化器がん検診学会認定医・指導
医・評議員、マンモグラフィー読影認定医、人間ドック専門医・指導医、
人間ドック健診情報管理士、日本CT検診学会理事、日本消化管Virtual 
Reality学会理事

特別企画1
大腸CT検査の現状と人間ドックでの役割

共催：日本消化器がん検診学会
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）

SP1-2

人間ドックにおける大腸CTの現状
と将来展望

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

満
みつざき

崎 克
かつひこ

彦
日本における大腸がん年齢調整死亡率は減少傾向にあるものの、2020年のがん統計では、大腸がんによる死
亡数は男性第 2 位、女性第 1 位を占め、54,000人が大腸がんによって死亡すると予測されている。大腸がん
死亡率が減少しない大きな要因として大腸がん検診受診率、精査受診率の低迷がある。便潜血検査の精密検
査である大腸内視鏡検査は前処置が大変で苦痛を伴うことから敬遠する受診者は少なからず存在する。これ
に対し、苦痛が少なく低侵襲で安全な検査として大腸CT検査（CT colonography：CTC）が普及してきた。
各国で行われた精度検証で、10mm以上の大腸腫瘍に対するCTCの検出能は内視鏡検査に劣らないことが確
認され大腸がん検診に応用されている。米国では2008年に諸団体（米国放射線学会、米国がん協会および
Multi-Society Task Force）が合同策定した大腸がん検診ガイドラインに 5 年ごとのCTCが推奨され、欧州
ではCTCを対策型検診には認めていないものの、内視鏡挿入困難例、精検目的や任意型検診への使用は推
奨されている。本邦でも日本消化器がん検診学会で「精密検査法としてTCSが困難な場合は、CTCまたはS
状内視鏡検査と注腸X線検査の併用法のいずれかを実施する」ことが提言され、大腸がん検診におけるCTC
の役割は大きくなりつつある。日本におけるCT設置台数は世界で最も多く、炭酸ガス自動送気装置が薬事
承認され、大腸CT専用バリウムが保険適用されたにもかかわらずCTCが広く普及しているとは言い難い。
その要因の一つに読影の中心となる放射線科医が少ないことが挙げられる。読影の中心となる放射線科医数
は、経済協力開発機構（OECD）参加国の中最低レベルであり、他国の放射線科医より 3 ～ 4 倍の潜在的な
読影負荷が存在している。その読影医不足を補うためには診療放射線技師の一次チェック（読影補助）が有
効であり、大腸CT専門技師の認定制度も開始されている。また、タスク・シフト/シェアを推進し医師の負
担を軽減しつつ、医療関係職種がより専門性を生かせるよう各種の業務範囲の拡大を行うことを目的に、
2021年10月より新たな診療放射線技師法が施行され、CTCにおける診療放射線技師の業務拡大が行われそ
の役割も大きくなる。当センターでは2009年の64列マルチスライスCTの導入を契機に、独自にCTCの精度
検証および運用法の検討を行い、2010年よりCTCを人間ドックに導入し本格的な運用を開始した。特に診
療放射線技師による検査手技の習得と一次チェック（読影補助）体制の確立によって現在の円滑な運用につ
ながっており、診療放射線技師の業務拡大に大きな期待を寄せている。また、人間ドックにおけるCTCの
検診成績は大腸内視鏡検診にも劣らない成績が確認され、人間ドックにおける大腸がん検診法として期待さ
れる。本講演では人間ドックおけるCTCの有用性を含め現状と課題、将来展望について報告したい。
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プロフィール
1981年　東京慈恵会医科大学卒業
1985年　東京慈恵会医科大学内科系大学院卒業
1993年　東京慈恵会医科大学第 4 内科学　講師
1996年　東京慈恵会医科大学附属病院総合診療室　診療医長

2008年　東京慈恵会医科大学　総合健診・予防医学センター　教授　
2009年　東京慈恵会医科大学大学院医学研究科健康科学　教授　
現在に至る

特別企画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

共催：日本医師会
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）

SP2-1

標準用語と判定区分の必要性・有用性

東京慈恵会医科大学大学院   医学研究科健康科学   教授

和
わ だ

田 高
た か し

士
【背景】人間ドックの結果報告の様式は多様である。1）画像検査の所見用語，2）疾病歴病名，3）判定区分
の段階，4）臓器・病態の区分は施設毎に設定され，互換性はないのが現状である。たとえば全国の50の健
診機関から試験的に収集したデータでは，所見用語数は約 7 万種類であった。国民の生涯にわたる健康維持
や生活習慣病予防に必要な質の高い保健事業の継続的な提供のため，健（検）診事業における質の評価と向
上を図るための対策を推進するために，健診関連10団体によりなる日本医学健康管理評価協議会が2008年に
設立された。

【目的】健診データにおける仕様の標準化のために「健診標準フォーマット」を策定する。
【必要性・有用性】2015年に「健診標準フォーマット」骨子が決定され，10団体に担当作業が割り振られた。
日本人間ドック学会と日本総合健診医学会は以下の作業を担っている。
1）画像検査における標準所見用語の設定：標準用語の設定と，現在健診機関で使用され，それに類似する
類義語との関係構築，シソーラスを策定した。所見部位も同様に構築した。
2）疾病歴（既往歴・現病歴・治療中疾患）：病名のシソーラス構築作業を行っている。
3）判定区分： 5 段階（異常なし，軽度異常，再検査，要精検・要治療，治療中）とした。複数の健診機関
に依頼している場合，労働基準監督署に提出する定期健康診断の「有所見」・「医師の指示人数」が，自動的
に一括算出が可能となる。
4）臓器・病態分類：一例として尿酸は，単独で，あるいは代謝疾患として血糖などと共に糖代謝として，
あるいは腎排泄の観点からeGFRなどと共に腎機能として，臓器・病態の判定がなされている。臓器・病態
区分とそれに属する検査項目ならびに治療中判定となるテーブルを構築・活用すると，臓器・病態別の標準
化判定が可能となる。
健診機関はそのままの業務形態を保持する一方で，標準変換ツールによって，健診機関から吐き出されたデー
タは標準化されて健保組合などに提供される。

【問題点】本システムを利用する健診機関が広げれば，画像所見は多岐にわたるため，上記1）2）のシソー
ラス枠に当てはまらない用語もでてくる。そこでAI機能を活用して，最適な標準用語を探し出すプログラ
ムを用いる必要がある。

【展望】本システムが順調に稼働すると，健診データを受け取る側は，データが標準化されているため，こ
れまでの自機関で変換・統一化に費やしてきた時間と費用が削減される。その分を保健指導などに充てるこ
とが可能となる。今後発売される人間ドックコンピュータシステムに，この健診標準フォーマットシステム
が搭載されることが望まれる。
本研究は厚生労働科学研究費補助金　循環器疾患・糖尿病等生活習慣病対策総合研究事業20FA1021の交付
を受けたものである。
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プロフィール
昭和60年 3 月　日本大学法学部政治経済学科卒業
昭和60年 4 月　 （株）三菱油化メディカルサイエンス入社（平成26年に

LSIメディエンスに社名変更）
　　　　　　　東京中央営業所長、関東第三ブロック長を歴任
平成15年 1 月　同社を退職。
平成15年 6 月　 社団法人日本医師会「日本医師会総合政策研究機構」主

任研究員として着任。

研究分野：臨床検査関連、健診関連、医療機器関連
現在の外部委嘱等
・厚生労働省保険局 実務担当者による特定健診・保健指導に関するWG委員
・内閣府 第２期SIP：AIホスピタルサブテーマE分担研究者

特別企画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

共催：日本医師会
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）

SP2-2

健診・医療機関における健診標準
フォーマットの普及状態

日本医師会総合政策研究機構   研究部統括部長補佐

吉
よ し だ

田 澄
す み と

人
【背景】平成20年度より、高齢者医療確保法に基づく特定健康診査・特定保健指導の制度が開始され、国や
保険者等では、これまで蓄積されたNDB（ナショナルデータベース）等を用いて医療費適正化効果等の検
証が行われている。しかし国民ひとりひとりが、自身の生涯にわたる健康管理を行うための長期にわたる健
康支援という概念に乏しく、メタボリックシンドロームに直接影響する検査項目のみに限定されている。【目
的】乳幼児から高齢者に至るまで、国民に対する健康維持増進や重症化予防の啓発を促すという視点を持っ
た健診体制の構築のため、法定健診や検診、人間ドック健診等、広くカバーできるデータフォーマットの策
定を目的として、「健診標準フォーマット」の研究がすすめられている。【有用性】健診標準フォーマットの
仕組みは、健診機関個別のCSVデータを、日医総研が配布する「変換ツール」を用いて標準フォーマットに
変換するものである。健診機関の登録とともに、由来情報の提供、健診機関個別のCSVサンプルデータを日
医総研に送付し、健診機関専用の変換ツールを取得する。健診機関で変換されるデータ形式はCSV、XML
の両方が行えることから、保険者にはXML、事業者にはCSV等、提供先に応じた形式で提供できることに
なる。【課題】　2020年度から国によるマイナポータルにおける健診等データの利活用が開始されている。　特
定健診以外の様々な健診や検診についてはデータ仕様が定められることとされているものの、所見等の用語
の定義については検討されていないことから、健診機関や医療機関など、現場のデータを用いて学術的評価
を以て、標準化を進めることが必要である。【展望】健診標準フォーマットの将来展望のひとつとして、AI
技術との連携が挙げられる。2018年度に内閣府「総合科学技術・イノベーション会議」（議長／内閣総理大臣）
において、府省の枠や旧来の分野の枠を超えて科学技術イノベーションを実現するために設定するプログラ
ム「戦略的イノベーション創造プログラム（SIP） 」が策定され、「AI人工知能）ホスピタルによる高度診断・
治療システム」 が 5 年間の研究開発と社会実装を目指し、取組みが進められている。健診標準フォーマット
は、AI技術による診断支援システムに必要な高精度で標準的な健診データを提供できるフォーマットとし
て位置付けられ、日医総研により分担研究を進めている。国民の疾病予防や早期治療に、AI（人工知能）
技術を用いることで飛躍的に活用が図られることが期待されている。
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プロフィール
1989年　薬科大学を経て労働保健協会入職　健診部配属
2003年　健診部・渉外部兼任
2005年　事業開発部発足・事業開発部長拝命
2008年　ネットワーク健診事業構築、健診結果標準化に取り組む
2012年　厚労省　地域医療連携推進補助事業へ参加

2014年　事務センター設立・センター長拝命
2018年　健診結果標準フォーマット導入準備開始
2019年　理事・事業統括本部長就任
2020年　健診標準フォーマットによる運用開始

特別企画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

共催：日本医師会
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）

SP2-3

健診標準フォーマットによる
代行業務の改善状況

一般社団法人労働保健協会   理事・事業統括本部長

宮
みやうち

内 保
やすゆき

行
【背景】1972年に制定された労働安全衛生法では、これまでの感染症対策以外の“健康管理”を目的とした健
診項目が随時追加され現在の“定期健康診断”に至る。健康異常を早期に予防するためには、 1 回の健診結果
だけではなく経年変化も重要な視点である。しかしながら、国内の健診機関での健診結果は独自の基準で“健
康”が判断されており、受診機関の変更が基準値変更に繋がり、経年比較、経年変化が医療人以外では分か
りにくいものとなっている。全国展開の企業では、全国にいる労働者の健康を同じ基準で図ることで、健康
異常となった者への早期アプローチが可能となり、どの機関での健診結果も同じ基準で判断できる仕組みは
必要であったがこれまで実現には至らなかった。【目的】従業員約22万人を有する単一健保組合が契約する
全国約900機関を基に日本医師会開発の「健診標準フォーマット」を活用して、健診結果の標準化による判
断の統一化を目的とし、各健診機関に協力を仰ぎ、経年結果の比較による産業医の判断、速やかな事後指導
の実施を行える仕組み作りを策定。どの従業員へも統一基準による公平な判断が速やかに出来ることを目指
す。弊協会は健保組合との調整、データ活用の仕組み作り、健診機関との連携と運用全体を担うことを役割
として2018年度より準備開始、2020年度の運用開始に向けて推し進めた。【方法】各契約機関機関独自の結
果データ（CSV形式）を標準フォーマットデータへ変換するためのツールを各健診機関に導入。各機関から
収集した変換データの処理システム、および健保組合内で変換データを活用する仕組みの構築を行った。
2014年に設立した事務センターが中心となり、ツール導入案内は受診数の多い健診機関より開始。ツールの
利用方法等導入後のフォロー等行った。【結果】2020年度はコロナ禍もあり例年通りの受診実績（人数）と
はならなかったものの、全受診者の約80％を標準フォーマットにて運用できた。また運用初年度であるため、
想定外の事柄も多々発生しその対応に追われた。課題として変換ツールを導入しなかった健診機関に対して、
ツール導入後の作業の効率化、利便性のアピールに加え、場合によっては契約条件としての位置づけと検討
する必要もあると考える。【考察】標準フォーマットによる運用協力は受診数が多い健診機関は比較的スムー
ズに導入していただいた。導入見送りの機関もあったが、理由として標準フォーマット採用企業・健保組合
の拡大状況を見極めた上で導入を検討したい旨の回答が多かった。健診データを経年管理する、さらには
PHRとして活用するためには、同一基準で判断できることが運用しやすさに繋がってくる。今後の展開と
して、採用企業、採用健保組合の拡大、健診機関、ならびに代行機関からのアプローチ等広くPRすること
に加え、国、学術団体等からの後押しも拡大への大きな武器となると考える。
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1988年　大学卒業後、国内計測器メーカー、外資系医療機器・対外診断
薬メーカー、国内バイオベンチャー企業等に勤務し、営業及びマーケティ
ング部門でマネージャー職を経験。2006年　国内予防医療ベンチャー企
業で医療保険者（主に企業健保）を対象に保健事業の企画・立案等コン
サルティング業務に従事。2008年　日立製作所健康保険組合（現、日立
健康保険組合）に入社。特定健診・特定保健指導等保健事業業務を担当。

現在は、加入事業所である日立グループ各社の「健康経営」の取組みに
向けての保健事業施策の提供等、「コラボヘルス」を推進している。また、
地域保健と職域保健が連携し、健康課題への共通認識・生活習慣病予防
を行い、生涯を通じた継続的な健康管理支援を行うことをめざした、地
域・職域連携推進協議会（日立圏域、土浦圏域）の委員として地域保健
との情報共有も行いながら、取組んでいる。

特別企画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

共催：日本医師会
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）

SP2-4

健診標準フォーマットを活用した
コラボヘルス

日立健康保険組合   担当部長

根
ね ぎ し

岸 正
しょうじ

治
当健保組合は、全加入者の健診に係る事務運営を代行機関に委託して行っているため、加入者の健診結果は
一旦代行機関に集約され、内容確認の後、当健保組合に納品される。納品された健診結果データは、健保組
合保管用XML形式と従業員向けグループ共通健康管理システム（産業保健支援システム）用CSV形式との
2 種類となっている。　健診結果は契約健診機関の協力により、受診後速やかに代行機関に提供されるが、
異なる形式のデータ相互確認、紙媒体結果の電子化や電子データの一部不足・不備等もあり、事業所へのデー
タ提供に時間を要す場合があり、事業所産業医及び産業保健スタッフ等から、結果データの早期提供の要請
が発生している。　また、法定外健診項目の殆どが紙媒体での提供のため、上手く活用できていないのが現
状である。　このような事象の対策として、当健保組合では、「健診標準フォーマット」を採用して、事業
所への健診結果データ提供の迅速化と健診結果データの更なる活用を図ることとした。　グループ全体とし
て、35歳以上の従業員は、労安法の法定健診を兼ねて人間ドックを受診するとともに、各種がん検診等の同
日受診を推奨していることから、多くの検査項目データの獲得が可能となっている。　がん検診は、後期高
齢者支援金加算減算制度の減算項目中間見直し案で、2021年度より、がん検診の結果から要精密検査対象者
の精密検査受診率を把握するとともに、受診勧奨を行うことが追加されている。　また、2021年 4 月改正の

「高年齢者雇用安定法」により、企業は70歳までの就労機会確保が努力義務となっているため、加齢により
罹患率が高くなる「がん」への対策としてのがん検診の受診状況・受診結果等は今後活用が求められてくる
と考えられる。　法定外項目の活用は、本人同意を含め幾つか課題はあるが、早期発見・早期治療及び予防
が健診事業の主目的であり、健診事業の効果検証実施のためにも健診データ管理は必要不可欠と考えてい
る。　「コラボヘルス」の取組みとして、特定保健指導のほか、ハイリスク者への重症化予防、喫煙対策等
の推進は、全て健診結果を利用し対象者を選定しているため、健診結果データの早期受領と事業に必要な健
診項目データは、同一形式の受領が、事業実施準備の作業工数の低減につながり、結果として事業実施の迅
速化が図られる。　「健診標準フォーマット」を導入している当健保組合の健診結果受領状況は、受診者数ベー
スで80%程度となっている。残りの20%は従来の形式で結果を提供いただくことになり、引き続き報告まで
時間を要することが、課題となってきている。　各健診機関におかれては、種々事情があることは重々理解
しているが、早期発見・早期治療及び予防に寄与する事項であり、「健診標準フォーマット」の活用による「コ
ラボヘルス」の推進にご理解をいただき、ご協力をお願いしたい。
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プロフィール
1993年山形大学医学部卒業、1999年順天堂大学大学院医学研究科（公衆
衛生学）修了、2011年ミシガン大学公衆衛生大学院疫学セミナー修了。
東京・八重洲総合健診センター健診部長、順天堂大学医学部総合診療科
准教授を経て2018年より先任准教授、2020年より現職。人間ドック健診

指導医、産業衛生指導医、日本プライマリ・ケア連合学会認定指導医、
社会医学系指導医、労働衛生コンサルタント、公衆衛生専門家。さんぽ
会（産業保健研究会）会長。近著「ヘルスリテラシー、健康教育の新し
いキーワード」（大修館書店）。

特別企画3
産業保健における健診機関に期待される役割

共催：日本産業衛生学会
座長：廣瀬　光彦 （医療法人 オリエンタルクリニック   理事長）

SP3-1

データヘルス時代における産業医学
と健診医学の連携
順天堂大学大学院医学研究科   先端予防医学・健康情報学講座   特任教授

福
ふ く だ

田　　洋
ひろし

働き盛り世代への健康診断の大きな分岐点となったのは、特定健診・特定保健指導（2008年、高齢者医療確
保法）の導入で、レセプトの電子化と相まって、データヘルス計画（2013年、日本再興戦略）、健康経営（2015
年、経済産業省）に生かされることとなった。 2 次予防（早期発見治療）が主目的で保健指導は努力義務で
あった時代から、メタボリックシンドロームのリスクにより階層化された保健指導の義務化で、より 1 次予
防（発病予防・健康増進）寄りの施策となった。健診医学の視点で職域を捉えると、一般健康診断や特殊健
康診断（労働安全衛生法）、特定健康診査（高齢者医療確保法）、人間ドック（健康保険法による健康保険組
合の保健事業・法規定なし）の 3 つが混在しており、多くの企業では、定期健診と特定健診が同時に行われ
たり、人間ドックが健診の代替となるなど複雑に関わっている。多くの健診機関や労働衛生機関はこれらの
健診や保健指導の受託・実施機関となり、そこにはビッグデータが蓄積されている。一方、産業医学はラマッ
ツィーニの時代から職業病との戦いの歴史であり、長らく「安全」に力点がおかれてきたが、近年は安全衛
生（OHS： Occupational Health and Safety）と職域ヘルスプロモーション（WHP： Workplace Health 
Promotion）の統合による健康的な職場の推進が望まれている。米国のTotal Worker Health（NIOSH）や
日本の健康経営もこの潮流の一つと考えられる。WHPの推進には種々の健康関連データが必要となるが、
健康スコアリングレポート（2018、日本健康会議）配布の動きに見られるように、事業所と健康保険組合の
連携（コラボヘルス）を推進し、従業員の健康に関する問題意識を共有し、医療費適正化の視点だけでなく、
企業の生産性向上に資することが期待されている。例えば循環器疾患の予防のためには生活習慣病への早期
介入が必要であるが、ハイリスク者の未治療の多さや重症化予防のための受診勧奨に必要な 3 要因（従業員
のヘルスリテラシー 、企業の健康風土の醸成、産業医と主治医の連携）などが指摘されている（平成26-28
年労災疾病臨床研究事業費補助金・横山班・福田分担分）。また、働き盛り世代のがん死亡（premature 
death）予防のため、がん罹患の性差に着目した職域がん検診の実施も重要となる。産業医学と健診医学は、
働き盛り世代の健康の維持・増進において相互に連携・協同すべき存在であり、豊富なデータに基づく企業
健康度の分析やWHPの推進、従業員のヘルスリテラシー向上への寄与が大いに期待される。また、健診機
関や労働衛生機関の医師が嘱託産業医を受託することも多く、安全衛生委員会や訪問保健指導などを通じて、
産業医学の知識を研鑽し、現場の知見を得ることは健診の質の向上にも資すると考えられる。（COI：本演
題に関連して開示すべき利益相反事項なし）
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＜学歴・職歴＞
1984年 産業医科大学医学部卒業
1986年 産業医科大学放射線衛生学教室助手　第 2 内科学教室併任助手
1990年 門司労災病院　循環器内科医長
1991年 三井化学（株）岩国大竹工場 健康管理室長・診療所長・産業医
2001年 三井化学（株）本社健康管理室長　統括産業医（現職）
他：産業医科大学 産業衛生教授、東京工科大学 客員教授、人事院 健康
専門委員、産業医学振興財団 理事

＜その他役職＞
日本産業衛生学会理事、日本産業衛生学会 生涯教育委員会 副委員長、
日本動脈硬化学会 産業医・実地医科部会委員、日本作業環境測定協
会　オキュペイショナルハイジニスト評価試験問題等検討委員、「職域
連合コホート研究（J-ECOHスタディ）」研究代表、日本政策投資銀行　健
康経営格付アドバイザリー委員、
厚生労働省　労働安全衛生関係の検討会委員：多数  
＜資格等＞
医師、医学博士、労働衛生コンサルタント、日本産業衛生学会指導医

特別企画3
産業保健における健診機関に期待される役割

共催：日本産業衛生学会
座長：廣瀬　光彦 （医療法人 オリエンタルクリニック   理事長）

SP3-2

産業医が健診機関に期待すること

三井化学株式会社   本社健康管理室長   統括産業医

土
ど ひ

肥誠
せ い た ろ う

太郎
1 、はじめに
日本の健康診断は、各種の法律及び科学的エビデンスに基づき、多くの働く人々の健康を支えている。その
健康診断を具体的に実施している健康診断機関（健診機関）には、適切な健康診断の供給及び健診の意義の
啓蒙啓発はもちろんであるが、それぞれの法律や個人企業のニーズに応じて、適切な健診への誘導と健診結
果の活用を行うことが期待されている。また、 1 次予防・ 2 次予防の観点から、健診機関が、対象となる企
業・団体・個人に対する包括的な保健予防サービスを供給することが、真に求められる姿でなないだろうか。
このような視点から、産業医として健診機関の皆さんへの期待を纏めてみた。
2 、健康診断の具体的実施に関して

（1）健康診断項目
一般的な健康診断において、その効果の直接的なエビデンスは非常に少ない。がん検診等で任意型検診とし
て項目が追加されるのであれば、インフォームド・コンセントに基づき実施することが適切と考える。

（2）画像診断等のダブルチェック
多くの健診機関では、当然実施されている事項であるが、明らかな胸部X線検査の見落としを経験する。画
像診断における確実なダブルチェックの実施をお願いしたい。

（3）結果の判断への考え方
・変化の視点から
基本的に当日の検査結果のみを基に判断されている場合が多い。是非、前回や前々回からの結果や画像に基
づく判定を期待する。
・結果判定のオーダーメイド化
結果判定の年齢性別などによるセグメンテーション化を進めてほしい。可能であれば、AI等を用いオーダー
メイド化についても検討してほしい。

（4）法定（労働安全衛生法令：安衛法）外の項目対する対応
人間ドック等を健保や企業の補助で受診し、その結果を本人が特に留意なく企業に提出している場合がある。
取扱いは企業側の責任であるが、医療機関としても健診結果の取扱い方への注意喚起を期待したい。
3 、企業の健康管理への支援
健康診断等から発生する就業上の措置等は、産業保健の根幹を担うものである。小規模事業所（特に50人未
満）から安衛法に基づく定期健康診断を受託した場合など、事業者を誘導し、就業に関する医師の意見を含
め対応頂くことを期待する。さらに、健康増進等を含め小規模事業所の健康管理に踏み込んで頂けることを
期待する。
4 、職場有害要因の管理への支援
中小企業の労働衛生管理では、職場有害要因対策の不十分を感じる。「特殊健康診断が適切に実施されてい
ない。」「尿代謝物等を含め特殊健診に問題があっても、再検査等の指示のみで、作業実態に踏み込んで判定
していない。」などである。健康診断というスコープからも職場有害要因管理に踏み込んで頂くことを期待
する。
5 、健康診断の科学的エビデンスの強化
継続的に受診する健康診断の健康への効果や身近な生活習慣改善による健康増進の効果などの科学的エビデ
ンスの創出を仕組みづくりを含めて期待する。
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プロフィール
1991年　産業医科大学医学部卒業
1991年　産業医科大学病院第 2 内科、神経内科で研修
1992年　筑豊労災病院内科
1993年　（株）東芝柳町工場健康管理センター

1994年　産業医科大学環境疫学修練医
1996年　日本赤十字社熊本健康管理センター
2011年　同　健康増進部長

特別企画3
産業保健における健診機関に期待される役割

共催：日本産業衛生学会
座長：廣瀬　光彦 （医療法人 オリエンタルクリニック   理事長）

SP3-3

当施設における産業保健活動

日本赤十字社   熊本健康管理センター   健康増進部長

野
の な み

波 善
よ し お

郎
今まで地域の中小企業、数十社の産業医契約および数社に保健師派遣を行っていました。活動には不十分な
点も多く健康管理面の活動に限定される、安全衛生委員会出席や巡視が少ない、事業者側の情報がもたらさ
れない、トラブル解決の役割に偏る、などの実態がありました。保健師訪問は健診後の保健指導を主として
行っていたが、別契約のため産業医との情報共有も限られ、事業所固有の問題やメンタルなどに絡むことも
難しいのが実情でした。
2019年に施行された改正安衛法の中で産業医・産業保健機能の強化が盛り込まれたことをきっかけとして、
当施設でも活動の見直しを行い「産業保健サポート契約」として医師と保健師派遣を一本化。従来の産業医
活動を尊重しつつ、保健師との連携･協力、専従の担当事務職を配置などを行っています。
保健師の役割強化としてストレスチェックの共同実施者として登録することで健康管理面だけでなくメンタ
ル管理に関与可能とし、また医師面談前後の掘り起こしやフォローも担当。記録は医師と共有し、顔を突き
合わせる形で、活動の振り返りや計画などを話し合いを実施。発展的な事業所では健康経営の計画・実施の
協力を行っています。
その結果、前述のような問題は若干ながら改善に向かい、対象企業との関わりが強まる傾向にあります。ま
た活動の中でメンタル分野の比重がとても大きいことが、健診機関の他業務とは異なる特徴となっています。
健診機関のメリット
・健診と直結：至急対応も産業医の把握および意見の反映ができる。結核など感染症予防対応も産業保健と
しての対応が迅速。
・事後管理と直結：所属医師が産業医の場合は就業措置判定など法的報告も早い。紹介者の追跡結果も都度
把握できる。
・法定外項目：がん検診項目などは事業所が把握しない場合もある。健診機関による産業保健であれば、全
把握に基づく直接のアプローチがやりやすい。
・災害対応：組織的なサポートを行うことが可能。
健診機関による産業保健の課題
・距離感：「今」「現場で」発生している問題を共有することが容易ではない。また担当者を介してアクショ
ンにつなげるまでが時間を要し、生の声を伝えにくい。
・健診登録外の対象：他社健診の対象者が含まれる場合、情報収集に手間がかかる。
・転帰情報：事業所は問題の山場が過ぎたら関心が薄れ、介入後の情報が十分に得られない。医療の質の確
保のためには、事業所内での「その後」に関するフィードバックが重要であることを理解してもらう必要が
ある。これは医療側の「やりがい」にも関わる問題。
産業医活動を深化させるためには…
事業運営として必要なビジネスパートナーとしての「位置づけ」を企業内で獲得することが重要。「今」を
共有する努力により多くの情報が寄せられるようになり、活動の幅が広がる。
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プロフィール
1985年　筑波大学医学専門学群卒業
1985年　三井記念病院　内科研修医
1987年　三井記念病院　循環器内科医員

1999年　三井記念病院　総合健診センター
2012年　三井記念病院　総合健診センター部長

特別企画4
地域の病院における健診事業への期待

共催：日本病院会
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）

SP4-1

病院併設型健診事業の現況

三井記念病院総合健診センター   センター長

石
いしざか

坂 裕
ゆ う こ

子
日本は社会環境の改善、医療の発達などにより、世界でトップクラスの長寿社会の創出に成功したが、2008
年をピークに日本の人口は減少傾向となり、同時に高齢人口の増加の継続が見込まれ、今後、数十年間続く
であろう少子高齢化社会にどのように対処していくのか、が大きな問題となっている。厚生労働省は地域包
括ケアシステムの構築を推進しており、このシステムには多種多様な要素が含まれているが、介護予防が重
要な課題の 1 つとなっている。健診の観点から考えると、減少傾向にある壮年期の世代の健康を維持し、労
働損失を少なくし、健康寿命を延ばす準備を始めること、高齢期の世代には可能な限り健康状態を保つため
の健診、指導の充実が必要となっていると考えられる。健診施設は型通りの検査を繰り返し、自動判定をし
ているだけでは健診の目的を果たすことは無理であり、受診者本人に体の状況を理解してもらい、改善する
行動を起こしてもらうアプローチが非常に重要になってきている。その 1 つの形として、2008年に特定健康
診査・特定保健指導が開始され、データヘルス計画が推進されているが、受診率・保健指導率とも目標（特
定健診 70%以上 保健指導45%以上）とは大きく乖離した状態である。健診の効果を出すためには受診率の
上昇と受診の継続が必要である。法律で定められた健診の実施者は医療保険者や自治体、企業であるが、実
際の健診を行い、受診者と関わり、指導・支援・教育を継続的に行うことができるのは健診施設である。ほ
ぼ健康であると思っている受診者の多くは、健診を受診し健診結果を気にするとともに、病気になったとき
はどうしようか？と考えている。受診者は正確な判断と適切な指示がうけられる健診施設を望んでおり、病
気になったときにはシームレスに治療につながることを望んでいる人が多い。複数の専門職がそろっている
病院での健診はそのニーズに応えることのできる最適な場所と考えられる。また健診の受診率が特に低いと
考えられる高齢者、短時間労働者、被扶養者などは居住地に近い場所に充実した健診を提供する信頼できる
病院があれば、非常に助かるのではないかと思う。一方で、病院内の健診は時に診療への支障になったり、
単独の健診センターがもつ豪華な感じ、病院らしくない雰囲気を出すのは難しく、健康な受診者が二の足を
ふむ可能性もある。人間ドック学会の施設機能評価受審施設を見ていると、健診部門もしくは病院全体が共
通した目的をもって健診という一部署を作り上げていく意識があれば、そこは必ず乗り越えられる部分であ
ると感じている。さらに健診施設には受診者のあらゆる情報が集まるところであり、その情報をしっかりと
まとめることで、保険者のみならず、診療部門や介護部門への貢献が可能になると考えられる。
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プロフィール
1992年 3 月　東京女子医科大学　卒業
1992年 4 月　東京女子医科大学病院　消化器内科　入局
1998年 6 月　東京女子医科大学病院　消化器内科　助手
1999年　　　大阪大学　微生物学教室　非常勤講師　
2002年 4 月　医療法人綮愛会石川病院　入職　　
2002年 4 月　医療法人綮愛会石川病院内科　医長

2005年 2 月　医療法人綮愛会石川病院　副院長
2010年 4 月　医療法人綮愛会石川病院　理事長 病院長
※2013年 4 月より、社会医療法人石川記念会　HITO病院 へ名称変更
2019年 4 月　 社会医療法人石川記念会　理事長・石川ヘルスケアグルー

プ　総院長

特別企画4
地域の病院における健診事業への期待

共催：日本病院会
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）

SP4-2

地域の病院における健診・予防医療
の重要性

社会医療法人石川記念会   HITO病院   理事長

石
いしかわ

川 賀
か よ

代
当院のある四国中央市は、人口86,000人、市内の従業者数は松山市についで、県内で二番目に多く、6 割が紙・
紙加工製造業であり、15年連続して製造品出荷額日本一である。コロナ禍においても紙加工製造業の景気は
好調であり、2021年 1 月時点においても、有効求人倍率1.49倍と全国平均を上回り、また、勤務形態につい
ては、 3 交代勤務が大半を占めており、年 2 回の健診が法的に求められている。市内の人口減少と比較して
も、従業者数は減少しておらず、今後も需要が見込まれる。当院の総合健診センターStepは、医師 3 名（常
勤 2 名、非常勤 1 名）、看護師、放射線技師、臨床検査技師、事務職員を含めた22名の体制で運営している。
第三者評価として、人間ドック施設機能評価、およびISO9001の外部評価を受け、精度管理を行っている。
総合健診センターの年間の受診者数は、企業数831社、延べ17,000人の受け入れを行っている、内訳は、事
業主健診が60％、生活習慣病健診16％、 1 日ドックが14％であり、受診者数は年々増加、増収であったが、
2020年度は新型コロナウイルス感染症の影響で、受診数は増加となったが、内視鏡検査の制限により減収と
なった。健診事業の目的は、受診者が、健診を通じて自らの健康に対しての意識を高め、健康増進に前向き
に行動変容を起こすきっかけとなる事である。今後、定年制の延長により、退職年齢が引き上げられ、健康
で長く働ける身体づくりが求められる。常に自らがデータを携帯し、確認出来る事を目的とし、2018年から
健診データをスマートフォンで管理が可能なアプリを導入。2021年 4 月時点で、登録者数1000名、今年度よ
り、全ての受診結果をスマートフォンやタブレットに配信、自らがPHR（Personal Health Record）を活用
出来る環境を整える事により、サービスの向上と、ペーパレス化などの経費削減に寄与している。また、糖
尿病の疑いがある受診者に対して、アプリを用い、AI管理栄養士が食事や運動のアドバイスを行う取り組
みも今年度開始予定である。メンタルヘルスを含めた産業医の活動もセンターの重要な使命である。現在、
委託契約を受けている企業は39社となる。コロナ禍により、対面での対応が困難となり、産業医のオンライ
ン面談が開始され、双方の時間や場所に縛られずに実施が可能となった。今年度は、オンラインでの職場巡
視も検討中である。地域における健診事業の役割は年々増加し、企業における健康経営の意識も向上してい
る。従業員の高齢化に伴い、自身の健康保持が重要となる時代において、いかに予防・未病へつなげていく
のか、ICT等も活用し、時代の変化を捉えた対応が求められる。
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プロフィール
1980年　 日本医科大学卒
1986年　 金沢大学大学院医学専攻科卒（医学博士）。金沢大学第 2 外科

助手を経て、
1992年　 恵寿総合病院外科科長
1993年　 同病院長（2008年退任）
1995年　 特定医療法人財団董仙会（2008年11月より社会療法人財団に改

称、2014年創立80周年）理事長
2011年　 社会福祉法人徳充会理事長併任

専門は消化器外科。公益社団法人全日本病院協会副会長、日本社会医療
法人協議会副会長、日本専門医機構理事、サービス産業生産性協議会

（SPRING）幹事、石川県病院協会副会長、七尾商工会議所副会頭ほか。
現在、厚生労働省において社会保障審議会医療部会委員、医道審議会で
医師臨床研修部会・看護師特定行為研修部会委員、医療従事者の需給に
関する検討会医師分科会委員などを務める。

特別企画4
地域の病院における健診事業への期待

共催：日本病院会
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）

SP4-3

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

社会医療法人財団董仙会   恵寿総合病院   理事長

神
か ん の

野 正
まさひろ

博
　われわれ医療機関ばかりではなく、介護事業者、生活支援事業者が絶えずその質の指標として評価するす
るものに、QOL（ Quality of Life ）がある。ここでのLifeに様々な意味と思いが内在するように思われる。
　すなわち、医療従事者、特に医師や急性期医療にかかわる看護師にとってのLifeは「生命」であろう。救
命すること、そして病気を治すために生命科学の分野としての生化学、生理学、薬理学から分子生物学、遺
伝子レベルの研究までを探求する。一方、一般国民にとって、また慢性期医療や介護従事者にとってのLife
は「生活」に他ならない。同じLifeであっても、その対象に大きな谷があることを理解すべきだろう。医療
介護連携等での、お互いの理解不足からくる患者にとっての優先項目の違いの乖離はここに起因するもので
あろう。
　そこで、Lifeを「人生」とする。人が生まれてから死ぬまでの「人生」という時間軸で考えると、医療も
介護も、当然の日常生活がそこにあり、それらをいかにつなげていくかがQOLの本質として気付くことが
できるに違いない。
　われわれ多くの病院は、病院（特に、急性期医療）後をいかに面倒みよく、シームレスな連携を行うかに
腐心してきた。そこでは、MSWや調整看護師が活躍し、昨今ではオンラインも含めて調整のための会議を
開催してきた。
　しかし、病院の前となる未病、予防に関しては、病院の独立した健診部門、ないしは健診機関によること
が多く、二次検診の結果、治療の対象と判定されてはじめて病院医療の出番となっていた。時は、高齢社会
である。病院で治療した高齢者が生活に戻っても、また再び心不全等の慢性疾患の憎悪や他傷病で病院に搬
送されることが多くなった。すなわち、病院後のフォローの延長線で病院前になることも多々見られること
になる。
　このように考えると、病後のフォロー、病前の未病、予防の垣根なく、患者の人生、すなわち生活情報を
把握しチェックし、病院では、最短の期間で最良の治療を施す体制作りが必要になるだろう。
　このような考え方で、恵寿総合病院では、2017年より個人の診療情報・健診情報などを電子記録で本人が
取得・活用する仕組みであるPHR（ Personal Health Record ）を導入した。これは、健診結果と判定はも
とより、病院における診療情報として、傷病名、手術・処置内容、処方、血液・尿検査データ、画像（DICOM
データ）、予約情報、透析記録などを希望する患者はスマホやPCで閲覧可能となるものである。これによっ
て患者本人の責任の下で家族やかかりつけ医、その他健康管理者と情報共有できるのである。
　このような情報管理とともに、病院自らも、あるいは他のヘルスケア事業者と連携して未病、生活支援分
野のサービスを模索することは、今後人口減少時代に病院が取り組む戦略として重要であると確信する。
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プロフィール
2004年 3 月　山口大学医学部卒業
2004年 4 月　関門医療センター 初期研修医
2006年 4 月　山口大学医学部附属病院 先進救急医療センター
2008年10月　奈良県立医科大学附属病院 感染症センター医員
2010年 4 月　市立奈良病院 感染症科 医長
2012年 4 月　国立国際医療研究センター 国際感染症センター フェロー

2013年10月　同 国際感染症センター 医員
2015年 4 月　同 国際診療部 副部長（併任）
2018年 1 月　同 国際感染症センター 国際感染症対策室医長
2021年 7 月　大阪大学医学部医学科 感染制御学講座 教授
　　　　　　大阪大学医学部附属病院 感染制御部 部長

特別企画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   副院長）

SP5-1

COVID-19の臨床像

大阪大学 大学院医学系研究科 感染制御医学講座 教授

忽
く つ な

那 賢
さ と し

志
新型コロナウイルス感染症の潜伏期は14日以内であり、多くの症例が曝露から概ね 5 日で発症する。多くの
有症状者で発熱、呼吸器症状（咳嗽、咽頭痛）、頭痛、倦怠感などのインフルエンザ様症状がみられる（た
だし鼻汁や鼻閉の頻度は低いと考えられる）。下痢や嘔吐などの消化器症状の頻度はメタ解析では下痢
13%、吐き気/嘔吐10%、腹痛 9 ％となっており、SARSやMERSよりも少ないと考えられる。臨床症状はイ
ンフルエンザや感冒に似ているが、嗅覚異常・味覚異常をみられることがあるのが特徴である。10の研究を
対象にしたメタアナリシスでは嗅覚障害、味覚障害の頻度はそれぞれ52%、44％であった。インフルエンザ
様症状に加えて、嗅覚異常・味覚異常があれば、新型コロナウイルス感染症の可能性が高くなるかもしれな
い。また経過が特徴的であり発症から 1 週間程度は軽症のことが多いが、一部の症例では発症から 1 週間程
度で酸素投与が必要となり、さらに重症化する事例では10日目以降に集中治療室に入室という経過を辿る、
というのが典型的な経過である。中国での44672人のデータによると、81%が軽症（肺炎がない、もしくは
軽度）、14％が重症（呼吸困難、低酸素血症、24-48時間以内に肺炎像が肺面積の50％以上を占める）、 5 ％
が最重症（呼吸不全、ショック、多臓器不全）であった。新型コロナウイルス感染症の入院患者レジストリ
COVIREGI-JPでは、併存疾患がない症例と比較し腎機能障害、肝疾患、肥満、高脂血症、高血圧、糖尿病
を有する症例は入院後に重症化する割合が高い傾向にある。また併存疾患がない症例と比較し、心疾患、慢
性肺疾患、脳血管障害、腎機能障害を有する症例は死亡する割合が高い傾向にあり、重症化因子と死亡因子
は異なる可能性があることが示唆されている。また、60歳以上の基礎疾患のない患者の致命率は3.9%であっ
たのに対し、60歳以上の基礎疾患のある患者の致命率は12.8%と高く、高齢者かつ基礎疾患のある患者で特
に死亡リスクが高いこと、および年齢が高くなるほど致命率は高くなることが分かっている。急性期を過ぎ
た後も症状が遷延することも明らかになってきた。イタリアからの報告では、新型コロナウイルス感染症か
ら回復した後（発症から平均 2 ヶ月後）も87.4%の患者が何らかの症状を訴えており、特に倦怠感や呼吸苦
の頻度が高かったという。フランスからは、脱毛、記憶障害、睡眠障害、集中力低下といった症状も後遺症
として報告されている。日本からも同様の報告があり、新型コロナから回復した63人に電話インタビューを
行ったところ発症から60日経った後にも、嗅覚障害（19.4%）、呼吸苦（17.5%）、だるさ（15.9%）、咳（7.9%）、
味覚障害（4.8%）があり、さらに発症から120日経った後にも呼吸苦（11.1%）、嗅覚障害（9.7%）、だるさ（9.5%）、
咳（6.3%）、味覚異常（1.7%）が続いており、また急性期には見られなかった脱毛の症状が24％でみられた。
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学歴
1991年聖路加国際大学卒業
1997年米コロンビア大学公衆衛生大学院修了

職歴
1991年－1992年, 1997年－2000年　聖路加国際病院看護部勤務
2001年－2003年 3 月　 日本看護協会出向 感染管理認定看護師教育専門

課程　専任教員
2002年10月－現職

資格認定
2003年12月Certification Board of Infection Control and Epidemiology

（CBIC：病院感染管理および疫学認定委員会、本部米国）CIC（感染管

理認定資格）取得、以後 5 年毎に更新

審議歴
厚生労働省　厚生労働省  厚生科学審議会専門委員　（2019年-現在）
日本環境感染学会理事（2011年 ‐ 2012年、2017年 ‐ 2021年）など

著書
・基礎から学ぶ医療関連感染対策　改訂第 3 版　南江堂　2019年
・感染対策40の鉄則　医学書院　2016年
・ 感染予防のためのサーベイランスQ&A　日本看護協会出版会　2010

年
・感染予防,　そしてコントロールのマニュアル MEDSi 2020年（監訳）
・病院での感染症をどう予防するか　西村書店　2017年（監訳）

特別企画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   副院長）

SP5-2

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

聖路加国際病院   QIセンター   感染管理室   マネジャー

坂
さかもと

本 史
ふ み え

衣
新型コロナウイルス感染症（COVID-19）は、症状出現前から感染性を発揮し、症状が非特異的なうえに、
特に発症初期は軽微であることが珍しくないため、早期発見と対応が困難な感染症である。医療機関や介護
施設での集団感染（クラスター）の数は2020年10月以降、全国で急増しているが、無症状あるいは軽微な症
状の職員や患者が発端となった事例も多い。本講演では、COVID-19の院内感染を防ぐために行うことが勧
められる以下を含む対策について解説する。

1 ．日常的な標準予防策の実施
〇マスクをはじめとする個人防護具の活用
〇飛沫やエアロゾルへの曝露予防
〇手指衛生
2 ．疑似症患者の早期発見と対応
3 ．疑似症・確定患者からの二次感染予防
〇病床管理
〇ゾーニング
〇個人防護具の選択と安全な着脱
〇入室機会の制限
〇濃厚接触者からの二次感染予防
4 ．職員から職員・患者への二次感染防止
〇啓発
〇有症状者の発見と対応
〇ハイリスク空間の管理
〇行動制限に関する考え方
〇就業停止の条件、期間、復職の条件
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プロフィール
1995年：聖マリアンナ医科大学卒業。同、放射線医学入局。
1999年： メリーランド大学　ショック・トラウマセンター画像診断部と

ワ シ ン ト ンDCに あ るAFIP（Armed Forces Institute of 
Pathology）胸部部門にて短期研修。

2004年： メリーランド大学　ショック・トラウマセンター画像診断部、
リサーチフェロー。

2005年：聖マリアンナ医科大学、救急医学へ。
2008年：同　救急医学　講師、救急放射線部門　部門長
2021年： 同　DHCC（デジタルヘルス共創センター）副センター長を兼

任。現在に至る。専門は救急、外傷画像診断。

特別企画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   副院長）

SP5-3

COVID-19肺炎の画像診断と健診、
そしてAI・・・

聖マリアンナ医科大学   救命救急センター   医長

松
まつもと

本 純
じゅんいち

一
COVID-19患者全体でみた場合、肺炎にまで至る症例は恐らく少ないものの、重症例では肺炎の存在、そし
てその管理が問題となる。肺炎の正確な頻度は明らかではなく、PCR検査よりも早く結果が出るとはいえ、
胸部CTをどのように用いるかについては、地域の感染症の広がり具合や時期、施設の状況によっても異なる。
ただ、CTが既に撮られている状況で考えれば、初期の段階で特徴的な肺炎像が捉えられた場合には、診断
価値は高く、健診とはいえ、画像診断に関わる者は、特徴的画像所見について理解しておく必要がある。画
像所見は、症状発現からの時期により、範囲だけでなく、見え方も異なることが多く、画像上は、「症状発
現からから何日目っぽいな」、ということが推察できることは多い。画像所見からは、活動性もある程度評
価できるが、初回のCT所見だけでは、増悪を予測することは難しく、また、デルタ変異株症例では画像所
見も病状も進行が速い印象があるが、この点については、今後明らかになってくることと思われる。本講演
では、COVID-19肺炎のCT画像所見につき、初期像から治癒後の変化まで解説するとともに、臨床実装され
始めたCOVID-19肺炎CT診断補助としてのAIについても触れる。
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ANA（全日本空輸株式会社）に客室乗務員として入社。
ANA在職中は主に国際線を乗務し、日中閣僚会議チャータ便、IMF総
会フライトなどVIPフライトも経験。人事インストラクターとして新入
社員の育成に寄与。
その後、ANA販売本部法人販売部配属となり、電機業界を担当。客室

乗務員職のみならず、企業契約、販売促進等、営業活動に従事。
2007年よりANAビジネスソリューション株式会社（旧ANAラーニング）
の講師として数多くの企業、医療機関等の研修、講演を実施するととも
に、中国・米国における接遇マナー研修はじめ、外国人対象の研修も担
当している。

特別企画6
チームで伝える安全とおもてなしの心
　

共催：日本人間ドック健診協会

SP6

チームで伝える安全とおもてなしの心
ANAビジネスソリューション株式会社   講師

菊
き く ち

池　佐
さ え

惠
　
　医療業界と航空業界は類似性があると考えています。それは、絶対の安全と安心が求められる業界である
ということ。そして専門性の高いスタッフが集まり、チームで仕事をしているということです。
　ご利用者様から好印象を持っていただくためには、その場にふさわしい、身だしなみや言葉遣い・立ち居
振舞いが必要です。
　今回の研修では健診現場におけるサービスの品質向上のための「接遇＝おもてなし」の重要性を再確認し、
より高いサービスを提供するための基礎について学んでいただきます。
　すでにご存知の内容もあるかもしれませんが、よい機会ですので今一度振り返ってみてください。
　ANAがこれまで培ってきた「接遇力」、「コミュニケーション力」を是非皆様の日々の業務にお役立てく
ださい。
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プロフィール
1996年　 埼玉医科大学短期大学卒業
1996年　 埼玉医科大学病院　中央検査部　生理機能検査室入職
2001年　 埼玉医科大学病院　健康管理センター（現　予防医学センター）

勤務

2014年　 埼玉成恵会病院　検査科　勤務
2016年　 埼玉医科大学病院　健康管理センター（現　予防医学センター）

勤務

特別企画7
乳腺超音波スクリーニング検査における留意点

協力：埼玉医科大学病院予防医学センター
座長：足立　雅樹 （埼玉医科大学病院予防医学センター   客員教授）
　　　清水　正雄 （埼玉医科大学病院予防医学センター   講師）　　

SP7-1

当施設での乳腺超音波検査

埼玉医科大学病院予防医学センター   臨床検査技師

永
えいしま

島かおり
近年、健康維持・増進の観点から食生活や運動などの生活習慣について興味が高まっています。さらに病気
の予防や早期発見・早期治療の意識の高まりから人間ドック受診者数は増加傾向にあります。女性が関心を
持たれる検査には、乳がん検診と子宮がん検診が上げられます。特に乳がん検診は、他のがん検診よりもが
ん発見率が高く、若年者にも発見されることがあることから関心が高まっていると考えられます。住民検診
の乳がん検診ではマンモグラフィ検査が行われていますが、人間ドックにおいてはマンモグラフィと乳腺超
音波検査を実施している施設も多いと思います。それぞれの検査に利点と欠点があることから、当施設では
原則的に両方の検査を実施しています。超音波検査の欠点として、検者の技術差が上げられます。当施設で
は、技術差を少なくするための取組みの一つとして、検査時の手順を統一しています。この取り組みにより
見落としを減らすだけでなく、検査時間の短縮にもなっています。今回は当施設での乳腺超音波検査のスク
リーニング法と気をつけている点をご紹介するとともにマンモグラフィを併用しての検査時の注意点なども
ご紹介させていただきたいと思います。
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昭和54年　東邦大学理学部化学科卒業
昭和54年　臨床検査技師資格所得
　　　　　埼玉医科大学付属病院中央検査部勤務
昭和60年　埼玉医科大学総合医療センター中央検査部配属
昭和63年　臨床工学士資格所得
平成14年　埼玉医科大学病院中央検査部配属
平成20年　埼玉医科大学国際医療センター中央検査部配属
平成27年　埼玉医科大学保健医療学部健康科学科准教授

平成28年　 埼玉医科大学保健医療学部臨床検査学科准教授（学科名称変
更）

日本臨床衛生検査学会会員
日本超音波医学会会員
日本乳腺甲状腺超音波医学会会員、幹事
日本超音波検査学会会員

特別企画7
乳腺超音波スクリーニング検査における留意点

協力：埼玉医科大学病院予防医学センター
座長：足立　雅樹 （埼玉医科大学病院予防医学センター   客員教授）
　　　清水　正雄 （埼玉医科大学病院予防医学センター   講師）　　

SP7-2

乳腺超音波検査における検査の注意
点と検査所見取りの注意点

埼玉医科大学保健医療学部   准教授

来
き し の

住野 修
おさむ

　近年国民の健康に関する興味が増し、健診やドックを受診する方が増加傾向にありその中でも、乳がん検
診はピンクリボンの活動の成果、各種マスコミの影響もあり増加していると考えます。乳腺の代表的な検査
がマッモグラフィと超音波検査でありますが、今回、乳腺超音波検査について検査の注意点と所見取りの注
意点について私共の考えを述べさせていただきたいと思います。
　検査の注意点としては昔から乳房全体を見落としなく検査すると言われてきましたが、具体的には何処か
ら何処までを指すのか？、探触子の当て方は、皮膚に垂直に当てるとは？など具体的な方法を提示したいと
考えております。
　内容としては下記の項目について提示したいと思います。
1）検査の注意点
①検査全体
②検査範囲
③探触子の当て方
④画郭の大きさ
④その他
2）検査所見取りの注意点
①縦横比
②前方境界基線断裂
③境界部高エコー帯
④石灰化
⑤その他
3）動画の併用のついて
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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）

CP1-1

健診・医療機関で働く女性職員のた
めの健康管理

日本赤十字看護大学   看護学部   准教授

吉
よしかわ

川 悦
え つ こ

子
2019年労働力調査によると、女性雇用者のうち23.2%が「医療・福祉」分野で働いており、女性総雇用者数
の中では最も多い産業分野となっている。また、医療・福祉分野における雇用者数では76.8%が女性であり、
看護師や歯科衛生士の女性比率は 9 割以上とほぼ女性が占めている。医療・福祉分野の雇用者数は年々増
加しており、成長産業といえる一方、慢性的な人手不足が生じている。日本看護協会の病院看護実態調査（2020
年）によると、正規看護職員の離職率は11.5%とほぼ横ばいであった。離職理由として、「妊娠・出産」「自
身の健康状態」「子育て」があげられており、ワークライフバランスや自身の健康状態によって就業継続が
困難となっていることが明らかとなった。
少子高齢社会を背景に医療・福祉分野の需要はますます高まることが予想されているため、質の高い医療保
健サービスの提供を維持するためには、この分野で働く労働者が健康で安全に働き続けることができる職場
環境の形成や良い職場風土の醸成が喫緊の課題といえる。これらの課題に対して、医療分野では医療従事者
の勤務環境改善に向けて医療勤務環境改善マネジメントシステム指針（2014年）が示され、都道府県単位で
の普及促進が図られている。日本看護協会は「看護職の健康と安全に配慮した労働安全衛生ガイドライン：
ヘルシーワークプレイス（健康で安全な職場）を目指して」を公表し（2018年）、生涯を通じて安心して働
き続ける環境づくりを推進している。また、日本産業衛生学会は2018年に公表した「働く女性の健康確保を
支援するために」の提言の中で、医療・福祉産業に従事する労働者の作業関連関連疾患の実態把握に基づく
予防対策や、母性保護対策の強化、妻や母として多重役割を担う女性労働者の効果的な過労防止対策の検討
の必要性を指摘している。
健診・医療機関で働く女性職員には、医師、保健師・看護師、検査技師、栄養士、事務職員等が含まれ、職
種により安全・健康リスクが異なる点はあるものの、主要なものとして（1）生物学的要因による感染リスク、

（2）消毒薬や特定化学物質等の取り扱いや電離放射線業務等、化学的・物理的要因による職業性疾病（3）
移乗・移動介助や健診介助動作を含め、業務による作業姿勢など人間工学的要因による筋骨格系障害リスク、

（4）対人サービス業，責任の重さ，チーム作業による心理社会的要因リスクがあげられる。これらの安全・
健康リスクに対する女性職員への対策は、生物学的性差と社会学的性差を考慮しつつ、結婚・妊娠・出産と
いったライフステージごとの課題やワークライフバランスを含めた包括的な視点で考えることが重要である。

プロフィール
2002年 東海大学大学院健康科学研究科看護学専攻（産業看護領域）修
了後、NTT東日本首都圏健康管理センタ保健師としての実務経験を経
て、2006年 公益財団法人労働科学研究所（現大原記念労働科学研究所）
研究部研究員として看護労働に関する研究に従事。四日市看護医療大学
助教、東京有明医療大学講師を経て、2017年より現職。専門は産業看護

学。現在、参加型アプローチを用いた職場環境改善の実装に関する研究、
がん就労両立支援、新型コロナウイルス感染症における積極的疫学調査
に関する教育資材開発に関する研究等に従事。2015年聖路加国際大学大
学院看護学研究科修了 博士（看護学）。
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プロフィール
2001年　産業医科大学医学部卒業
2007年　産業医科大学大学院医学研究科卒業
2009年　自治医科大学保健センター講師

2015年　自治医科大学保健センター准教授
2019年　自治医科大学保健センター教授

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）

CP1-2

健診・医療機関における産業保健活動

自治医科大学   保健センター   センター長

小
お が わ

川 真
まさのり

規
産業保健活動は、労働安全衛生法によってすべての職場に求められるものであり、医療機関においても例外
ではない。以前は、医療従事者は健康のプロであるがゆえ、『自分の健康は自分で守（る）れる』とみなさ
れる風潮があり、自分で管理することが求められたこともあったようだが、近年は、多くの医療機関で、医
療従事者の健康を守る活動が行われつつある。演者が代表世話人を務める日本産業衛生学会医療従事者のた
めの産業保健研究会が2020年に関東の医療機関に実施したアンケートでも、産業医の選任率は100%であり、
衛生委員会の開催も95%の医療機関で行われていた。規模によらず産業保健活動が浸透しつつあることが伺
えたが、活動内容は法定項目、感染症対策が中心で、課題は残されている。医療従事者は、様々な健康を脅
かす要因に囲まれて働いている。針刺し、血液汚染、病原微生物などの生物的要因、抗がん剤、消毒薬、有
機溶剤などの化学的要因、重量物、放射線などの物理的要因、ハラスメント、暴力、人間関係などの対人的
要因、長時間労働、交代勤務、緊張感などが挙げられる。職員が健康を維持するには、これらの因子をコン
トロールして行く必要があるが、これら有害要因の中には、個人のみでの対応には限度があるものもあり、
組織での対応が必要となる。組織としての対応が産業保健活動である。組織が、働いている人の健康に関心
が薄いと医療従事者の健康度は上がりづらい。逆に組織的に対応することによって、医療従事者の集団とし
て健康度が高まると、職場が明るくなり、働きやすい職場形成がされ、仕事の効率化、ひいては医療の質の
向上にもつながり、働いている人患者双方へのメリットにつながっていく。つまり、医療従事者、患者双方
に恩恵がもたらされる。医療機関における産業保健活動を大きく分けると『患者とのかかわりが弱いもの』
と『患者とのかかわりが強いもの』と分けられる。前者は、化学的因子、生物的的因子、職員間ハラスメン
ト対策や健康診断などが挙げられる。後者は、患者からの暴言・暴力対策、長時間労働対策などが挙げられ
る。メンタルヘルス対策は、両方に関わるものであろう。患者とのかかわりが弱いものは、医療機関内で完
結できることが多いため、意欲、予算があれば比較的対策は進めやすい。一方、患者とのかかわりが強いも
のは、患者という医療機関のみでは、コントロールできない要因が絡んでくるため、対策が難しいことが多
い。現在、課題となっている長時間労働はその最たるものであろう。本発表では、演者自身が医療機関にけ
る産業保健活動に従事しており、日々困難に思うことも多い。自身の産業保健活動を通じた現状と課題、そ
して演者らが関東の医療機関に対して実施してきた産業保健に関する調査の概要を示し、調査からみた医療
機関における産業保健活動の概要および今後について話してみたい。
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プロフィール
1982年　大阪市立大学大学院医学研究科修了
1982年　大阪ガス株式会社産業医、健康開発センター健康管理医長
2006年　特定非営利活動法人健康経営研究会理事長
2006年　大阪ガス株式会社人事部健康開発センター統括産業医
2008年　大阪経済大学人間科学部科客員教授
2010年　大阪市立大学医学部客員教授
2014年　プール学院大学教育学部教授
2017年　女子栄養大学大学院客員教授

2020年　大阪ガス株式会社人事部Daigasグループ健康開発センター顧
問その他、厚生労働省、文部科学省、経済産業省、スポーツ庁などの委
員会委員歴任。
現在：経済産業省「健康・医療新産業協議会　健康投資WG」委員、健
康長寿産業連合会理事、大阪府医師会健康スポーツ医学委員会委員長、
大阪商工会議所メンタルヘルスマネジメント検定委員会副委員長、他。
著書：「健康経営推進ガイドブック」（経団連出版）、「なぜ健康経営で会
社が変わるのか」（共著）（法研）、他。

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）

CP1-3

健診・医療機関における健康経営の
重要性

特定非営利活動法人   健康経営研究会   理事長

岡
お か だ

田 邦
く に お

夫
はじめに　技術革新により社会とともに働き方も劇的な変化を遂げつつある。さらに、COVID-19パンデミッ
クは、新しい生活様式や働き方改革を一気に進めたが、一方では、社会経済の停滞と相まって、医療機関は
極めて深刻な状況に陥った。健康経営は、企業経営としての利益創出と働く人の健康を両立させることで、
企業価値の創造と働く人の健康確保を目的とする投資として位置づけられる。ここでは、すべての組織が、
経営戦略として働く人の心身の健康づくりに取り組むことが、VUCAの時代に必要かつ重要であることを述
べてみたい。健康経営とは　1995年高齢社会対策基本法が成立し、その前文には、我が国の将来の人口構造
が大きく変化し、その対応に残されている時間は極めて少ない、と記載された。生産労働人口減少の影響に
ついて、産業保健の立場からは、長時間労働、ハラスメント等に起因する労働環境病が喫緊の課題である。
2006年設立した健康経営研究会による健康経営の定義は、労働者の健康づくりを、コストではなく投資とす
る経営戦略が必要である、としている。SDGsは、「誰一人取り残さない」地球を創造するための多くのゴー
ル、ターゲット、指標が定めている。同様に、持続可能な組織のために健康経営優良法人認定基準が作成さ
れた。一定の基準を満たせば、健康経営優良法人と認定され、企業価値の向上に寄与し、経営者のインセン
テブとなる制度である。健診・医療機関における健康経営の推進　COVID-19パンデミックは、医療崩壊の
危機を招き、医療機関の疲弊と崩壊の危機を招いた。その結果、健診・医療機関で働く人の健康をも脅かす
ことになり、さらにCOVID-19の重症化因子として、糖尿病、高血圧、心臓病、等が挙げられ、従来の健康
づくりが極めて重要であることが再認識された。すなわちSyndemicについて理解する必要となったのであ
る。感染症対策が今後すべての医療機関において重要課題となり、その重症化因子であるNCDなどの免疫
機能に影響を及ぼす健康問題を経営課題として真摯な取り組みが今まで以上に必要になってきた。健康経営
は組織の健康とその構成員である人の健康の両立を求めているが、それは、組織の成長と社会の成長を促す
大きな推進力となるからである。医療の専門職が、その組織の健康と自らの健康を保持することは、経営者
の推進力のもとにしっかりと風土醸成をしていかなければならない。検診・医療機関でその専門的な業務を
遂行するためには、つまり、経営上のリスクを回避するためにも、そこで働く人の健康を経営的視点でとら
えなければならないことがさらに強調されることになった。　働き方改革は、COVID-19によって一気に加
速されたが、社会的不適応に基づく健康問題も発生している。このような問題を最小限にするためにも健診・
医療機関は率先して健康経営に取り組むことが求められているといえる。
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委員会企画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2021」
　

座長：新　　智文 （健診施設機能評価・支援事業委員会   副委員長／JA北海道厚生連   帯広厚生病院   副院長）
　　　村田　雅彦 （健診施設機能評価・支援事業委員会   副委員長／秋田赤十字病院   健診部   部長）

　
　機能評価事業は健診施設の質の向上と施設の質の担保を目的に2004年から開始され、ほぼ 5 年ごとに改訂
を行いながら現在はVer4.0で行っています。Ver1.0の期間に受審・認定された226施設から始まり、現在の
認定施設数（2021年 5 月現在）は391施設となっています。
　機能評価事業としては少しでも多くの施設に受審していただき、健診施設全般の質の向上に貢献したいと
考える一方で、委員会内の議論として多くの健診施設に機能評価の目的、事業自体が広く伝わっているのか、
また機能評価委員会には好事例も含め施設の情報が集まっているが、それが活かされていないのでは、とい
う問題提起がありました。
　これらを受け、2014年に表彰制度を作りました。2013年度に機能評価を受審した施設から優秀な取り組み
を行っている施設を選び、第55回日本人間ドック学会（福岡2014年）において 1 回目の表彰式を行い、この
制度は現在も続いています。現在は機能評価項目の中で優れた取り組みをしている部分がある施設（優秀賞）
と新規受審施設の受審への優れた取り組み（新規賞）となっています。さらに、これらの表彰施設おける実
際の取り組み事例を発表していただき、施設の情報交換の場を作り、機能評価委員会からの情報も提供する
場として企画したのが、第59回日本人間ドック学会（新潟2018年）から開始した特別企画「受けてよかった
機能評価」です。
　今回は 4 回目の「受けてよかった機能評価」となります。第 1 部は委員会からの情報提供、第 2 部は2019
年度、2020年度に機能評価委員会で審査した117施設から選ばれた 5 施設の表彰施設のうち 4 施設から施設
の取り組みについて発表していただき、意見交換を行います。
　健診施設はいろいろな状況から、どこでも同じ、ということはなく、各施設は工夫をしてより良い健診の
実施に努力されています。「受けてよかった機能評価」から、日本中の施設に参考になる情報が発信でき、
施設の質の向上に少しでも役立つことを願っています。

第1部　委員会報告
演者：CP2-1　�2020年度事業報告
　　　　石坂　裕子 （ 健診施設機能評価・支援事業委員会 委員長／三井記念病院総合健診センター センター長）

第2部　認定施設発表
演者：CP2-2　�情報の提供体制の構築について
　　　　小西　久子 （ 公益財団法人加古川総合保健センター）

　　　CP2-3　�職員の健康管理　～健康経営の取り組み～
　　　　杉田　裕美 （ 医療法人   畏敬会   府内健診センター）

　　　CP2-4　�中規模一般病院組織内健診室における機能評価認定取得に向けた取り組み
　　　　林　　秀樹 （ 医療法人   林病院）
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プロフィール
1990年　静岡県立厚生保育専門学校保健学科卒業
1990年　浜松医療センター

1997年　社会福祉法人聖隷福祉事業団保健事業部
2019年　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

委員会企画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）

CP3

聖隷福祉事業団保健事業部における
保健指導品質管理の実際

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

中
なかにし

西 湖
こ ゆ き

雪
【はじめに】聖隷福祉事業団保健事業部は、現在年間約65万件の各種健康診断を実施する健診機関である。
2008年度より特定健康診査および特定保健指導が導入されて、保健指導に結果を出すことが求められるよう
になった。これを機に質の高い保健指導サービスを安定的に提供でき、その品質についても充分に確保され
る組織づくりの必要性を感じ、保健指導サービスマネジメントシステムを導入し現在も継続している。【品
質管理システム】システムを構築するために「品質管理基本方針」を定め、「品質管理マニュアル」を作成し、
品質管理目標項目と過去の実績を調査して各項目の目標値を定めた。さらに、これらの効果を評価するため、
年に 1 度内部監査を実施してPDCAサイクルを回し、現在までに13回実施している。最近の内部監査では各
職場の教育や活動の成功事例を共有する場にもなっている。個人と組織がどのように成果を実感しているの
か、内部監査の様子を映像で紹介する。【教育体制】組織性はコンピテンシー、専門性はキャリアラダーを
用いて教育体制を構築し、階層別に各種研修を実施している。専門性である保健指導のスキル向上のため最
も基本的な「保健指導基礎研修」では講義とロールプレイを組み合わせてフィードバックしている実際の様
子を映像で紹介する。【保健指導の実際】保健指導サービスを「利用者の健康の実現を支援するために実施
している専門職による保健指導全て」と定義づけており、健診当日にも血圧、体重、腹囲、生活習慣、過去
の受診状況等の情報を基に保健指導を提供している。2020年は人間ドック当日の保健指導実施率が新型コロ
ナウイルスの流行により低下した。しかし、このような時だからこそ保健指導を提供するために2020年10月
から健康診断の個人結果報告書の裏面に個人の健診結果のリスクに応じて★マークを 1 ～ 3 つ印字しQR
コードから保健指導をパワーポイント動画で閲覧できるようにした。2019年度からトライアル的に行ってい
た遠隔特定保健指導も実施件数が伸び、産業保健においては遠隔での保健指導や講演が主流となり、事業所
から高い評価を受けている。【今後の展望】保健指導も時代に合った方法で提供する必要がある。新しい生
活様式に応じた保健指導を提供するために先駆的で柔軟な、例えばAI等あらゆる社会資源を活用して一人
ひとりが健診結果を自分事として捉えられるような仕掛けや仕組みを考えていきたい。【最後に】保健指導
サービスを提供する専門職一人ひとりを育成するために忘れてはならないのが「人は急には育たない」とい
うことである。各種研修の立案から実施、評価やWG活動を継続するには多くの時間とエネルギーを要する。
継続していくためには、看護部門だけでなく、組織の理解を得て、組織全体で保健指導の品質管理における
仕組みづくりが不可欠である。
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2000年　長野県看護大学看護学部看護学科卒業
2000年　東京慈恵会医科大学附属病院入職　消化器外科病棟配属
2003年　同上　救急部配属
2007年～現在　 東京慈恵会医科大学附属病院　予防医学センター　新橋

健診センター配属
2013年～2020年　日本人間ドック健診協会保健看護職委員会委員

2016年　 東京慈恵会医科大学大学院医学研究科看護学専攻修士課程地域
連携保健学入学

2018年　同上修了
2020年　 日本人間ドック学会　健診保健師・看護師の育成に関する検討

委員会委員

委員会企画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   副院長）

CP4-1

健診看護職のやりがい

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

佐
さ と う

藤さとみ
受診者さんが思う、受けてよかった、とはどういうことだろうか。「異常がなくて安心した。」、「癌が早く見
つかった。」等、様々だろう。その肯定的な思いがあれば、次の受診にもつながり、健康増進にも役立てて
いただける。しかし、「高いお金を出したけど、意味があったのか？」、「こんなに苦しい検査はもう嫌だ。」
等の否定的な思いがあった場合、次の受診につながらず、受診者さんの不利益にもなりかねない。まずは人
間ドックを受けていただくことが最初の一歩である。この最初の一歩を、受けてよかったと思えるよう、看
護職の力を発揮していく必要がある。また、その一人一人の受けてよかったという思いは、健診看護ならで
はの楽しさや、やりがいにつながっていると考える。今回は、楽しさや、やりがいという視点も含めて、看
護職の力が発揮されている健診場面を列挙した。 1 ．医療面接（問診）の場面1）安全に検査を行えるか、
確認・判断を行なえた　　保険診療と異なり、侵襲を伴うこともある検査を、医療者ではない受診者さんが
選ぶという特徴がある。私達看護職はその検査が、その受診者さんにとって安全なのか確認・判断する必要
がある。特に、主訴がない、自らの発言がない方の面接は難しく、潜在的なリスクを明らかにでき、受診者
さんの安全を守れた時。2）信頼関係を築き、ニーズを明らかにし、予防・健康づくりにつなげられた聴取
のみでなく、「孫の世話が…」「上司が…」等、生活や仕事、発達課題等、受診者さんのその時々の困りごと
や思いなどを引き出せた。3）情報伝達を行い、コーディネートできた　得られた情報を各担当者に伝え、コー
ディネートを行ったことで、受診者さんの満足度を高められた。 2 ．検査介助の場面にて安全に行うのは勿
論だが、「安心して受けられました」、等の受診者さんの反応が得られた。 3 ．保健指導の場面　　 1 年に 1
回という限られた関わりの中でも、受診者さん自ら目標を決めた、心配事を少しでも解消することができた、
健康を振り返ってもらえた、などの時。また、前回の保健指導で成果をだした受診者に再会したり、「決め
た目標を頑張ってみた」などの報告を受けたりした時。年単位での関わりが実を結ぶこともあるため、長期
的な関わりを意識できるとやりがいや楽しさを感じることにつながる。4 ．人間ドック全体を通じて　　様々
な受診者さんと出会える場であり、生活の工夫、健康管理方法、年を重ねることへの向き合い方等、様々な
経験を知ることもできる。その経験知は、私達看護職自身をも豊かにしてくれる。そして、その経験知を、
他の受診者さんにも広げていくという役割もあるのではないか。　　今後も、このような学会活動を通して、
看護職の専門性を高めていきたい。

139（245）



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～

人間ドック　Vol.36 No.2 2021年

プロフィール
1989年　岡山大学医学部附属看護学校卒業
1990年　京都府立保健婦専門学校卒業
1990年　聖路加国際病院 入職
1993年　筑波メディカルセンター入職
1994年　同財団　つくば総合健診センター開設　配属

2004年　師長
2015年　副看護部長
2014年～2020年　日本人間ドック健診協会保健看護職委員会委員
2020年　 日本人間ドック学会　健診保健師・看護師の育成に関する検討

委員会委員

委員会企画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   副院長）

CP4-2

健診看護職の人材育成

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

光
みつはた

畑 桂
け い こ

子
＜はじめに＞健診における看護技術は、様々な医療処置が求められる病院の臨床と異なり、高度な技術は必
要ないと思われがちである。しかしホスピタリティを重視した接遇をはじめ、電話対応や指導など、その業
務は多岐にわたっている。また保健指導は、短時間で受診者の健康問題をアセスメントし、適切な支援を行
うためは幅広い健康関連情報の収集と知識、相談スキルを要する。一方、業務のマンネリ化、自身のスキル
が可視化できず、停滞期に陥るスタッフも少なくない。管理者は看護職の人材育成を、看護協会や他分野の
教育体制を参考に、各施設独自の方法を実践している。しかし健診に特化した研修や専門性を追求した認定
制度が不十分と感じるなど、他の看護の研修に比べて少ないと感じている。そこで、人間ドック健診におけ
る看護職の専門性の確立、施設間の連携・ネットワーク環境づくり、研修・情報交換の場の形成を目的に日
本人間ドック健診協会に保健看護職委員会が発足し、研修の場が提供された。これら学会での活動を踏まえ、
自施設における人材育成の一例の紹介をし、今後学会の委員会で取り上げていくべき方向性を提案したい。
＜日本人間ドック健診協会の健診看護実務者研究会＞2014年から健診に携わる看護職の実践力の向上と交流
を目的に開始された。これまでのテーマは安全、看護技術、問診、受診勧奨、保健指導については各論を、
講義とグループワークを取り入れ開催し、多数の参加を得た。＜自施設の事例＞管理者は年度のビジョンを
基に、BSC（バランスト・スコアカード）にて人材育成の戦略目標を策定する。目標面接にてスタッフの目
標管理の支援をし、中間、評価面接で成果を評価する。教育担当者は、チームによる学習会と業務ごとの係
による学習会を主に企画する。内容は前年度の評価により抽出された課題や必要な学習、医療安全・感染な
ど必須研修も含める。学習方法はレクチャー、Web学習、実践の見学、事例検討会、ロールプレイング、
プロセスレコードなど内容に応じて活用する。昨年開始した個人学習発表会は、個人の年間テーマ学習と実
践を 5 分以内のパワーポイントにまとめ、発表する形式とした。全員で行う学習は「自主的な学び」とは限
らないが、学習のきっかけとしてスタッフは必須の学習会を期待しており、積極的な参加と学びの満足感を
得ている。個人学習の発表は学習と経験を統合したことでの納得感を得たことができた。また、他者の発表
から自身の学習方法を見直すきっかけになったと評価を得た。＜今後の展望＞昨年より「健診保健師・看護
師の育成に関する検討委員会」のメンバーとなったことを受け、健診看護の魅力を発信し、看護職の人材育
成が学会として支援できるよう研修企画を更に増やしていきたい。また健診看護の専門性をアピールするた
めに、学会の参加や発表をもとに学会独自の「資格」制度の検討も提案したい。
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1995年　自治医科大学看護短期大学看護科卒業
1996年　栃木県立衛生福祉大学校保健学科卒業
1996年　宇都宮社会保険病院入職
　　　　病棟配属
　　　　健康管理センター・訪問看護配属
2006年　診療棟・健康管理センター看護科長

2007年　日本ヘルスサイエンスセンター非常勤（保健師）
　　　　株式会社Cプラン非常勤講師
2008年　社会医療法人中山会宇都宮記念病院総合健診センター
2009年　総合健診センター統括師長
2014年　中山会看護副部長

委員会企画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   副院長）

CP4-3

健診看護の管理的視点～当施設での
ワーク・モチベーションの考察～

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

千
ち ば

葉 暢
の ぶ こ

子
［背景・目的］医療現場ではニーズの多様化に伴い、良質な看護サービスの提供が求められている。これは
予防医療においても同様であり、当施設の看護部門では、受診者・医療者・経営者の 3 視点から看護サービ
スの質の向上を目指している。看護サービスの質において、個々の看護師（NS）のワーク・モチベーショ
ン（WM）は重要な要素の一つであるが、近年、NSのWM測定尺度として、A：チーム協調への関心、B：
患者支援への関心、C：キャリア向上への関心、D：リスク回避への関心の 4 項目が開発された。この尺度
は病院の臨床NSを対象に開発された経緯があるが、当施設の予防医療NSを対象にアンケートを行い、その
結果を基に業務・教育体制を振り返り、WMについて考察する。［結果］対象は2020年度の職員80名で、正
職員が53名、非常勤が27名、職種は保健師31名、看護師33名、准看護師16名であった。平均年齢は正職員が
40.9歳、非常勤が49.6歳であった。WMのスコアは 0 ～ 4 の 5 段階で、それぞれの平均はA：3.3±0.6、B：3.1
±0.5、C：2.4±0.7、D：3.4±0.5であり、Cが他の 3 項目と比較して有意に低かった。主に意識している事は、
Aで［挨拶］や［会話］、Bで［看護師経験］や［対象の立場に立つ］、Cで［日常の中で学ぶ］や［院内研修］、
Dで［指針・マニュアル］や［チームワーク・人間関係］であった。　また 3 視点で最も意識している事は、
受診者視点で［安心する］、医療者視点で［事故予防］、経営者視点で［受診者それぞれに必要と思われる検
査の追加を勧奨する］であった。　その他、Well-beingをテーマとした研修も行っており、病欠・体調不良
が減ったり、メンタルに良い影響があったなど一定の効果が得られている。［考察］　WMの 4 項目でCの平
均スコアが有意に低かったが、この結果はWM測定尺度開発時に病院の臨床NSを対象に行われた調査結果
と同様であった。Cは他の 3 項目に比べてより能動的な行動や努力が必要になるため、スコアが低くなる傾
向にあると考えられるが、良質な看護サービスの提供において他の 3 項目と同様に重要である。この結果を
踏まえて、例えば院内研修会や学会での発表の機会を設けたり、様々な場面でのリーダー的役割をできるだ
け多くの職員でローテーションさせるなど、キャリア向上への関心を高める支援を考案・構築する必要があ
ると改めて感じさせられた。　また、 3 視点的な思考の意識付けやWell-being研修、事例検討会、階層別研
修や他健診機関との合同研修、受診者に対する保健指導や啓蒙活動、病院併設型の特性を活かして病院側医
師や他部門と連携・受診案内（必要であれば当日受診も）など、これらは間接的・直接的にWM、そして良
質な看護サービスに寄与するので、引き続き積極的に行っていくつもりである。
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プロフィール
平成 2 年 3 月　東京大学医学部医学科卒業
平成 2 年 6 月　東京大学医学部付属病院第 3 外科入局
平成 4 年 6 月　国立がんセンター中央病院　外科レジデント
平成 7 年 6 月　国立がんセンター中央病院　乳腺外科がん専門修練医
平成 8 年 4 月　国立がん研究センター中央病院勤務　乳腺科医員

平成20年10月　同16A病棟医長
　　　　　　　東京大学医学部非常勤講師（兼任）
平成23年10月　昭和大学医学部外科学講座乳腺外科学部門　准教授
令和元年 7 月　同　教授

委員会企画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）

CP5-1

視触診による乳癌検診の是非　
～乳腺外科医の視点から～

昭和大学医学部   外科学講座   乳腺外科学部門   教授

明
あ か し

石 定
さ だ こ

子
乳癌は日本においても女性の癌の中で罹患率の最も高い癌種であり、年間 9 万人以上で新規に罹患が発見さ
れる。当然であるが、乳癌死を減少させるためには、より小さい乳癌、早期の段階で発見し、治療開始する
ことが肝要である。国立がん研究センターが作成した「有効性評価に基づく乳がん検診ガイドライン2013年
版」では、視触診単独法による乳癌検診は推奨グレードIで対策型検診としての実施は推奨しないとしている。
視触診単独法に関して十分な研究が行われていないため、死亡率減少効果を判断できないからである。報告
としては症例対照研究が 2 つあるのみで、統計学的に有意な死亡率減少効果は認められていない。実際30年
近く乳癌診療一筋で乳癌学会指導医の私が触診しても、ある程度以上の大きさ（約 2 m）があり典型的な悪
性所見を有する場合は触診だけで乳癌だろうと診断できるが、多くの腫瘤・特に乳腺症による硬結は、触診
だけでは良悪性の鑑別は不可能であり、画像診断に委ねざるを得ず、特異度は低い。また若年者の線維腺腫
と考えられる腫瘤を触知した場合でも触診だけで良性と断定することは危険と考える。また画像による検診
で発見されてきた多くの乳癌はここにあると場所も知った上で触診を行い、漸く触知するものも多く、なん
の情報もなく触診を行って発見できる自信はない。逆にこれをひっかけるなら、ちょっとした硬結も全てひっ
かけなければならなくなるだろうというくらいの所見しかない症例も多い。よって、視触診による乳癌検診
は困難であり、不要と考える。マンモグラフィ検診では高濃度乳腺において、感度が著しく低下することが
問題となっているが、その補完として行うべきは感度の低い視触診でなく、J-STARTでのエビデンスのあ
る超音波検査などであろう。2017年の乳癌学会の全国登録でみても自己発見の42%は 2 ～ 5 cm、2.0cm以下
での発見は46％、一方、検診発見の場合0.5cm未満は12%、0.6~1.0cmは27%、1.1～2.0cmが36％と 2 cm未満
で発見されることが全体の 4 分の 3 を占めていて、明らかに検診受診者で腫瘍サイズが小さい。限られた予
算の中でより効率のよい検診を行うために、画像による検診を充実させていくことが肝要と考える。
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略　歴：1981年 3 月　国立三重大学医学部医学科　卒業。1981年 6 月
‐ 2005年 3 月　三重大学第一外科及び関連病院外科。2005年 4 月 ‐ 現
在　三重県健康管理事業センター　診療所。
研究等：乳がん検診（マンモグラフィ、超音波検査）の精度管理
賞　罰：一般財団法人日本公衆衛生協会　平成27年度公衆衛生事業功労
者　会長表彰。公益財団法人日本対がん協会　2019年度がん検診業
務　会長表彰。三重県　令和 2 年度公衆衛生事業功労者　知事表彰。

業績等：「有効性評価に基づく乳がん検診ガイドライン2013年度版」作
成委員会委員
学会等：日本乳癌検診学会　評議員。日本乳腺甲状腺超音波医学会　評
議員、乳がん検診研究部会　委員。日本乳がん検診精度管理中央機構　教
育・研修委員会　マンモグラフィ部門　読影指導委員。
資格等：医学博士。日本乳がん検診精度管理中央機構　検診マンモグラ
フィ読影認定医師　乳がん検診超音波検査実施・判定医師。

委員会企画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）

CP5-2

視触診による乳がん検診の是非　
～健診機関の視点から～

三重県健康管理事業センター   診療所長

中
な か い

井 昌
まさひろ

弘
【目的及び方法】視触診検診による乳がん検診が必要かを明らかにする目的で、当施設の精度管理の現状を
示し、検診方法別に、当施設の成績や研究報告を検討する。

【成績】
1 　視触診の精度管理と現状：視触診の講習会開催やトレーニングは難しく、乳がん診療に従事している医
師のみが可能。当施設は乳がん診療に従事している医師の確保は困難で、担当医師（2014～16年度）は、乳
がん診療に従事している2.5％、従事していない91.5％、不明6.0％。
2 　当施設の検診　
1）検診方法別受診者数（2013～19年度）：MG単独（9604、10152、9783、11956、19497、21749、22771）、
MG＋視触診（13539、13939、14098、10889、2965、 2 、0）、US単独（6415、6314、7993、8488、10125、
10158、10529）、US＋ 視 触 診（947、979、884、971、293、 5 、1）、MG+US（0、 0 、 0 、 0 、 5 、62、
63）、MG+US＋視触診（0、 0 、 0 、25、55、 0 、0）。2013年、視触診併用検診の成績を検討し、併用検診
を廃止する方針を決め、2014年、顧客に説明を始める。2016年、厚生労働省「がん予防重点健康教育及びが
ん検診実施のための指針」が更新、その後視触診併用検診は激減し、2018年度 7 件。
2）検診成績（2014～16年度）：MG＋視触診併用検診38926件、US＋視触診併用検診2834件を対象に、要精
検率とがん発見率を、（MG或はUS単独判定、視触診単独判定、MG或はUS＋視触診併用判定）別に比較した。
MG＋視触診併用；要精検率（4.09％、0.60％、4.63％）、がん発見率（0.262％、0.036%、0.275%）。US＋視
触診併用；要精検率（5.01%、0.64%、5.54%）、がん発見率（0.141%、 0 %、0.141%）。
3）検診方法別の検討　視触診単独検診：当施設の視触診単独判定では、MG、US単独判定と比較して、要
精検率、がん発見率とも、極めて低かった。「有効性評価に基づく乳がん検診ガイドライン2013年度版」（以
下ガイドライン）では、有効性はないか、あっても少ない。MG+視触診併用検診：当施設の併用判定では、
MG単独判定と比較して、要精検率は上昇する（P＜0.05）が、がん発見率に差は無い。ガイドラインでは、
50～64歳に有効性を認める。US+視触診併用検診：当施設の併用判定では、US単独判定と比較して、要精
検率は上昇する（P＜0.05）が、がん発見率は不変。「乳がん検診における超音波検査の有効性を検証するた
めの比較試験（以下J-START）」の初回検診結果では、US検診を実施すれば、視触診を廃止できる。
MG+US+視触診併用検診：J-STARTの結果では、US検診を実施すれば、視触診検診を廃止できる。

【結論】視触診単独検診：他の検診方法を推奨する。MG+視触診併用検診：視触診担当医師に、乳がん診療
に従事している医師を確保できなければ、視触診を廃止する。確保できれば、顧客に50～64歳で有効性を認
めることを説明し、顧客が要望すれば併用する。　US+視触診併用検診、MG＋US+視触診併用検診：視触
診を廃止する。
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プロフィール
学歴
平成 4 年 3 月　新潟大学医学部医学科卒業
職歴
平成 4 年 6 月　 新潟大学医学部附属病院放射線科医員（研修医）として

勤務
平成 6 年10月　新潟県立がんセンター新潟病院放射線科に勤務
平成14年 4 月　静岡県立静岡がんセンター画像診断科に勤務
平成25年 4 月　静岡がんセンター　生理検査科部長を拝命
平成29年 4 月　 静岡がんセンター　乳腺画像診断科部長（兼　生理検査

科部長）を拝命
現在に至る

専門分野：乳腺領域の総合画像診断および乳腺領域のintervention 
radiology
資格
平成 4 年 5 月　医師免許習得
平成 9 年 9 月　日本放射線学会専門医習得
平成13年 3 月　新潟大学医学博士号習得
平成18年 1 月　日本乳癌学会専門医習得
役員・委員など
日本乳癌学会理事、日本乳癌検診学会理事
日本乳がん検診精度管理中央機構理事

委員会企画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）

CP5-3

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～

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

植
うえまつ

松 孝
たかよし

悦
科学的根拠に基づく乳がん検診とは、乳癌死亡率減少効果を示す適切な根拠のある方法で行う乳がん検診で
す。乳がん検診でその有効性が確率された方法は、検診マンモグラフィのみです。老人保健事業による市区
町村が行う地域住民など特定の対象集団全体の死亡率の減少を目的とする対策型乳がん検診は、40歳以上の
女性に対して 2 年に 1 回の検診マンモグラフィを施行することが原則です。視触診については、死亡率減少
効果が十分でなく精度管理の問題もあることから推奨しないこと、仮に視触診を実施する場合はマンモグラ
フィと併用すること、という「がん検診のあり方に関する検討会中間報告書」の提言に基づき、2016年 2 月
の「がん予防重点健康教育及びがん検診実施のための指針」の改正により、乳がん検診について検診項目が
問診及び乳房エックス線検査（マンモグラフィ）のみとなり視診及び触診は推奨しないこととされました。
その結果、現在の対策型乳がん検診では視触診を行う自治体は少数となっています。さらに今年度は、乳が
んの集団検診（マンモグラフィ）における乳房へのエックス線の照射について、胸部エックス線検査と同様
に診療放射線技師が医師の立ち会いなく実施することが認められる診療放射線技師法が改定されます。さら
に乳がん検診としての視触診の廃止が進むと予想されます。本講演では、視触診が科学的根拠に基づく乳が
ん検診でないことを解説し、視触診廃止に伴うメリットや視触診の代用となる補助的乳がん検診方法につい
て提案します。
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講
演
抄
録

主
要
プ
ロ
グ
ラ
ム

プロフィール
1993年　 東北大学医学部医学科　卒業
1993年　 東京大学医学部産科婦人科学　研修医
1996年　 厚生労働省ヒューマンサイエンス振興財団　リサーチフェロー

（国立感染症研究所にて、HPV研究を開始）
1998年　 東京大学医学部産科婦人科学　助手
1999年　 埼玉県立がんセンター婦人科　医員
2000年　 東京大学医学部産科婦人科学　助手
2001年　 学位（医学博士）取得（東京大学）

2002年　 米国ハーバード大学（Brigham & Women’s Hospital）産婦人
科リサーチフェロー

2004年　 東京大学医学部産科婦人科学　助教
2010年　 東京大学医学部産科婦人科学　講師
2013年　 東京大学大学院医学系研究科　生殖発達加齢医学専攻産婦人科

学講座　准教授
2016年　 日本大学医学部産婦人科学系産婦人科学分野　主任教授

委員会企画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）

CP6-1

HPV感染から子宮頸癌に至るまで
のメカニズムにおけるHPV検査の
意味

日本大学医学部附属   板橋病院   産科・婦人科   主任教授

川
か わ な

名　　敬
けい

子宮頸癌の90％以上はヒトパピローマウイルス（HPV）感染に起因する。子宮頸癌と関連するHPVは、200
以上のHPV遺伝子型（タイプ）のうち、発癌性を持つハイリスクHPV（HR-HPV）の13タイプである。し
かし、HR-HPV感染と子宮頸癌は必ずしも 1 対 1 で対応するわけではない。HR-HPV感染後に子宮頸癌に至
るまでには多くのステップが必要である。宿主であるヒトは、HPV感染や子宮頸部上皮内腫瘍（CIN）を制
御する免疫能も有している。HPV感染から子宮頸癌に至る過程では進展と退縮の両方向がある。一方、
HPV感染を検出する方法で、一般に用いることができるのは、HPVのウイルスDNAを増幅し検出するHPV
検査だけである。核酸増幅法は様々であるが、増幅するステップがあるために高感度に検出できる。しかし
“HPV-DNA陽性＝HPV感染”、“HPV-DNA陰性＝HPV未感染”と単純化することには問題がある。さらには、
HPV-DNA陽性＝子宮頸部細胞異常とも言えず、これも 1 対 1 で対応しているわけではない。このようなこ
とを考えると、HPV検査陽性の臨床的意味は単純ではない。一方、HPV検査陰性の意味は比較的明確である。
HPVに全く曝露されていない（未感染）か、HPVに暴露されてもそれを宿主の免疫能で制御している（免
疫制御 immune-regression）か、のどちらかであろう。医師採取である以上、サンプリングエラーは核酸増
幅する検査法では極めて稀である（自己採取についてはサンプリングエラーのリスクが否定できないので注
意が必要である）。いずれにしても、HPV検査陰性の場合、CINや子宮頸癌になるリスクは極めて低いこと
が疫学研究で証明されている。CINの高度病変や浸潤癌が発生する可能性がほぼない女性に頻繁にがん検診
を行うことは、医療経済的メリットはない。次のがん検診は 5 年後にすることが推奨されている。HPV検
査陽性の女性は、 1 年で約70％、 2 年で約90％が陰性化する。これはHPVに対する宿主免疫能のなせる業
であるが、HPVが排除されたという根拠にはならないことも留意する必要がある。なぜなら、HPVは子宮
頸部上皮の基底細胞に潜伏感染し、その場合はHPV検査も細胞診も陰性化している。しかし、何らかの理
由で免疫制御能が低下すると、HPVは再活性し、HPV検査も陽転するだろう。それでも免疫能が正常化す
れば再び陰性化するであろう。これを繰り返しているのがHPV感染の自然史である。HPV検査陽性の場合
のアルゴリズムは様々であるが、国内で統一されたアルゴリズムの構築が待たれる。HPV検査は決して単
純ではなく、経時的変化もさまざまである。精検や次回がん検診の周知と徹底を実現できる体制が不可欠で
あろう。
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プロフィール
1982年　 慶應義塾大学医学部卒業
1986年　 慶應義塾大学助手
1988年　 米国 La Jolla Cancer Research Foundation（現 Sanford 

Burnham Prebys Medical Discovery Institute）に留学
1990年　 国立東京第二病院（現 国立病院機構東京医療センター）産婦

人科医員
1996年　 慶應義塾大学専任講師（医学部産婦人科学）
2005年　 慶應義塾大学大学教授（医学部産婦人科学）
2013年度よりAMED研究ならびに厚生労働科学研究費補助金による子

宮頸がん検診の有用性と運用に関する研究に研究代表者として従事して
いる

主な役職（専門医）：日本産科婦人科学会副理事長（産婦人科専門医）、
日本婦人科腫瘍学会前理事長（婦人科腫瘍専門医）、日本臨床細胞学会
前理事長（細胞診専門医）、日本遺伝性腫瘍学会副理事長（遺伝性腫瘍
専門医）、日本女性医学学会理事（女性ヘルスケア専門医）、婦人科悪性
腫瘍研究機構副理事長、日本婦人科がん検診学会常務理事、日本産科婦
人科内視鏡学会常務理事

委員会企画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）

CP6-2

子宮頸がん検診のマネージメントは
どうあるべきか　
－HPV検査の導入を見据えて－

慶應義塾大学医学部   産婦人科   教授

青
あ お き

木 大
だいすけ

輔
子宮頸がん検診では死亡の減少・浸潤がん罹患の減少をアウトカムとして評価し、これらは検診手法のみで
は決まらず実施体制・運用次第で良くも悪くもなる。つまり体制や運用のマネージメントが重要である。近
年、検診手法としてHPV検査の導入が検討され、それを機能させるためには新たなマネージメント体制の
構築が必要である。そこでHPV検査導入を見据え、検診実施機関を中心にマネージメントのあり方を考える。
ここでは「有効性評価に基づく子宮頸がん検診ガイドライン2019年度版」において細胞診単独と共に推奨グ
レードAとされたHPV検査単独法による検診を念頭に置く。不利益の最小化のためHPV検査陽性者に対す
る適切な対応と検診間隔 5 年への延長が付随する。検診間隔の延長は受診者の利益でもある。この検診では
HPV検査陽性者には直ちに細胞診トリアージを実施するのが現実的であり「細胞診陽性（NILM以外）」と「細
胞診陰性（NILM）」とに分ける。前者には直ちにコルポスコープ下狙い組織診（コルポ・組織診）での確
定診断やその後の医療管理を実施し、後者にはしばらく経ってからの疾患発症を見越して12ヶ月後の細胞診
など追跡検査を実施する。追跡検査は子宮頸がんリスク保持者から検診後に発生する疾患の検出を目途とし
ている。
HPV検査で効果を得るためにはHPV陽性に対するトリアージの実施、その結果で細胞診陽性者への直後の
コルポ・組織診実施に加え、細胞診陰性者への追跡検査の実施のいずれもが100％になるようマネージメン
トする必要がある。さらに不利益軽減・利益確保のため検診間隔 5 年の遵守や、トリアージ細胞診に関して
も適切な部位・方法・器具で、適切な能力を有するものによる採取体制を構築することが肝要である。
HPVによる検診では保険外行為と保険診療の線引きが現時点で未定であり、コルポ・組織診以外の全てが
検診機関での対応になる可能性も念頭に置かねばならない。すなわちHPV検査導入の際の検診実施機関で
のマネージメントでは、従来の受診者への説明、検診機関・細胞診判定施設としての精度管理、検診システ
ムとしての精度管理等は必須で、加えてHPV検査の質の担保、HPV検査結果による受診者のふり分け、ト
リアージ・追跡検査実施のための体制構築と結果の把握やそれに基づく受診・再受診勧奨、これらを遵守す
るために必要な受診者への説明体制構築などが追加される。
検診実施機関では、住民検診以外にも職域検診や人間ドックでの子宮頸がん検診も提供していることがあり、
本来全ての受診者に均一で適切な検診を提供すべきであることから、HPV検査導入のマネージメントの第
1 段階としては、住民検診で最低限求められている現行の「仕様書に記載すべき内容」や「検診実施機関用
チェックリスト」の内容を把握してその充足を図り、そのうえでHPV検査の導入によって追加される項目
の実現性について自施設で検討しておくべきであろう。
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プロフィール
1971年：慶応義塾大学医学部卒業
1971年：慶応義塾大学医学部産婦人科学教室入室
1978年；日本臨床細胞学会指導医（後に専門医に変更）
1978年：米国イリノイ州シカゴ大学細胞病理研究室（Prof.Wied）へ留学
1986年：慶応義塾大学医学部産婦人科学教室講師
1995年：慶応義塾大学医学部産婦人科学教室助教授

1995年：聖マリアンナ医科大学産婦人科学教室助教授
2006年：聖マリアンナ医科大学産婦人科学教室教授
2011年：聖マリアンナ医科大学産婦人科学教室特任教授
2012年：聖マリアンナ医科大学産婦人科学教室客員教授
2012年：公益財団法人東京都予防医学協会検査研究センター長
2021年：公益財団法人東京都予防医学協会学術顧問

委員会企画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）

CP6-3

精度管理とHPV検査導入に向けて
の準備

1 公益財団法人   東京都予防医学協会   検査研究センター長
2 公益財団法人東京都予防医学協会   3 医療法人社団こころとからだの元気プラザ理事

4 畿央大学健康科学部教授   5 国際医療福祉大学三田病院講師
6 医療法人沖縄徳洲会千葉徳洲会病院婦人科部長

○木
き ぐ ち

口 一
かずしげ

成1………久布白兼行2………小野　良樹2………大村　峯夫3

植田　政嗣4………小田　瑞穂3………齊藤　英子5………佐々木　寛6

【はじめに】
子宮頸がん検診実施施設としての現状の精度管理状況、および子宮頸がん検診に新たにHPV検査が導入さ
れることになる場合の精度管理体制担保のための準備状況について施設会員対象のアンケ－ト調査を施行。

【対象方法】
1739施設に、1）施設のプロフィ－ル、2）住民検診でのがん検診機関実施施設用チェックリストの充足率3）
HPV検査の実施の際の精度管理準備状況についてアンケート調査を実施。

【結果】
〈回答施設のプロフィール〉
回答は245施設（14.1％）。212施設で子宮頸がん検診を実施、対象は住民検診：167（78.8％）、個人：205（96.7％）、
健保組合：201（94.5％）、共済組合：194（91.5％）、協会けんぽ：191（90.1％）、健診代行：194（91.5％）であった。

〈チェックリストの充足率〉
実施対象者毎の共通質問26項目中、「契約全例に適合している」と回答した項目の平均個数は、住民検診：
19.0、個人：19.0、健保組合：18.9、共済組合：19.1、協会けんぽ：18.7、健診代行：18.9であった。
・「精密検査の必要性や内容」など、「受診者への説明」に関する項目の実施率は住民検診が高く、他は対象
に寄らず似通った実施率で、「全く適合していない」との回答が相当数あることも共通していた。
・「ベセスダシステムによる細胞診判定」、「適正・不適正の判定」、「結果の 5 年間保存」、「直視下での子宮
腟部全面からの細胞採取」などの項目については住民検診での実施率が他よりも低く、「全く適合していない」
と未回答が相当数あった。他検診では対象に寄らず似通った実施率であった。
・精検結果の把握やプロセス指標等に関する項目については住民検診とその他での実施率の差は見られなかった。

〈HPV検査の実施の際の精度管理準備状況〉
・「検査や精密検査についての書面での説明」、「HPV検査陽性者への 1 ヶ月以内の細胞診トリアージ」、「HPV
検査陽性/細胞診陰性（NILM）への12ヶ月後（暫定）の追跡細胞診」の実施に関連10項目のいずれについ
ても「現時点で実施可能」とした施設は少ないものの、「検討可能/実現の可能性あり」を加えると50%前後
であった。実現困難/未回答の割合が多かったのは「12ヶ月後の追跡細胞診未受診者への受診勧奨」であり、
また「HPV検査を医師による液状化検体法で実施し、残余検体で細胞診を実施する体制構築」に対しては
21.7%が現時点でも可能とし、35.4%が実現の可能性ありとした半面、42.9%が困難/未回答であった。

【考察】
検診機関用チェックリストは、項目の充足率の結果より職域等に対する検診のマネージメントにも応用可能
で、実施施設もあることが示され、職域等の検診でも施設の精度管理指標として役立つ可能性が示された。
しかし、受診者への説明に苦心している様子が伺われ、資材提供など、学会や関連部所の関与がマネージメ
ント向上に寄与できる可能性も考えられる。
また、HPV検査による検診実施の準備の各項目が、可能性を含めて50%前後の充足率であり、住民検診での
HPV検査による体制が未定である現時点では個々の施設での拙速な実施は避けるべきと考え、今後、学会
全体として導入に向けての必要な準備をしていくことが肝要と考える。
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プロフィール
学歴
1971年 3 月：大阪大学医学部卒業
1983年：大阪大学医学博士
職歴
1971年 4 月：大阪大学医学部第一内科学教室入局
1972年-1973年：大阪警察病院
1974年-2012年：大阪府立成人病センター（現、大阪国際がんセンター）

2012年-2017年：大阪がん循環器病予防センター所長
2017年 4 月～　同上　顧問
主な所属学会日本人間ドック学会：専門医・指導医、日本超音波医学会：
専門医・指導医・名誉会員、日本消化器がん検診学会：認定医・指導医・
名誉会員、日本消化器病学会：専門医、日本内科学会：認定医、日本が
ん検診診断学会：認定医・功労会員

委員会企画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 （ 健診判定・指導マニュアル作成委員会腹部超音波WG   WG長／
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）

CP7-1

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
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

田
た な か

中 幸
さ ち こ

子
人間ドック超音波検査のレベル向上に向けた具体策を提案する。
1 ．腹部超音波検診判定マニュアル 判定基準の採用
2 ．外部評価（腹部超音波検査精度管理調査）の受審
3 ．超音波検査士資格取得の奨励
4 ．症例検討会の実施　　
一般に人間ドックの受診者は“健康”ないし“既に適切な治療を受けている人”が多く、重大な疾患が検出され
る頻度は通常の診療よりも低いと想定される。しかし、診療時の超音波検査では症状などから予測される特
定の疾患に重点を置いて検査を進めるのに対し、ドックでは対象臓器全てを均等に注意深く観察しなければ
ならない。従って、検診超音波検査は、診療時よりも一層、注意力の持続と画像パターンの認識力が求めら
れる。
腹部超音波検診判定マニュアル
2014年に初版が、今回改訂版（2021年）が発行された。判定基準として、臓器ごとの超音波画像所見に応じ
たカテゴリー（良悪性の判定）および判定区分が示されている。ここに記載されている超音波画像所見を見
逃すことなく検出すれば、がんの直接所見・間接所見・高危険群のほか、生活習慣病を拾い上げることがで
きる。また、検査者や診断医の個人的判断による偏りがなく標準化された判定を下すことができる。改訂版
発行を機会に、是非多くの施設で採用していただきたい。
外部評価（腹部超音波検査精度管理調査）
本学会と全国労働衛生団体連合会との共同事業として、毎年実施されている。日常での撮像画像などを提出
し、撮像法や装置の設定なども含めた詳細な評価が行われる。外部機関による客観的な評価を受けることは
高いレベルを維持するためにも必要である。
超音波検査士の資格
検診超音波検査は臨床検査技師・診療放射線技師ないし看護師が担当していることが殆どである。日本超音
波医学会では超音波の基礎から臨床を含めた知識を問う超音波検査士の認定試験を行っている。試験に合格
できる能力が必要であることは勿論であるが、資格取得を目指しつつ日常の検査業務に向き合うことの意義
も大きい。資格取得に向けた取り組みに施設として応援していただきたい。
症例検討会
先述したように、ドックでは重大な疾患の頻度が低く、経験を積み重ねる機会が少ない。また要精査と判定
し他の医療機関に紹介した場合、精査結果が不明なこともあり、報告が届いても紹介状記載医師宛のことが
多い。超音波検査で、要精査と判定した症例については、精査の結果を必ず、超音波検査担当者に知らせる
ことが技能向上に必須である。さらに、 1 ～ 2 か月に 1 度程度は診断医師と検査担当者とが集まって症例検
討会を開き、撮像された超音波画像と精査の結果を比較検討して討議をする機会を設けてほしい。　
超音波検査は難治癌の早期発見や生活習慣病の診断にも有用な画像検査である。診断レベルを上げてより意
義の高い検査にしたいものである。
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プロフィール
1986年 3 月　　金沢大学医学部医学科　卒業
1986年 5 月　　JA長野厚生連佐久総合病院　研修医
1988年 4 月　　JA長野厚生連佐久総合病院　内科医員
1995年 4 月　　仙台市医療センター仙台オープン病院　研修員（1年間）
1997年 4 月　　JA長野厚生連佐久総合病院　内科医長
2000年 4 月　　飯田市立病院　消化器科医長

2004年 4 月　　飯田市立病院　消化器科科長
2008年 1 月　　飯田市立病院　消化器内科部長　
2019年 4 月　　飯田市立病院　診療技幹　現在に至る
2016年 2 月　　東京女子医科大学　非常勤講師　兼任
2018年 4 月　　東邦大学医学部医学科　客員教授　兼任
2021年 4 月　　飯田市立病院　内視鏡センター長　兼任

委員会企画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 （ 健診判定・指導マニュアル作成委員会腹部超音波WG   WG長／
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）

CP7-2

腹部超音波検診判定マニュアルの
意義と2021版の変更点

飯田市立病院   消化器内科   診療技幹   内視鏡センター長

岡
おかにわ

庭 信
し ん じ

司

　超音波検査（以下、US）は、放射線被曝や苦痛もなく簡便であることから、任意型検診や人間ドックに
も広く用いられている。その一方で、US検診は複数の臓器を扱い、癌以外の疾患も対象としており、がん
発見時の所見の記載が統一されていなかったことなどからがん検診としての精度や有効性の評価が行われて
いなかった。
　2014年に発行された「腹部超音波検診判定マニュアル」（以下、判定マニュアル）は、実施基準、US画像
所見、カテゴリー、判定区分からなっており、がん検診としての精度管理や有効性の評価に加え、技師教育
や非専門医による判定にも貢献している。2014度の全国集計結果では、肝胆膵スクリーニングにおける有所
見率は0.55％で、有所見者の1.16％に癌を認めており、検診が発見契機となった膵癌76例の46％に外科的切
除がされていたことから、膵癌診療ガイドライン2019年版にUS検（健）診は膵臓癌の早期発見に貢献して
いる可能性があると記載されている。
　US検（健）診の精度向上のためには、判定マニュアルの更なる普及に加え、走査法や撮像断面の統一、
US画像所見の継続的な改訂などが必要である。そこで、判定マニュアルを作成した 3 学会と、超音波検査
学会、日本総合健診医学会、日本がん検診・診断学会をオブザーバーとしたワーキンググループにより判定
マニュアルの改訂が勧められ、パブリックコメントを経て2021年版として発行された。
　実施基準には、前処置と走査方法が詳細に記載されている。撮像断面についても、推奨記録断面を25断面
に増やし、描出不能・不良例に行うべき体位変換を具体的に提示しており感度の向上が期待される。判定区
分については、C（要経過観察・要再検査・生活指導）を、要再検査（3・ 6 ・12か月）・生活改善とし、経
過観察の期間を具体的に記入することにしている。D（要医療）は、腹部大動脈瘤や大動脈解離など緊急を
要する所見をD1P，D2P（P：パニック所見）と判定することとしている。
　US画像所見については、脾・腹部大動脈・その他としていた項目を、脾臓、腹部大動脈、その他に分け
て記載し、所見の配置についても、描出不能（不良）、形態異常（びまん性病変）、腫瘤像、その他の所見、
異常なしに統一している。各US画像所見の変更点については割愛するが、重要なポイントは当初日本消化
器がん検診学会の超音波検診委員会のみで作成していたUS画像所見を、2014年には 3 学会で改訂し、今回
更に 3 学会をオブザーバーとして加えたワーキンググループで改訂している点であり、より多くの意見を反
映したUS画像所見となっていることが期待される。今後も 5 年をめどに改訂を行っていく予定であり、判
定マニュアルを活用することによりUS検（健）診の精度が更に向上し早期癌が発見されることを期待する。
　以上腹部超音波検診判定マニュアルの意義と2021版の主な変更点について述べた。
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プロフィール
1986年　京都府立医科大学医学部卒業
1986年　京都府立医科大学附属病院第三内科（現消化器内科）入局
1988年　国立鯖江病院内科医員
1993年　淀川キリスト教病院消化器内科医員
1998年　大阪府済生会吹田病院消化器内科医員

2008年　大阪府済生会吹田病院健康管理センター長
2014年　大阪府済生会吹田病院消化器内科科長
2018年　 大阪府済生会吹田医療福祉センター　健都健康管理センター所

長

委員会企画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 （ 健診判定・指導マニュアル作成委員会腹部超音波WG   WG長／
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）

CP7-3

自施設での腹部超音波検診判定マ
ニュアル　開始・運用・改定の実際

大阪府済生会吹田医療福祉センター健都健康管理センター   所長

水
み ず の

野 雅
まさゆき

之
腹部超音波検診判定マニュアルは、日本人間ドック学会、日本消化器がん検診学会、日本超音波医学会共通
として発行された。超音波所見のカテゴリー判定に加えて、対応する判定区分が記載され、事後指導を含む
判定が可能になり、健診の現場で使いやすいものとなった。大阪府済生会吹田病院健康管理センター（当時）
では、2014年に同システムを導入した。導入当初はカテゴリー表をそのまま用いた 5 枚綴りで、該当する所
見項目に直接印をつける紙ベースの報告書とした。しかし、紙カルテに厚みが出る、電子カルテにスキャナー
取り込みする時間と手間がかかるなどの問題があり、院内レポートシステム・日本光電Prime Vitaを用いた
腹部検診用報告書を新たに作成した。テンプレートには「判定区分・カテゴリー判定」のレイアウトを使用
し、全ての臓器のカテゴリーは一覧で表示しているカテゴリー表からDrag＆Dropで記入し、病変の詳細は
その下行へ記載することで 1 枚の報告書に納めた。判定医は、実際の超音波画像と報告書を確認、また過去
の所見をシステム内で閲覧し、最終的な「判定区分」を決定するようにした。このシステムの導入により、
判定医はすべての電子カルテ端末から判定記入が可能となり、紙カルテを運搬する必要がなくなった。また、
精査のための受診時に診察室の電子カルテ端末から参照可能となった。2018年11月私たちの施設は、JR岸
辺駅前に建設中の健康・医療のまち“健都”に、健都健康管理センターとして新築移転した。移転後も上記の
レポートシステムを継続して使用し、さらに健診システム内でも運用している。超音波検査技師が入力した
カテゴリー分類は、超音波専門医が確認し、判定区分・事後指導が決定する。さらに健診担当医が作成する
総合結果に反映されて受診者のもとに通知される。受診者が大阪府済生会吹田病院の専門外来を受診した場
合は、消化器内科医が、院内電子カルテで健診結果・画像を確認し、各種精精密検査を行っている。以上、
健診の現場で判定マニュアルを如何に開始したか、実際の運用方法、問題点、そして検診判定マニュアル
2021版の改訂に際してシステムの見直しを予定しており、その経過について言及したいと考えている。
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プロフィール
1996年　奈良県立医科大学医学部　卒業
1996年　奈良県立医科大学付属病院　臨床研修医（放射線科）
1998年　奈良県立医科大学付属病院　医員（放射線科）
1999年　奈良県立五條病院放射線科
2002年　奈良県立医科大学　助手（腫瘍放射線医学）
2004年　同上　中央内視鏡超音波部　助手

2005年　新生会　総合病院高の原中央病院　放射線科
2008年　同上　人間ドックセンター　センター長就任
　　　　奈良県立医科大学　中央内視鏡・超音波部　医員
2017年　新生会　総合病院高の原中央病院　放射線科部長・副院長
　　　　奈良県立医科大学　総合画像診断センター　医員

委員会企画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 （ 健診判定・指導マニュアル作成委員会腹部超音波WG   WG長／
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）

CP7-4

腹部超音波検診判定マニュアル導入
の実際
新生会高の原中央病院   人間ドックセンターセンター長・放射線科部長

齊
さいとう

藤 弥
み ほ

穂
【はじめに】当施設では2014年度から『腹部超音波検診マニュアル』の導入に合わせた健診システムの改変
を行い現在も運用を継続している．この前段階として2012年度から『腹部超音波がん検診基準』を本学会の
事後指導区分と組み合わせて判定に用い，健診システム上で使用してきた．今回，腹部超音波検診判定マニュ
アル（以下，判定マニュアル）の改訂に伴い再度，導入準備と試験運用を行った．導入に伴い必要であった
準備や改訂時の作業，利点や問題点などについて報告する．【背景】現在当施設で取り扱っている健診の種
類は人間ドック，協会けんぽ，事業所検診，特定健診などで受診者は約6000名/年であり，腹部超音波検査
は約1700件/年を実施している．健診業務は予約から結果報告・統計までを全て健診システムの管理下で行っ
ており，結果入力や管理はこのシステムの運用コードが主軸となっている．腹部超音波など画像診断を含め
た各検査の所見も，実施担当者が帳票に記入した報告書を事務担当者がコード入力することで運用されてお
り，入力された所見は予めシステム内で設定された自動判定機能により判定の重み付けがなされ，最終診断
に反映される．【導入の準備と検討】まずは現在使用中の『腹部超音波検診マニュアル』と改定後の『判定
マニュアル』の内容の対比を行った．改訂版では各臓器ごとに新たに加わった項目が複数あるほか，所見の
欄がより詳細に記載・再分類されカテゴリーと判定区分が各々対応している．特に肝外胆管と腎の領域では
大幅に変更が行われている．結果記入帳票での運用のために，判定コードの新規作成と追加登録が必要であっ
た．既存のデータを損なわないために，コードは重複や上書きをせず準備した．検査時には帳票の所見欄か
ら該当するものを探し，そのカテゴリーと判定区分の両者を確認しながらコードを選択できるような形式と
した．これまで判定医と検査士は全員が院内外のカテゴリー判定の勉強会を受講しているため判定の認識統
一はかなり行えているが，更新に伴い後日カテゴリーの高い症例についてPACS内の画像を見ながら判定の
再検討を行うこととした．【まとめ】当施設では対象となる検査件数が比較的少ないため本格導入までに用
紙での運用が可能であるが，規模の大きな施設ほど扱うデータ量は膨大となりデータの集積にはシステムの
早急な整備が不可欠と考えられる．日常業務と並行して更新に対応し，データの正確性を維持するための作
業時間と改変コストは導入の障壁となりうる．しかし判定マニュアルの使用は検査士の意識と画像の質を高
め，所見の均質化に貢献するものである．また紹介状等への記載項目に判定マニュアルの所見を直接取り入
れることで精査機関へのより詳細な情報提供が可能となり，受診勧奨にも有用となると考えられる．学会主
導による判定マニュアルの普及と超音波指導医・専門医の支援により広く周知されることが望まれる．
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プロフィール
1998年　　東京電子専門学校　医療専門課程　臨床検査学科卒業
1998年　　亀田総合病院　超音波検査室

2004年　　社会医療法人財団　慈泉会　相澤健康センター　健康管理部

委員会企画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 （ 健診判定・指導マニュアル作成委員会腹部超音波WG   WG長／
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）

CP7-5

当施設での腹部超音波検診判定
マニュアル運用の実際

社会医療法人財団慈泉会相澤健康センター   健康管理部

瀧
た き た

田　　通
とおる

腹部超音波検診判定マニュアル（以下マニュアル）は、腹部超音波検診の検査法の質的向上と均質化および
判定基準の共通化を目的として2014年に発表された。当施設では2015年10月からマニュアルを導入したが、
一部の判定基準は従来の基準を使用している。一例として脾臓腫大は、マニュアルでは最大径が10cm以上
としているが、その基準では該当者が多く当施設では従来から使用している長径×短径が40cm²以上を腫大
の基準としている。2021年 1 月から 3 月に実施した上腹部超音波検査4024件中マニュアルの基準では468例

（11.6％）が腫大に該当したが、当施設の基準では49例（1.2％）であった。また、当施設独自の運用として、
マニュアルでは「カテゴリー 3 以上に相当する所見を認めるが精査の結果良性と判断されている病変につい
ては、当該カテゴリーにダッシュを付けて表示し、判定区分はCとする」とあるが、当施設では精査歴の無
いカテゴリー 3 以上の病変で過去 2 回以上著変が無い場合は、当該カテゴリーにダッシュを付けて表示して
いる。これは当施設が超音波検査の読影医が不在で、人間ドックの判定医14名（日本人間ドック学会認定医
7 名含む）が超音波検査の読影と判定を担っており、非常勤医師も多く医師間の統一を諮るために、前回と
著変が無いことを分かりやすくし判断の手助けとするためである。マニュアルは「施設間での判定基準の統
一化を諮る」ことを目標としているが、医師による判定の簡便化、統一化を考慮し運用している。当施設で
は、14名の臨床検査技師（健診領域もしくは消化器領域の超音波検査士 8 名を含む）で検査を行い、全ての
画像とレポートを当日他技師が見直し確認している。レポート内容に訂正が必要な場合は、検査を行った技
師に訂正を依頼する。この際も「マニュアルの超音波画像所見の取り方と違うのではないか」と、マニュア
ルを活用することが多い。この確認を行うことで検査の客観性向上、技師間での超音波画像所見とカテゴリー
評価の統一、サイズや部位入力の間違い等を防止している。当施設でマニュアルを導入した2015年10月から
2020年12月に実施した上腹部超音波検査延べ102219件中、発見された悪性病変は95例（0.093％）であった。
内訳は肝臓がん21例、胆嚢がん 4 例、胆道がん 1 例、膵臓がん27例、腎臓がん28例、その他の悪性疾患14例
であった。95例のカテゴリーは、カテゴリー 0 ～ 2 ： 0 例、カテゴリー 3 ：16例（17％）、カテゴリー 3 ’：
1 例（1％）、カテゴリー 4：58例（61％）、カテゴリー 4 ’：3 例（3％）、カテゴリー 5：17例（18％）であっ
た。全例カテゴリー 3 以上、78例（82％）がカテゴリー 4 以上であり、がん発見のためのカテゴリー判定は
妥当であった。当施設では技師間での所見評価の統一、医師間での判定の統一、悪性病変のカテゴリー判定
の妥当性等においてマニュアル導入は有用である。
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プロフィール
2004年 3 月　北海道大学　医療技術短期大学部　卒業
2004年 4 月　JA北海道厚生連　倶知安厚生病院

2013年 4 月　JA北海道厚生連　札幌厚生病院

委員会企画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 （ 健診判定・指導マニュアル作成委員会腹部超音波WG   WG長／
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）

CP7-6

自施設での腹部超音波検診判定
マニュアル運用の実際

JA北海道厚生連札幌厚生病院   医療技術部   放射線技術科   係長

石
いしもと

本 博
ひ ろ き

基
１．はじめに
　腹部超音波判定マニュアルが2014年に作成され全国的な統一基準が提唱された．当院においても統一基準
を踏襲するべく2016年 4 月よりカテゴリー判定を導入した．今回は自施設における判定マニュアルの運用方
法や導入後の検診成績変化などについて報告する．
２．当院の運用
　当院の人間ドックは男女混合で 1 日あたり最大100名を受け入れている.年間総受診者数は 2 万 3 千名程度
であり，その約75％程度の方が腹部超音波検査を受診されている．実際の業務手順としては1.検査実施，2.所
見用紙の記入，3.レポートシステム入力，4.医師読影，5.診察（結果説明）となり，即日処理する運用となっ
ている．判定マニュアル導入にあたり、所見用紙とレポートシステムの改修は必要であったが，実施フロー
は導入前と同様の流れで実施できている．
３．検診成績の変化
　判定マニュアル導入による癌発見率の大きな変化は認められないが，要精検率は導入前 5 ％代後半の値か
ら導入後 4 ％代前半へと低下傾向を示した．これは事前検討の結果どおりであり，特徴所見を捉えることで
カテゴリーを下げることができ，不要な精査を整理できている結果であると考えられる．また，導入前に低
下傾向であった精検受診率の改善が認められた．カテゴリーにより要精査区分の重みづけがなされ，高危険
群に対するより強い受診勧奨が可能となった事が受診率改善へ繋がっているのではないかと思われる．
４．北海道厚生連の連携
　北海道厚生連では各施設での成績集計はもちろん， 6 総合病院全体の集約も行っており，その結果を技師
にフィードバックしている．発見癌や見逃し症例も画像ファイル化し共有することで，術者の意識が高まり，
より精度の高い検査の実践に繋がっていると思われる．
５．判定マニュアル導入のメリット
　統一基準ができたことで施設間格差の是正が期待され，判定医および技師間の意識統一を図ることができ
ると思われる．また，所見を取るべきポイントが明確化したことで，求められる画像もクリアになり，技術
指導や教育面でも教本として用いることができる．
　さらに検診成績面では要精検率の低下が期待でき，検診精度向上にも寄与すると思われる．カテゴリーに
より精査受診勧奨の重みづけが可能となり，保健師と連携することで，より効率性の高い検診の実践が可能
と思われる．
６．今後の課題
　要精検率が下がることは，より悪性の可能性の高い症例のみが抽出されるという事であり，高い精検受診
率が求められる．特にカテゴリーの高い症例では受診率100％を目標に，保健師と連携し継続的に取り組ん
でいきたい．また，判定マニュアルのピットフォールを把握するべく，偽陰性・偽陽性の評価が必要と考え
ている．症例を蓄積し，所見の取り方が間違っていたのか，またはマニュアルの解釈が間違いっていたのか
など検討し，術者にフィードバックしたい．
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プロフィール
1997年 3 月　高知医科大学　医学部卒業
1997年 4 月　徳島大学第二内科入局
1997年10月　香川県立がん検診センター
2002年 1 月　徳島大学第二内科

2005年10月　香川県立がん検診センター
2012年 9 月より現職
2014年 4 月　徳島大学消化器内科非常勤講師

委員会企画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）

CP8-1

画像強調内視鏡（IEE：Image�
Enhanced�Endoscopy）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～
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

青
あ お き

木 利
り か

佳
　検診現場における上部消化管内視鏡スクリーニング検査は、年々需要が高まってきている。近年の内視鏡
機器の進化により、経鼻内視鏡機器が普及し、受診者にとって安楽に受けることができるようになった。さ
らに、これまでの通常径と同等以上に観察可能な解像度を有する経鼻内視鏡も登場した。画像強調内視鏡

（IEE） はOlympus社 製 で は、NBI（ Narrow Band Imaging） やTXI（Texture and Color Enhancement 
Imaging）があるが、WLI（White light imaging）では気が付かない病変を拾い上げることができる。現在、
食道観察にNBIを使用しない医師はいないだろう。食道NBI観察では、受診者の苦痛を伴うルゴール散布等
を行うことなく、誰でも容易に病変を指摘できる。胃内のNBI観察は、光量が足りず、病変の拾い上げには
効果が少なかったが、最近の機種では光量が増し、特に除菌後の萎縮領域において病変の拾い上げに有効と
感じる。また、最新のIEEであるTXIは、明るさ補正・テクスチャー強調・色調強調を行った画像技術であり、
病変の視認性の向上が期待できる。まずはTXIで拾い上げ、NBIで良悪の鑑別を行うというのが、今後の主
流の観察方法となるだろう。このような内視鏡機器の進化を考えると、より新しいものを使用できた方がよ
い。　ただし、基本を忘れてはいけない。今後参入が予想されるAIでも、観察できていない部位は診断で
きない。網羅的に撮影する技術は必須である。自分の撮影した写真を振り返り、すべて撮影されているか、
定期的に確認を行うことが肝要だろう。また、受診者のリスクに応じた観察を行うことは、精度や効率性を
高めるためには最も重要なことの一つである。胃の観察においては、Helicobacter Pylori（以下HP）感染状
態の診断、萎縮の程度（木村竹本分類）の診断が、受診者のリスク層別化に重要と言えよう。咽頭・食道の
観察においては、飲酒（かつフラッシャー）、喫煙の嗜好歴でリスク層別化ができるため、検査前の問診の
確認が必須である。そして、病変に気づいたら、その病変を悪性と診断できる力が必要とされる。ここ数年
は、人間ドックの受診者においてはHP除菌後や未感染者の症例が特に増加しており、従来のHP現感染者を
対象とした胃がん診断とは異なる診断学が求められている。また、最新の機器では、拡大機能がついていな
くても、近接すれば構造異型や異常血管まで観察できてしまう。そのため、拡大観察の知識も身に着けてお
く必要も出てきた。日々、新しい技術や知識を取り入れて更なる精度の向上を目指していかなければならな
い。
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プロフィール
略歴
平成元年　山口大学医学部医学科卒業
平成元年　広島大学医学部附属病院医員
平成 6 年　 広島大学医学部附属病院第一内科 医員
平成14年　川崎医科大学消化管内科学 講師
平成23年　英国オックスフォード大学消化器内科留学 
平成28年　川崎医科大学健康管理学 教授
平成28年　川崎医科大学総合医療センター 総合健診センター長

主な学会活動
日本人間ドック学会 理事・人間ドック健診専門医・指導医
日本消化器内視鏡学会 専門医・指導医
日本ヘリコバクター学会 理事
日本消化器がん検診学会 幹事・総合認定医
日本内科学会 総合内科専門医
専門分野
胃炎・消化器がん検診・経鼻内視鏡診療など

委員会企画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）

CP8-2

LCI,�BLI観察併用を含めた上部消化
管内視鏡検査スクリーニング

川崎医科大学総合医療センター   健康管理学   センター長

鎌
か ま だ

田 智
ともあり

有
　2013年にH. pylori 感染胃炎に対する除菌治療が保険適用となった。これにより、上部消化管内視鏡検査
は胃癌などの腫瘍性病変の早期発見と同時に、「胃炎の京都分類」に準じたH. pylori 感染胃炎の有無を診断
する重要な役割も担っている。近年、Image-enhanced endoscopy （IEE）による内視鏡診断の進歩は目まぐ
るしく、腫瘍性および炎症性疾患に対する診断能が向上している。
　レーザー内視鏡システムLASEREOには、粘膜の微細血管や表面構造の変化を強調するBLI （Blue LASER 
Imaging）と色彩を強調するLCI （Linked Color Imaging）が搭載されている。BLIには白色光用レーザー光
の比率を高めたBLI-brightモードが設定され、白色光 （WLI： White Light Imaging）観察と同程度の距離
での内視鏡観察が可能である。また、LCIは赤色領域の色差を強調するため、広い管腔においても病変の拾
い上げ診断に有用である。
　近年、全国19施設において消化管癌あるいは既往のある1,502名の患者を対象とし、WLI先行観察752名と
LCI先行観察750名を前向きにランダム化し、上部消化管腫瘍性病変の発見率を比較したLCI-FIND trialが報
告された （end point： 咽頭・食道・胃の腫瘍性病変発見率） （Ono S, et al. Ann Intern Med, 2020）。その結果、
LCI先行観察がWLI先行観察よりも有意に腫瘍発見率が高く （8.0% vs. 4.8%, p＜0.001）、咽頭腫瘍も多く発
見された。LCI観察において癌部における色差を検討した別の研究では、高分化型腺癌では短波長光は吸収
される （粘膜表層で腫瘍腺管が密）ため、オレンジ色に腫瘍は変化し、中分化型腺癌ではすべての波長光が
反射される （粘膜中層で腫瘍腺管が密） ため、腫瘍は紫色に変化することが報告されている （Fukuda H, et 
al. J Gastroenterol, 2018）。
　一方、BLIおよびLCI観察がH. pylori 感染胃炎の診断領域においても現在活用されている。LCIによるび
まん性発赤の診断能向上 （韓紅色） （Dohi O, et al. Endosc Int Open, 2016）、萎縮境界の診断能向上 

（Mizukami K, et al. Gastroenterol Res Pract, 2017）、腸上皮化生の拾い上げ診断 （ラベンダー色） （Ono S, 
et al. Digestion, 2018）、地図状発赤の診断能向上 （Majima A, et al. Gastrointest Endosc, 2019）およびBLI
による鳥肌胃炎の診断 （Nishikawa I, et al. JGH open, 2018）などの研究報告が見られる。
　このようなLCI観察による腫瘍並びに炎症の色調パターンを認識しておくことは、腫瘍の発見契機となる
ばかりではなく、不必要な生検を減らすことも可能となり得る。今後はLCI観察にて色調パターンから病変
を拾い上げ、BLIまたはLCI近接観察にてその質的診断を行う手法は上部消化管内視鏡スクリーニング検査
法の一つとして有用と考えられる。本講演では上部消化管腫瘍やH. pylori 感染胃炎の代表的な症例および
文献的考察も交えてLCI, BLI観察併用スクリーニングについて言及したい。
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プロフィール
1989年 3 月　獨協医科大学医学部卒業
1989年 4 月　福島県立医科大学医学部　内科学第二講座　研修医
2000年 3 月　 フロリダ大学SHANDS Hospital 超音波内視鏡センター   

Visiting faculty
2007年 6 月　福島県立医科大学医学部　内科学第二講座　准教授
2013年 5 月　 福島県立医科大学会津医療センター　消化器内科学講座　 

教授

2018年 4 月　獨協医科大学医学部　内科学（消化器）講座　主任教授
　　　　　　福島県立医科大学　特任教授
学会活動等： 日本消化器内視鏡学会　理事（医療安全担当），　日本消化

器病学会　財団評議員
　　　　　　 日本医学会連合「COVID-19 expert opinion working group」

委員

委員会企画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）

CP8-3

With�Corona時代の上部消化管内視
鏡スクリーニングにおける感染対策

獨協医科大学病院   消化器内科   診療部長

入
いりさわ

澤 篤
あ つ し

志
2021年 2 月から新型コロナウイルス（SARS-CoV2）に対するワクチンの供給が始まり，今後の沈静化が期
待されている．しかしながら，日本国民，ひいては世界中の人々にワクチン接種がなされるまでは相当の時
間がかかるとされ，また，集団免疫の効果が得られるか否かは未だ明らかではない．このような中，日常生
活においても，引き続き感染対策を徹底することが重要とされている．SARS-CoV-2の感染経路は飛沫感染，
接触感染が基本であるが，最近では空気感染の可能性も指摘されている．消化器診療の主軸となる消化器内
視鏡診療は，誘発される咳嗽等による飛沫ひいては飛沫核を発生・飛散させる可能性がある．この観点から，
消化器内視鏡診療に求められる感染対策として，個人防護具（personal protective equipment： PPE）の確
実な着用と手指洗浄，飛沫拡散防止対策，密閉空間になりがちな内視鏡室内の十分な換気，の 3 点が極めて
重要である．その上で各患者の感染リスク評価に基づいた適切なトリアージを行うことで，消化器内視鏡を
介した感染伝播は防げる可能性が高い．PPEに関しては，キャップ・フェイスガード・マスク・長袖ガウン・
グローブが内視鏡施行時の標準であり，その上で施行後の確実な手指洗浄を行えば，仮に内視鏡施行後に患
者のSARS-CoV2感染が判明したとしても内視鏡施行医への感染リスクは低いとされる．また，内視鏡施行
前の「コロナ問診」は適切な患者トリアージに有用であるが，いわゆる無症候性感染者が一定数存在してい
ることからも，内視鏡施行におけるPPEの徹底はきわめて重要と言える．また，最近では，飛沫・空気感染
対策として，口元での様々な飛沫防止対策（スコープが通過できる切り込みをいれたマスクをマウスピース
の上から患者につける，患者の顔を覆うドレープを備えた飛沫低減機構付きマウスピース，ボックスタイプ
の内視鏡専用飛沫遮蔽機材，患者の飛沫を吸引し特殊なフィルタで捕集する機器，等）も考案・販売されて
いる．COVID-19の終息がまだ見えない中，上記のような種々の感染対策を施して内視鏡診療に従事する必
要がある．緊急性のない待機的な内視鏡検査・内視鏡検診であっても，長期にわたる休止は患者や検診受診
者に重大な不利益を生む可能性は否定でない．しっかりと感染対策を行い消化器内視鏡診療・検診を継続す
ることは，この長期化したコロナ禍において重要な事である．また，このコロナ禍を機に，通常の消化器内
視鏡診療体制をあらゆる感染症に対応できるように構築しておくことも，この時代の内視鏡診療に携わる
我々に課せられた重要な責務であると考える．
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委員会企画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���合同企画

「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）　

プロフィール
1983年広島大学医学部卒業、1983年広島大学医学部附属病院内科研修医、
1985年広島大学医学部第 1 内科学教室入局、1993年松江赤十字病院消化
器内科副部長、2007年松江赤十字病院総合診療科部長、2009年川崎医科
大学総合臨床医学准教授、2016年淳風会健康管理センター副センター長、
2018年淳風会健康管理センターセンター長
所属学会：日本人間ドック学会（理事、社員、人間ドック健診専門医）、

日本消化器がん検診学会（理事、中国四国支部支部長、学会評議員、指
導医、総合認定医）、日本消化器内視鏡学会（社団評議員、指導医、専
門医）、日本消化器病学会（学会評議員、指導医、専門医）、日本消化管
学会（代議員、指導医、専門医）、日本ヘリコバクター学会（代議員、
ピロリ菌感染症認定医）、日本プライマリ・ケア連合学会（代議員、指
導医、認定医）、日本内科学会（認定医）など

CP9-1

編集委員会から

編集委員会   委員長／淳風会健康管理センター   センター長

井
いのうえ

上 和
かずひこ

彦

　我々日本人間ドック学会は昨年から新体制に移行し、新たな目標もいくつか掲げられたが、そのなかで、
日本医学会に加盟することを目指すことも改めて確認され、健診の有用性に関する研究・論文活性化委員会
が新設された。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いる。加盟メリットとしては、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が受け易くな
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。加盟申請項目の中に機関紙（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）が
ある。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
るが、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）で、加盟課
題として、英文誌掲載論文数を積極的に増やす必要性を指摘されている。
　英文誌掲載論文を増やすために、研究・論文活性化委員会と編集委員会が緊密に連携を図り、この目的を
遂行していくこととなっている。
　今回の企画については、以下の 3 つで構成させて頂きたいと考えている。

（ 1 ） 編集委員会から、和文誌および英文誌への投稿の現状と推移について説明するとともに、これまで委
員会が取り組んできたこと、現在の課題や将来目標について

（ 2 ） 研究・論文活性化委員会から、2018年度に開始された学術委託研究の再開に伴い、本年2021年度採用
となった申請研究の紹介等を含めたこれまでの経緯について、またこれまでの委員会活動から見えて
きたことや今後の活動目標について

（ 3 ） 本学会副理事長の荒瀬康司先生により、講演「論文を書くこということ」（進行・聞き手　福井）で、
論文を書くことの意義、英語論文と和文論文を書くことの違い等を中心とした講演とその後のディス
カッション

　両委員会では、医師会員のみならずコメディカルや学会員が加盟している組織・団体レベルの研究・論文
作成マインドの底上げとステータスの向上につながる土壌を作ることも長期的な活動課題と考えており、学
術大会や研修会等での教育・啓蒙活動を継続していければと考えている。
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CP9-2

論文活性化委員会から

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

福
ふ く い

井 敏
と し き

樹
プロフィール
1989年　大阪市立大学医学部卒業
　　　　大阪市立大学医学部附属病院第一内科研修医
1994年　アメリカ合衆国エモリー大学循環器部門研究医
1997年　香川医科大学薬理学講座文部科学教官助手
2001年　NTT西日本高松診療所予防医療センター所長
　　　　同　四国健康管理センター　部長（兼務）　
2015年　 医療法人如水会オリーブ高松メディカルクリニック院長（理事

長）
資格等
日本人間ドック学会認定専門医　および　指導医
日本高血圧学会認定専門医　および　特別正会員（FJSH）
日本抗加齢医学会認定専門医　　など

学会活動等
日本人間ドック学会理事、健診情報管理指導士育成事業委員会副委員長、
健診の有用性に関する研究・論文活性化委員会委員長、編集委員会副委
員長、学術大会運営委員会
日本高血圧学会評議員　
日本抗加齢医学会評議員、検査法・ドック小委員会委員
など
表彰等
第46回（平成24年）・第47回（平成25年）・第49回（平成27年）　 第50回

（平成
28年）日本成人病（生活習慣病）学会　一般演題会長賞
日本人間ドック学会　平成24年度、平成28年度優秀論文賞

CP9-3

論文を書くこということ

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   顧問

荒
あ ら せ

瀬 康
や す じ

司
プロフィール
1976年　　　東京大学工学部応用化学修士課程卒業（工学修士）
1983年　　　日本大学医学部卒業（医学博士は山梨大学より授与）
1983年より　国家公務員共済組合連合会虎の門病院内科レジデント
1988年より　虎の門病院消化器科（肝臓グループ）
2008年より　 虎の門病院健康管理センター・画像診断センター　統括セ

ンター長
2021年より　虎の門病院健康管理センター・画像診断センター　顧問

【所属学会】
内科学会、消化器病学会、肝臓病学会、人間ドック学会で専門医、指導
医

【研究歴等】
1988-2020年　冲中研究所研究員

2004-2012年　 厚生省難治性肝炎治療研究班、ウイルス性肝炎病態解明
班の班員等

【研究論文】
査 読 の あ る 英 文 原 著・ 総 説 は480編（Hepatology、Lancet、Nature 
Review 等、first name で74編h-index 47.3）、和文原著・総説は260編等

【著書】
イヤーノート内科・外科学編集、看護レビューノート編集、病気がみえ
る
シリーズ（感染症、消化器）、中山書店内科学、医学書院今日の治療等

【賞】
1997年日本内視鏡学会賞、 2000年日本内科学会奨励賞、 2006

委員会企画9 委員会企画9
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第4回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）

AS-1

遺伝学的検査アドバイザー講習・実
践とアップデート

東京ミッドタウンクリニック   院長

田
た ぐ ち

口 淳
じゅんいち

一
日本人間ドック学会の遺伝学的検査アドバイザー研修プログラムでは、国家資格を持つ医療関係者に広く予
防医学と遺伝学的検査の可能性を伝えたいと考えています。今回は研修プログラムの重点を押さえるととも
に、COVID時代の遠隔カウンセリングや、がんゲノムなどアップデートを説明する予定です。HLA検査や
遺伝薬理学などに関しては、この分野の第一人者の先生方にご講演をいただけます。受講者の皆様が、遺伝
医学の一端に触れていただける良い機会になればと期待しております。

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

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

平成14年 4 月　東海大学八王子病院循環器内科准教授
平成19年 1 月　東京ミッドタウンクリニック院長、先端医療研究所所長
総合内科専門医、循環器専門医、人間ドック健診専門医、臨床遺伝専門
医、日本人間ドック学会　遺伝学的検査アドバイザー育成事業委員会委
員長、人間ドック・健診イノベーション創造委員会委員長
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プロフィール
1970年　京都大学理学部卒業
1972年　京都大学理学研究科修士課程修了
1975年　京都大学理学研究科博士課程修了
1975年　日本学術振興会奨励研究員
1976年　慶応大学医学部助手
1984年　東海大学医学部講師
1988年　東海大学医学部助教授

1992年　東海大学医学部教授
2000年　東海大学医学部 副医学部長
2002年　ジェノダイブファーマ株式会社代表取締役社長
2006年　東海大学医学部医学部長
2006年　東海大学理事
2012年　京都大学iPS細胞研究所特任教授
2013年　東海大学名誉教授

第4回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）

AS-2

次世代シーケンサーを用いた究極の
HLAタイピング検査と疾患罹患予測
東海大学   名誉教授／ジェノダイブファーマ株式会社   代表取締役社長

猪
い の こ

子 英
ひでとし

俊
HLA抗原（Human Leukocyte Antigen）は、3 万個に及ぶアリル（型）が知られ、類希な多型を有している。
その理由は、各HLAアリルが数多くの細菌やウイルスなどの病原体由来の無限に近いペプチドと結合し、
それらの病原体を免疫学的に排除しなければならないからである。すなわち、各HLAアリルは感染した細
菌やウイルスなどの病原体を構成する蛋白由来のペプチドと特異的に結合してT細胞へ抗原提示（この場合
の抗原は、病原体など外来抗原を意味する）する結果、T細胞はこのHLAペチド複合体を非自己と認識して、
活性化され、病原体に対するB細胞の抗体産生やキラーT細胞による細胞免疫の免疫応答が誘導されて、病
原体が排除されることになる。
HLA遺伝子のタイピングは、従来多型をしめす領域に相当する人工合成プローブを作成し、ハイバリダイ
ゼーションによる結合の有無をもとにアリルを判定するPCR–SSOP法で行っていたが、 3 万個に及ぶ数多く
のHLAアリルに対応するためのオリゴプローブの設定が困難であり、また 2 つの多型部位が同一の染色体
上か、異なる染色体上に位置するかの位置情報が得られない、いわゆるphase ambiguityが生じること、の
理由でPCR–SSOP法では正確なHLAタイピングが不可能となった。そこで、我々は次世代シーケンサーに
よりHLA遺伝子の全領域（エクソン、イントロンを含めて）の配列決定を行うことにより、究極の高解像
度HLA–DNAタイピング法を開発し、本法が現在では、国際的な標準法となっている。
HLA タイピングは、1） 移植やiPS細胞により再生医療における患者とドナーの適合性、2） HLAが発症要因
となる疾患の遺伝子罹患予測、3） ペプチドワクチンによる癌治療、4） 薬剤副作用の回避のための遺伝子診
断、など多種多様な臨床現場において広範に用いられ、いわゆる個別化医療の先駆けとなり、かつ臨床応用
に最も成功している遺伝子検査である。特に、2） のHLAと疾患との感受性については自己免疫疾患を中心
に、100種以上の疾患の発症とHLAアリルの相関が報告されている。これは、HLAアリルにより、HLA-ペ
プチド複合体が抗原提示によるT細胞の免疫応答を誘導する能力が異なるため、と考えられる。HLAアリル
による疾患発症に関わる相対危険度は、例えばリウマチとHLA–DR4が3.4、乾癬とHLA–Cw6が24.1、若年
性糖尿病とHLA–DQ8が3.3、ナルコレプシーとHLA–DQ6 は1468と、GWASで明らかにされて疾患感受性
SNPのそれが1.1～1.3と極めて低いのに対し、3.0 ～1400と高い。すなわち、HLAによる疾患発症への遺伝
的寄与が高いことから、HLAタイピングを健診に導入することにより、これらの疾患の発症への予防対策
が可能となると考えられる。
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プロフィール
昭和62年九州大学薬学部卒、平成元年九州大学大学院薬学研究科修士課
程修了、平成 8 年博士（薬学）（東京大学）。平成元年国立医薬品食品衛
生研究所・機能生化学部・研究員。カナダ・トロント大学医学部博士研
究員、国立医薬品食品衛生研究所・機能生化学部・主任研究官、同室長、

同医薬安全科学部・室長を経て、平成22年より現職。現在、日本薬物動
態学会・会長、日本医療薬学会・理事、日本人類遺伝学会・ゲノム情報
に基づいた薬物療法に関する委員会・委員。発表した原著論文222報、
総説64報。

第4回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）

AS-3

薬理遺伝学の基礎と検査

国立医薬品食品衛生研究所   医薬安全科学部

斎
さいとう

藤 嘉
よしろう

朗………田中　庸一
薬理遺伝学（Pharmacogenetics）は、「薬物応答と関連するDNA配列の変異に関する研究」と定義されてい
る。一般に、個体の薬物への反応性は、環境的要因（食事、年齢、感染、併用薬など）及び遺伝的要因によ
り決定される。遺伝的要因は、タンパク質の配列や発現制御を通じてタンパク質レベルや機能の変化をもた
らす可能性がある。特に、医薬品の解毒代謝や体内分布を担う薬物代謝酵素や薬物トランスポーター、また
薬物が作用する分子標的をコードする遺伝子などに関し、多くの情報が蓄積されつつある。薬物代謝酵素と
しては、例えばUGT1A1の例がある。抗がん剤イリノテカンは、体内でカルボキシエステラーゼにより代謝
活性化を受けてSN-38分子となり薬効を発揮する。SN-38分子は主としてグルクロン酸転移酵素UGT1A1に
よりグルクロン酸抱合を受けて不活性化される。このUGT1A1には、遺伝的な多型が主に 2 種類あり、1） 
ＵɢT₁Ａ₁⁂₆と呼ばれる211番目のG（グアニン）がA（アデニン）に変化し、コードする71番目のアミノ酸
がGly（グリシン）からArg（アルギニン）に変化するもの、2） ＵɢT₁Ａ₁⁂₂₈と呼ばれる転写制御領域の
TA（チミンとアデニン）の繰り返しが、 6 回から 7 回に変化するもの、である。いずれも酵素活性が低下
するが、 2 つの多型をホモ接合、または複合へテロ接合で有する場合、特に顕著となる。この患者群では、
SN-38の解毒代謝速度が遅くなり、SN-38の血中濃度が高い状態が長く保たれて薬効が強くなり、副作用と
して重篤な好中球減少の頻度が上昇する。本UGT1A1の遺伝子多型を検査する体外診断薬が認可されてい
る。ＵɢT₁Ａ₁以外にも、コデインによる小児の呼吸抑制発症に関連するＣʏP₂Ｄ₆多型やアザチオプリンに
よる重篤な骨髄抑制と関連するɴＵＤT₁₅多型など、多くの例が存在する。またスティーブンス・ジョンソ
ン症候群や中毒性表皮壊死症などの重症薬疹発症と、関連するHLA型も知られてきている。例えば、高尿
酸血症薬アロプリノールによる発症とHLＡ︲ʙ⁂₅₈：₀₁との関連、抗てんかん薬カルバマゼピンによる発症と
HLＡ︲Ａ⁂3₁：₀₁やHLＡ︲ʙ⁂₁₅：₁₁等との関連、サルファ剤による発症とHLＡ︲Ａ⁂₁₁：₀₁との関連、などが明らか
となっている。海外では、一部が添付文書に反映され、医薬品投与前の検査実施を推奨または検討すると記
載されている。本講演では、主として日本人において明らかとなった上記の例（一部、体外診断薬）を紹介
しつつ、薬理遺伝学の基礎について概説する。
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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

挨拶：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）

幸福学入門

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

前
ま え の

野 隆
た か し

司
　筆者は、これまで10数年に渡って幸せ（well-being and happiness）についての研究を行ってきた。この
ため本市民公開講座では「幸福学入門」と題して講演を行う。　まず、ウェルビーイングや幸せの定義につ
いて述べる。すなわち、幸せ・幸福は上述のようにwell-beingないしはhappinessの和訳であるが、これらの
関係について述べる。すなわち、Well-Beingとは、良い状態のことであり、辞書によると健康、幸せ、福利、
福祉とある。つまり、体と心の良い状態のことをWell-Beingという。Happinessは幸せの直訳だと考えられ
がちだが、より感情的な側面に特化した単語である。なお、講演者の定義によると、幸福学とは、幸せに関
する学問の総称であり、心理学を中心にしながら、幸せなモノづくり、コトづくり、組織づくり、街づくり
などの応用分野も含む。　講演では、定義に続いて、幸福学の一部について紹介する。　年齢と幸福度の関
係は、U字状のカーブになることが知られている。40-50歳が底である。つまり、若い時は幸福度が高く、一
度下がり、その後は上昇していく。では、超高齢者は幸せなのだろうか。トーンスタムらが明らかにした「老
年的超越」という概念がある。90-100歳の高齢者では、自己中心性が減少し、寛容性が高まり、死の恐怖が
減少し、空間・時間を超越する傾向が見られるようになり、高い幸福感を感じると言われている。つまり、

「老年的超越」概念によれば、年齢を重ねることは、幸せになっていくことであると言えそうなのである。　ま
た、幸せには長続きしない幸せ（地位財を得たことによる幸せ）と長続きする幸せ（非地位財による幸せ）
がある。講演者は、非地位財による幸せのうち、心的要因についての因子分析を行って「幸せの 4 つの因子」
を求めた。 4 つの因子とは、やってみよう因子（自己実現と成長の因子）、ありがとう因子（つながりと感
謝の因子）、なんとかなる因子（前向きと楽観の因子）、ありのままに因子（独立と自分らしさの因子）であ
る。クラスター分析も行なった結果、これら 4 つがいずれも高いグループがもっとも幸せなクラスターであっ
た。つまり、 4 つの因子全てが高い状態が幸せな状態であると考えられる。すなわち、夢や目標を持ち、多
様な仲間と助け合い、前向きかつ自分らしく生きる人である。仕事に当てはめてみると、やらされ感ではな
くやりがいを感じ、生き生きワクワクしながら周りの社員と信頼関係を構築し助け合いながら仕事をしてい
て、前向きに自分らしくリスクをとってチャレンジしている社員は幸せである。私たちは、それぞれの仕事
や活動を通して、全ての人が幸せに生きることのできる世界を構築すべきであるといえよう。

プロフィール
1984年東京工業大学卒業、1986年同大学修士課程修了。キヤノン株式会
社、カリフォルニア大学バークレー校訪問研究員、ハーバード大学訪問
教授等を経て現在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。慶應義塾大学ウェルビーイングリサーチセンター長兼務。
博士（工学）。著書に、『幸せな職場の経営学』（2019年）、『幸福学×経

営学』（2018年）、『幸せのメカニズム』（2014年）、『脳はなぜ「心」を作っ
たのか』（2004年）など多数。日本機械学会賞（論文）（1999年）、日本
ロボット学会論文賞（2003年）、日本バーチャルリアリティー学会論文
賞（2007年）などを受賞。専門は、システムデザイン・マネジメント学、
幸福学、イノベーション教育など。
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PO-01
胃内視鏡検診にて発見された表在性非乳頭部十二指腸上皮
性腫瘍の検討～胃粘膜萎縮との関連も含めて～
1 川崎医科大学総合医療センター   総合健診センター      
2 川崎医科大学   消化管内科学      3 川崎医科大学   総合内科学 2       
4 川崎医科大学   検査診断学（内視鏡・超音波）      
5 川崎医科大学総合医療センター   病理科

○砂
す な ご

金　　彩
あや

1 　鎌田　智有1 　村尾　高久2 　末廣　満彦3 
　眞部　紀明4 　物部　泰昌5 　春間　　賢3

　
【背景と目的】表在性非乳頭部十二指腸上皮性腫瘍（superficial non-
ampullary duodenal epithelial tumor： SNADET）は内視鏡検診の普
及に伴い、偶然に発見される症例が近年増加傾向にある。腫瘍発生の
危険因子は未だ明らかではなく、非萎縮胃粘膜との関連を指摘する報
告、逆にH. pylori 感染が発生に関与するとの報告も見られる。
SNADETの臨床病理学的特徴と胃粘膜萎縮との関連について検討し
た。

【対象と方法】過去 5 年間に胃内視鏡検診にて発見され、病理組織学
的に診断されたSNADETと対象とし、その臨床病理学的特徴を検討
した。内視鏡的胃粘膜萎縮は木村・竹本分類に準じ、C1～O3に分類 

（C1-C3： closed type； O1-O3： open type）し、性・年齢をマッチさ
せた対照群60例 （男性25例, 平均年齢59.2歳）と比較検討した。

【成績】発見されたSNADETは12例・13病変であり、男女比 5 ： 7 、
平均年齢 は59.7歳 （31～80歳）であった。局在部位は全例が下行部主
乳頭近傍に認められ、乳頭対側が 6 病変 （46.2%）、大きさは10mm大
以下が10病変 （76.9%）、肉眼型はIIaが 8 病変 （61.5%）と最も多かった。
絨毛の白色化 （milk-white mucosa）は12病変 （92.3%）に認められた 

（辺縁のみ 6 病変、全体 6 病変）。内視鏡的切除が10例に施行され （粘
膜内癌 3病変、高異型度腺腫 2 病変、低異型度腺腫 6 病変）、 1 例は
高齢のため経過観察 （低異型度腺腫）、 1 例は生検 （低異型度腺腫）
で消失した。内視鏡的胃粘膜萎縮の比較では、closed typeの占める
頻度は病変群では91.7%、対照群では70%であり、病変群で非萎縮胃
粘膜が多い傾向であったが、両群には有意差は認めなかった （P= 
0.16）。

【結論】胃内視鏡検診においても可能な限り、十二指腸下行部まで観
察することが重要であり、その際には絨毛の白色化所見はSNADET
の発見契機となり得た。SNADETには非萎縮胃粘膜が多い傾向にあ
り、今後H. pylori 陰性時代においてその発生頻度に注視していく必
要があると考えられた。

PO-03
軽度認知障害（MCI）およびアルツハイマー病のための血
漿タンパク質LC-MS/MSスクリーニング検査の開発
1 株式会社MCBI   研究開発部      2 名古屋市立大学   医学部   脳神経内科      
3 東京医科歯科大学   医学部      4 筑波大学医学   医療系

　井上　　真1 　目野　浩二1 　鈴木　秀昭1 　伊藤ひとみ1 
　劉　　　珊1 　松川　則之2 　朝田　　隆3 　新井　哲明4 
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【目的】認知症の予防のためには、臨床症状が現れる前にその兆候を
検出するスクリーニング検査が必要である。我々はこれまでに複数の
血液中のタンパク質を用いたバイオマーカーを報告しており1,2）、血
清中ApoA1，TTR，C3を測定する「MCIスクリーニング検査」とし
て実用化している。本研究では、より優れたスクリーニング検査の開
発と実用化を目指し、複数の血漿タンパク質を同時に測定するLC-
MS/MS検査を開発した。【方法】45種類の血漿タンパク質について
LC-MS/MS （MRM）（島津製作所LCMS-8060）による定量系を構築
した。192例（健常：58例，MCI：71例，アルツハイマー病（AD）：
63例）の血漿タンパク質量を定量し、多項ロジスティック回帰と
ROC分析を行い、認知機能健常とMCIおよびADを識別する血漿タン
パク質とその組み合わせについて解析した。【結果】免疫系、凝固線
溶系、脂質代謝、栄養に関連した 8 種類のタンパク質が認知機能健常
とMCIおよびADを識別するバイオマーカーとして見いだされた。こ
れらの血漿タンパク質を用いて、健常と認知機能障害（MCI or AD）
を識別する判定モデル構築した。その結果、ROC分析におけるAUC
値は、0.82（感度85％、特異度67%）であった。さらに、これらの血
漿中のバイオマーカータンパク質の組み合わせによる判定値は、認知
機能低下の重症度と相関した。【結論】免疫系、凝固線溶系、脂質代謝、
栄養に関連した 8 種類の血漿タンパク質の組み合わせによるLC-MS/
MS検査を開発した。この検査は早期の認知機能低下の兆候とその進
行度が検出可能であり、健診などにおけるスクリーニング検査として
有用と考えられる。

【略語】AD（アルツハイマー病），AUC（曲線下面積），MCI（軽度
認知障害），MRM（多重反応モニタリング），ROC（受信者動作特性）
1.Lui S, Uchida K, et al. Alzheimers Dement （Amst） 11：85-97 

（2019）2.Uchida K, Lui S, et al. Alzheimers Dement （Amst） 1：270-
280 （2015）

PO-02
前向き観察研究における大腸ポリープ成因に影響を及ぼす
交絡因子の解析
1 亀田メディカルセンター幕張      
2 東京大学医学部附属病院予防医学センター・東京大学医学部消化器内科
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　光島　　徹1

　
【目的】大腸ポリープは大腸がんと密接に関係しており、その成因に
は生活習慣や食習慣などの環境的背景による影響が指摘されている。
また近年、 Helicobacter pylori（HP）感染に伴う大腸ポリープ発生の
リスク上昇の可能性が報告されているが、これを検証した我が国にお
ける疫学的解析は殆ど行なわれていない。そこで本研究では、既報で
報告されている喫煙など生活習慣を含めた環境的要因にHP感染を加
え、大腸ポリープ成因に影響を及ぼす交絡因子について疫学的な観点
からの詳細な統計分析を示す。
【方法】2010年に人間ドックを受診した20,835人を対象とし、大腸内
視鏡検査を施行した3,010人において、2010年時点における大腸ポリー
プ罹患歴と大腸内視鏡検査所見よりポリープの有無を確認した。大腸
ポリープは大腸がんと類似した交絡因子を有している可能性が高いと
考えられるため、喫煙習慣、飲酒習慣、肥満の程度と、関連が指摘さ
れている血清HP抗体価を交絡因子とした。大腸ポリープ既罹患者お
よび有所見者などを除いた1,676名を最終的な解析対象者として、
2015年までの受診記録から大腸ポリープ罹患率や累積罹患率を算出し
た。また、反復測定ロジスティック回帰による大腸ポリープ有所見率
の経年的傾向と、Cox比例ハザードモデルによるハザード比を算出し
た。
【結果】大腸ポリープ罹患率（千対）および累積罹患率は、喫煙では
現喫煙者（139、32.5％）、飲酒では毎日飲酒者（122、28.7％）、肥満
の程度では過体重者（131、25.0％）、HP感染ではHP陽性（129、
23.8％）で高値であった。すべての因子で大腸ポリープ有所見率の経
年的な増加がみられ、過体重（1.523）、現在喫煙（2.192）、毎日飲酒

（2.423）で統計学的に有意な関連がみられた。
【考察】喫煙、飲酒および肥満の程度において、大腸ポリープ罹患率、
累積罹患率および有所見率に違いがみられたことから、大腸ポリープ
の成因に影響を及ぼす可能性が示唆された。

PO-04
特定保健指導におけるアイテムの効果　－小さい茶碗－
1 まつなみ健康増進クリニック   人間ドック・健診センター      
2 松波総合病院   内科
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百合1 　佐伯　正人1 　照井　佳子1 　木村　信子1 
　森　　千晶2 　前川　路子2 　林　　　慎2

　
【目的】当施設では数年前より特定保健指導の初回面接時に、自宅で
の改善意識継続を目的に生活習慣改善アイテムを毎回渡している。
2020年度は、ごはんの量に焦点を当てた指導を行い、アイテムとして
小さい茶碗を持ち帰ってもらい、その効果について検討した。【方法】
初回面談時に、ごはんの摂取頻度や摂取量を確認し、オリジナルの食
事バランスガイドに沿ってごはんの摂取量を見直す提案を行った。希
望者に小さい茶碗または健康情報をプリントしたトイレットペーパー
のどちらかを選択し持ち帰ってもらった。2021年 3 月末までに指導終
了した受講者にアンケートを実施し、自宅の茶碗との大きさやごはん
の量の変化について調査した。また、初回面接時と指導終了後の体重
変化について比較した。【結果】初回面接時に茶碗を選択した人は303
人中196人（65％）。アンケートを郵送し返信があった110人（回収率
約50％）のうち茶碗選択した群（あり群）71人、茶碗選択しなかった
群（なし群）39人だった。あり群のみ、家で使用していた茶碗との比
較を問い89％が自宅で使用していた茶碗のほうが大きいと答えた。初
回面接後の 1 日あたりのごはんの量の変化について、あり群で82％、
なし群で54％が減ったと答えた。また、指導後のごはんの量は、あり
群では78.4％、なし群では48.4％が140g以下を目安にしていると答え
た。体重変化は- 2 kg以上減ったものがあり群40.8％、なし群23.1％で
あった。【考察】ごはんを抜くのではなく適量を食べて、その他の栄
養素をバランスよくとりいれる、そのためにまずは適量のごはんの量
を知ることが重要である。茶碗を持ち帰った人は、日々の摂取するご
はんの量について、茶碗の大きさを変えることで簡単に摂取エネル
ギー量が減り、体重減少につながったと考えられる。特定保健指導で
の小さめの茶碗は実際に受診者の行動変容に繋げやすく、減量に有用
となりうる。
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PO-05
新型コロナウイルス流行による受診者の生活習慣と健康状
態への影響
医療法人社団   同友会   春日クリニック

○吉
よしもと

本　貴
たかのぶ

宜 　太田秀二郎 　深澤　富博 　山下眞理子 
　新城　邦裕 　天野　高行 　高谷　典秀
　

【目的】新型コロナウイルスの流行により私たちはこれまでの常識と
は大きく異なる新しい生活様式の受け入れを余儀なくされており、「巣
ごもり消費」「コロナ太り」といった言葉も既に日常のものとなって
いる。健康管理面においても大きな影響を及ぼすことが懸念されてい
る中で、ポストコロナ時代の健康寿命の延伸のためには受診者の健診
データからその動向を分析することは必要不可欠と考え調査を行った。

【対象】2020年度に当会の健康診断を受けた受診者で、前年度も受診
歴があり経年比較が可能な183,211名（平均44.5歳、男女比54：46）

【方法】上記対象者において 1 年でメタボリックシンドローム診断基
準該当者がどれだけ増えたかを調べ、その傾向を2018-2019及び2017-
2018年度の経年受診者と比較した。検査項目別にも評価し、問診結果
から伺える生活習慣や意識の変化からその原因を考察した。

【結果】メタボ診断基準に該当する受診者は、2019年度から2020年度
にかけて10万人あたり10,319人から11,736人に1,417人増加しており、
2018-2019や2017-2018年度の10万人あたり290人増と比較して大幅な
増加を認めた。メタボ予備群もこれまでの281人増加から773人増と伸
びが加速していた。保健指導の対象者も同様の傾向であった。メタボ
診断基準を構成する検査項目では血圧と中性脂肪が、基準項目以外で
もγ-GTの上昇が目立ち、生活面では飲酒や間食習慣に改善がみられ
る一方で、歩行時間の減少を認めた。

【考察】メタボリックシンドローム、保健指導対象者共にこの 1 年間
でその増加傾向がかなり強まっている状況が伺えた。生活習慣病対策
と重症化予防によって健康寿命を延伸するために、健康診断の実施と
生活様式の変化を踏まえた適切な指導の重要性はこれまで以上に高
まっている。
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一般演題

講演抄録

　本学術大会における「取り下げ」（申し出があった、あるいは期日までに参加登録および演題登録がなされなかった）演題
については、Web配信特設サイトおよび学会誌『人間ドック』Vol.₃₆ No.₃にその一覧を掲載いたします。これらの演題は本
大会の業績にはなりませんが、同一内容を今後次期学術大会等に発表されることは妨げません。
　なお抄録集の印刷作業後に「演題取り下げ」が確定した演題については、抄録が消去できなかったことをご了承ください。
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A-3-02
メタボリックシンドロームの診断指標による腹部内臓脂肪
面積の推定式の作成
1 愛知県立大学   看護学部      2 大雄会第一病院   健診センター
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【目的】メタボリックシンドローム（MetS）の診断基準では腹囲の測
定が必須項目であるが、CTで腹部内臓脂肪面積（VFA）測定を行う
ことが望ましいとされている。しかしながら、一般健診においてすべ
ての受検者にVFAの測定を行うことは不可能であるため、MetSの診
断指標を用いたVFAの推定式の作成を試みた。

【方法】2017年～2019年（男性）/2014年～2019年（女性）に当健診セ
ンターを受検した日本人延べ25239人/37989人のうち、MetSのすべて
の診断項目を測定した23987人/33240人中、VFAを測定した2315人
/1683人を対象とした。MetSのすべての診断項目を説明変数、VFA
を目的変数として男女別にステップワイズ法による重回帰分析を行
い、VFAの推定式を作成した。

【結果】VFA（cm 2 ）の推定式は、男性：－308.58-4.098×腹囲（cm）
－0.36×FPG（mg/dL） ＋0.533×SBP（mmHg） ＋0.041×TG（mg/
dL）－0.185×HDL-C（mg/dL）－0.314×DBP（mmHg）、女性：－
202.21＋2.715× 腹 囲 ＋0.131×TG＋0.422×SBP－0.241×HDL-C＋
0.217×FPG－0.2×DBPであり、調整済みR2乗は0.625（男性）, 0.705（女
性）で共にP＜0.001であった。これらの推定式から得られた値を
eVFA（cm 2 ）とすると、VFAとeVFAの相関係数は0.791（男性）, 0.841

（女性）（共にP＜0.001）と強い正の相関を示した。 また、eVFAと
VFAの差は、男性/女性で中央値1.2/1.8、25～75パーセンタイル幅－
21.1～22.5/－12.9～14.7、10～90パーセンタイル幅－41.9～40.5/－31.5
～27.1であった。

【結論】VFAはMetSの診断指標から推定可能であり、eVFAはVFA
と強い相関を示した。女性の方が男性よりも相関が強く、誤差が少な
い傾向がみられた。

A-3-01
脂肪肝を有する検診受診者で、FIB-4�index高値はメタボ
リック症候群の合併と関連している
1 国際セントラルクリニック      2 大名古屋ビルセントラルクリニック
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吾1,2 　白田　康代1,2 　竹市　　泉2 　芳野　純治1

　
【背景】
近年、非アルコール性脂肪肝（NAFLD）が問題となっている。
NAFLDとメタボリック症候群（Mets）はよく合併することが知られ
ている。一方、血液検査値を利用した非侵襲的な肝臓線維化の指標が
NAFLDの診療に使われているが、このような指標とMetsとの関連は
日本の検診集団では十分検討されていない。
【目的】
就労年齢の検診集団で、FIB-4 indexとMetsとの関連を検討した。
【方法】
2017年度に当院で検診を受けた成人（30-65歳）を対象とした。ウイ
ルス性肝炎、アルコール性肝障害を指摘されたことがある者は除外し
た。最終的な解析対象者は23,216人だった。今回はFIB-4 index：1.3
以上をFIB-4高値群とした。脂肪肝（－）群と脂肪肝（＋）群に対象
者を分けて、Metsの合併を目的変数として多変量ロジスティック回
帰分析を行った。また、Metsの合併コンポーネント数とFIB-4高値群
との関連を順序ロジスティック回帰分析で解析した。さらに脂肪肝

（+）群でMetsの各コンポーネントとFIB-4高値群との関連もロジス
ティック回帰分析で検討した。
【結果】
脂肪肝（+）群でのみ、Metsの合併および合併コンポーネント数と、
FIB-4高値群との間に有意な関連を認めた（それぞれ、オッズ比；1.278、
p=0.009、オッズ比；1.362、p＜0.001）。脂肪肝（－）群ではいずれも
有意な関連を認めなかった。脂肪肝（＋）群では、血糖高値とFIB-4
高値群に有意な関連を認めた（オッズ比；1.568、p＜0.001）。
【結論】
脂肪肝を有する対象者で、FIB-4高値群は、Metsの合併や、合併コン
ポーネント数の増加と有意に関連していた。Metsのコンポーネント
の中で特に血糖高値がFIB-4高値群と関連しており、インスリン抵抗
性が関連の背景にあると考えられた。

A-2-01
甲状腺疾患判別人工知能モデルにおける使用特徴量の検討
1 株式会社コスミックコーポレーション   商品企画部   AI戦略チーム      
2 和歌山県立医科大学附属病院 糖尿病・内分泌代謝内科      
3 群馬大学医学部附属病院 内分泌糖尿病内科      
4 医療法人社団日高会 日高病院 健診センター      
5 医療法人神甲会隈病院 内科      6 慶應義塾大学 理工学部

○浅
あ さ み

見　親
ち か し

志1 　岩倉　　浩2 　中島　康代3 　坂巻　浩二4 
　阿久澤まさ子4 　工藤　　工5 　安藤　義孝4 　山田　正信3 
　赤水　尚史2,5 　榊原　康文1,6

　
【背景】多数の未治療患者が存在すると推計される甲状腺疾患につい
て、我々は一般生化学検査から当該疾患を判別する人工知能モデルを
開発している。昨年時点で我々のモデルは、処方薬情報を基にした 3
施設複合のデータについて高い判別性能を記録した。本演題では、甲
状腺検査値情報を基にしたデータを対象に、上記 3 施設での内部評価、
および、他 1 施設での外部評価の結果を報告する。

【方法】和歌山県立医科大学附属病院、群馬大学医部附属病院、医療
法人神甲会隈病院から、TSHとFT4検査値がどちらも異常である「亢
進症群」と「低下症群」を抽出した。前者の 2 施設は学習または評価
に、後者 1 施設は評価にのみ使用した。医療法人社団日高会日高病院
からは、TSHとFT4検査値が正常であり他疾患を罹患していない「健
常者群」を抽出し、学習と評価の両方に使用した。モデルは機械学習
手法GBDTを用いて構築し、特徴量は「A．医師判断による選択項目
を含む特定健康診査項目」「B．医師判断による選択項目を含む特定
健康診査項目＋ALP、尿酸」「C．上記 4 施設で使用可能な全ての項目」
を使用した。

【成績】和歌山県立医科大学と群馬大学、日高会日高病院データでの
内部評価時のAUCは、亢進症判別モデルで、特徴量A：94.6%、特徴
量B：96.0%、特徴量C：97.9%となり、低下症判別モデルで、特徴量A：
90.4%、特徴量B：91.3%、特徴量C：96.9%となった。一方上記モデル
の、隈病院、日高会日高病院データでの外部評価時のAUCは、亢進
症判別モデルで、特徴量A：97.5%、特徴量B：97.5%、特徴量C：
98.6%となり、低下症判別モデルで、特徴量A：87.0%、特徴量B：
87.5%、特徴量C：96.9%と、未学習の外部施設データでも内部評価と
同程度の高い判別性能を記録した。

【結論】今後は、開発した人工知能モデルを健康診断やオンライン診
療に活用していく。

A-1-01
胃透視検査における問診票と同意書の導入について
医療法人財団博仁会   キナシ大林病院   健診部

○徳
と く い

井絵
え り な

理菜 　堀川　　眞 　川上　由佳 　北條隆一郎 
　義丁　恵子 　池田　育美 　冨田　容美 　串田　由紀 
　水田　瑠里 　藤本　範子
　

【目的】　当ドックでは、胃透視検査前に消化器系の既往の有無や過去
の胃透視検査の副作用、排便状況について聞き取り、安全に検査が行
えるようにしている。しかし、気分不良や、数日後に排便がないと言
う問い合わせが多数ある。　過去の受診者対応記録を振り返り、令和
2 度より胃透視検査でも独立した問診票と同意書を作成し、インシデ
ントに繋がる事案を減らそうとした取り組みをここに報告する。【方
法・期間】2018.4.1～2020.3.31までの胃透視検査に関する対応記録14
件　対応の内容　検査後気分不良　 7 件　後日便対応 7 件うち医師報
告事例　 9 件で後日病院受診（当院外来対応）は 5 件（内訳：後日の
便対応 2 件、気分不良 3 件）であった。　【結果】2020.04～2021.02.08
までの胃透視検査に関する対応記録 5 件対応内容　　検査後気分不
良　 3 件　　　　　　後日便対応　　 2 件（排便あったか不安・その
後腹部膨満感）　医師報告事例・後日病院対応は 0 件であった。【考
察】　上記の胃透視検査に関する件数が問診・同意書を用いてから、
1 年未満であるが、医師報告事例や後日病院対応が無くなった。今ま
では、当日問診時にその方の病歴や現病歴を確認し、胃透視検査に関
しても説明していたが、十分でなかった可能性があった。今回胃透視
検査においても個別の問診・同意書を作成し、事前に郵送することに
よって、受診者様自身で実施内容を把握することができ、その後の対
応に関してもイメージすることができたと考えられる。また、スタッ
フ側もそれを用いてポイントを押さえながら確認することができ、不
安な方においては医師とも確認し、十分に連携できたと考えられる。
今後とも安心して健診が受けられる病院を目指して改善していきたい。
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A-3-06
10年間の健康診断によるメタボリックシンドローム該当
者の割合の比較
一般財団法人   日本健康増進財団

○藤
ふじしろ

代健
け ん た ろ う

太郎 　安部　信行 　田嶋　政男 　西村　明良 
　法常　一孝 　石塚　範雄 　阿部　　悟 　森山　博美 
　荒井　親雄 　三木　一正
　

【目的】医療制度改革大綱で平成20年度に比べ平成27年度に生活習慣
病有病者・予備軍を25％減少させる政策目標が掲げられた。特定健診
が導入された2008年に比べ2013年と2018年の横断研究からメタボリッ
クシンドローム（以下メタボ）に該当する受診者が減少したか検討し
た。【方法】当財団の健診を受診した40～74歳の男性。2008年44833名

（ 平 均52.2歳 ）、2013年46066名（51.8歳 ）、2018年42386名（53.2歳 ）。
メタボと診断されたものとそれ以外の受診者を比べた。またそれぞれ
の群の飲酒、服薬状況、運動、行動変容を比べた。【成績】 2008年度、
2013年度、2018年度で40歳代はそれぞれ、3288名、3528名、2767名で、
受診者総数を100％としたメタボの割合は、19.1％、17.1％、16.8％で
あった。50歳代は5025名、3668名、3242名で、25.5％、23.1％、21.4％
であった。60歳代から74歳は1916名、2331名、2364名で、24.3％、
24.3％、21.4％であった。2008年度のメタボを100とすると2018年度は、
40歳代で-12.1％、50歳代で-16.1％であった。主に50歳代で比較すると
2008年度と2018年度で飲酒なしが18.5％、24.4％に対して20.6％、
28.1％、週 3 回以上が64.6％、56.3％及び61.1％、53.2％と両群で飲酒
機会は減っていた。飲酒量はそれぞれの年度で 2 合以上の割合は、
59.3％、55.0％に対し62.3％、55.8％とメタボで飲酒量がより低下して
いた。服薬例の割合は年度を増すと顕著に増えていた。経年的には非
メタボで運動をしていない受診者の割合が減少し、実行・維持してい
る者は増加していた。【結論】メタボ該当者は、今回の対象者で2008
年度に比べ2018年度は50歳代で16％減少したものの未だ目標には至っ
ていない。

A-3-05
スポーツを実施している若年層における代謝因子の検討
1 東京明日佳病院   内科      2 東京明日佳病院   放射線科      
3 東京明日佳病院   医療情報課

○春
はるはら

原　伸
のぶゆき

行1 　佐藤　直子1 　向井　正法1 　西　　　享1 
　佐々木儀人2 　戸崎　雅子3

　
【はじめに】我が国では広く健診事業が行われているが、職域健診が
主体であり、学生時代に代謝因子等血液検査が行われることは稀であ
る。またその年齢層におけるスポーツの効果に関してあまり報告はな
い。当院ではスポーツ整形を標榜しており、中学生から青壮年齢層の
手術を目的とした入院症例が多数ある。今回、通常一般健診を受ける
ことが稀である年齢層の中で、スポーツ競技を実施している症例にお
いて後方視的にデータ収集し解析した。【対象】2020年 4 月から12月
に手術目的で入院した18歳から25歳の患者を対象とし、血液データ並
びにCOVID-19対策として実施した胸部CT画像より脂肪肝の有無を
検討した。除外基準は、1.内科疾患の治療を受けている　2.検査が行
われなかった　3.日常的にスポーツを実施していない、症例とした。

【結果】対象は62症例（女性22例、男性40例）年齢21+/-2歳である。
BMI、AST、ALT、ALP、γGTP、ChE、中性脂肪、尿酸値、L/H
比は男性で、HDL-Cは女性で有意に高値であり、明らかな性差が存
在した。異常値を示す頻度はBMI、HDL-C、中性脂肪、尿酸で男性
が有意に多かった。本研究と政府統計（e-Stat、20から29歳データ）
を比較すると、異常値を示す頻度は概ね男女ともに同様であったが、
HDL-C40未満の頻度は男性においてのみ有意に多かった（5名／40名
vs 1名／55名）。脂肪肝は男性 1 名にのみ認めた。【考察】幾らかの運
動制限が加わり代謝異常頻度を押し上げた可能性があるが、スポーツ
競技者といえども決して代謝因子において良好というわけではない。
特に男性ではHDL-C40未満の頻度が増加しており、スポーツ選手に
おいても積極的に検査を行い将来的なリスク軽減を図るべきであると
考える。今後は競技種や運動量も調査し、同年齢層における運動の効
果を明らかにしていきたい。

A-3-04
内臓脂肪面積とメタボリックシンドローム診断基準項目と
の関連性の検討
大阪医科薬科大学健康科学クリニック

○松
まつふね

舟　瑞
み ず き

希 　八田　悦子 　大槻　安代 　景山　修二 
　安西　　央 　青木　　彰 　福田　　彰 　後山　尚久 
　藤原　祥子
　

【目的】近年、過栄養や運動不足などを背景にしたメタボリックシン
ドロームなどの生活習慣病の増加が問題となっている。そこで当施設
のCT内臓脂肪測定検査より得られた内臓脂肪面積とBMI、メタボリッ
クシンドロームの診断基準項目との関連性を検討した。

【方法】対象は2010年 1 月から2020年 9 月までに当院でCT内臓脂肪測
定検査を実施した1608名（男性843名,女性765名）。男女別に内臓脂肪
型肥満群（BMI 25以上・内臓脂肪面積100cm 2 以上）、脂肪蓄積型肥満
群（BMI 25未満・内臓脂肪面積100cm 2 以上）、皮下脂肪型肥満群（BMI 
25以上・内臓脂肪面積100cm 2 未満）、正常範囲群の 4 群に分け、 4 群
間について腹囲,収縮期血圧,拡張期血圧,HDLコレステロール,中性脂
肪,空腹時血糖の 6 項目を比較した。またBMI 25以上の男女別に内臓
脂肪面積が100cm 2 以上と100cm 2 未満、90cm 2 以上と90cm 2 未満につい
ても上記 6 項目を比較した。

【結果】対象者のうち男性56％,女性27％が正常範囲外であった。内臓
脂肪型肥満群の各平均値は、男性は腹囲と中性脂肪がメタボリックシ
ンドロームの診断基準値（以後、基準値）よりも高値、女性は腹囲の
み高値であった。脂肪蓄積型肥満群では男性は腹囲と中性脂肪が基準
値より高値、女性は全て基準値内であった。皮下脂肪型肥満群では男
女とも腹囲のみ基準値より高値であった。またBMI 25以上で内臓脂
肪面積100cm 2 以上と100cm 2 未満とを比較すると男女ともに空腹時血
糖以外の各項目に有意な差を認めたが、男性においては90cm 2 以上と
90cm 2 未満の比較においても有意な差を認めた。（P＜0.05：T.TEST
検定）

【考察】内臓脂肪面積が100cm 2 以上と100cm 2 未満の比較では男女とも
に各項目に有意な差を認め、メタボリックシンドロームの診断基準の
内臓脂肪面積が100cm 2 以上という基準は妥当であると考えられたが、
男性に関しては90cm 2 以上の基準に下げることも検討課題ではないか
と考えられた。

A-3-03
脂肪量と除脂肪体重がメンタルヘルスに与える影響の検討
川崎医科大学健康管理学

○藤
ふじもと

本　壮
そうはち

八 　砂金　　彩 　角　　直樹 　山中　義之 
　鎌田　智有 　高尾　俊弘
　

【背景】肥満とメンタルヘルスの関係には多様な報告があり、一定の
見解を得られていない。最近、体重と生命予後の関連に脂肪量と除脂
肪体重に分ける必要があると報告された。しかし、体重とメンタルヘ
ルスについて脂肪量と除脂肪体重を分けて検討した報告は殆どない。

【目的】体重を脂肪量と除脂肪体重に分け、それぞれメンタルヘルス
の影響を検討する。【対象・方法】対象は2018年度に川崎医科大学附
属病院健康診断センターを受診し精神的健康状態の指標である
WHO5精神健康状態表（WHO5）に回答頂いた4002人（女性： 1935人、
平均年齢： 51.8±10.7歳）。脂肪量及び除脂肪体重はD.Hoonらの報告

（Br J Nutr. 2017,118,858-）をもとに性別、年齢、身長、体重、腹囲よ
り算出した。【結果】BMIの四分位とWHO5の点数を比較ではBMIが
最も低い（BMI＜20.6）とBMIが最も高い（BMI＞25.5）グループで
WHO5テストの点数が低値、即ち精神的健康状態が悪い状態であっ
た。脂肪量の四分位とWHO5の点数の比較では、BMIと同様に脂肪量
が最も低いグループと最も多いグループでWHO5が低値であった。し
かし、除脂肪体重の四分位とWHO5の点数の比較では、最も除脂肪体
重が低いグループと比較し最も除脂肪体重が重いグループでWHO5
は有意に高値であった（p＝0.018）。さらにBMI四分位毎にWHO5を
年齢及び性別、脂肪量または除脂肪体重で多変量解析を行うと、最も
BMIが高いグループで脂肪量とWHO5は有意な負の関連が認められ
た （推定値； -0.08, 95％CI： -0.142 to -0.018）、また、最もBMIが低い
グループで脂肪量（推定値： 0.150, 95%CI： 0.016 to 0.283）および除
脂肪体重（推定値： 0.117, 95%CI： 0.001 to 0.232）とWHO5とは何れ
も有意な正の関連が認められた。【結論】BMI高値では脂肪量の増加
はメンタルヘルス悪化と関連するが、除脂肪体重とは関連を認めな
かった。肥満とメンタルヘルスとの関連には除脂肪体重より脂肪量が
重要となる可能性がある。
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A-3-10
青森県一地域の地域および職域健診受診者を対象とした
BMI区分に基づく各種疾患の危険因子の横断的検討
1 青森県立保健大学   健康科学部   栄養学科      
2 青森県立保健大学   健康科学部   看護学科      
3 公益財団法人   八戸市総合健診センター      
4 天使大学   看護栄養学部   看護学科

○熊
くまがい

谷　貴
た か こ

子1 　山田　真司2 　福島　郁子3 　磯島美穂子3 
　伊藤　治幸4 　相馬　文彦3 　岡本　道孝3

　
【目的】青森県一地域の地域・職域健診受診者を対象に，BMI区分と
高血圧，脂質異常症，高血糖の危険因子の関連を横断的に検討するこ
と．

【方法】2019年度に青森県X地域の地域・職域健診受診者59,815名のう
ち，重複受診と29歳以下80歳以上を除く46,521名（男性24,135名，女
性22,386名）を対象とした．性，年代別，BMI区分ごとに，高血圧，
高LDL血症，低HDL血症，高中性脂肪血症，脂質異常症，高血糖の
割合を算出した．BMIの区分は，16.0未満，16.0～17.9，18.0～19.9，
24.0～25.9，26.0～27.9，28.0～29.9，30.0kg/m 2 以上とした．また，多
重ロジスティック回帰分析により，年齢，性別，喫煙の有無を調整し，
BMI20.0～24.0kg/m 2 を基準としたBMI区分のオッズ比を求めた．

【結果】喫煙率は，男女の30～39歳で高かった（男性54.3％，女性
20.1％）．BMI18.5kg/m 2 未満の痩せは，男性70～79歳で3.8％，女性30
～39歳で15.0％，25.0kg/m 2 以上は，男性40～49歳で39.7％，女性70～
79歳で25.3％と高かった．BMIとの関連は，高血圧はBMI30.0kg/
m 2 以上でオッズ比は7.17（6.54-7.87）であった．高LDL血症は，他の
指標と比べると弱かった．低HDL血症，高中性脂肪血症，脂質異常
症は，BMI24.0～25.9kg/m 2 でオッズ比が2.06（1.75－2.42），1.82（1.70
－1.94），1.74（1.65－1.83）と高く，BMIの上昇とともに関連も強く
なる傾向にあった．高血糖は，BMI28.0～29.9kg/m 2 のオッズ比が2.92

（2.62-3.26），BMI30.0kg/m 2 以上になるとオッズ比は5.21（4.71-5.78）
と上昇した．

【考察】先行研究と同様に，BMI24.0～25.9kg/m 2 から各種疾患に関す
る危険因子のオッズ比は上昇していたが，特に低HDL血症の場合の
オッズ比は 2 を超えていた．また, BMI30.0kg/m 2 以上で，オッズ比
が5-7と非常に高い関連もみられた．本研究の対象者は，青森県一地
域の居住者であり県全体の結果を反映していないが，地域診断の 1 つ
として青森県民独自の体重管理の可能性が考えられた．

A-3-09
肝機能検査（ALT値）からみたメタボ・脂肪肝～ALT値から
どのような状態予測と目標設定が可能であろうか～
大阪医科薬科大学   健康科学クリニック
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 　尾上　都子 　中嶋　一恵 　藤原　祥子 
　後山　尚久
　

【背景と目的】肝機能検査（ALT）は、肝疾患のスクリーニング検査
として広く普及している。近年、肝機能異常（ALT≧30U/l、以下単
位略）が増加し、その多くは脂肪肝（FL）と考えられている。FLは、
肥満症やメタボリックシンドローム（MetS）等と同じくインスリン
抵抗性（IR）と密接に関連し、FLのない状態は生活習慣病の予防目
標でもある。FLは超音波検査（US）にて容易に診断されるが、健診
での一般普及には限界がある。ALTでどのような生活習慣病に関し
ての情報が得られるか、FLやIRとの関連から検討した。【対象と方法】
2016～2018年度の当施設健診例で、US施行し、B・C型肝炎等の肝疾
患を除外した3901例（男性1728例、女性2173例）を対象とした。FL
はUS、IRはHOMA-IR（1.6未満を正常）で、MetSは日本基準で評価
した。ALT値と肥満指数（BMI）・腹囲、FL及びIR、MetSとの関連
を検討した。有意差判定はノンパラメトリック検定を用いた。【成績】
肝機能異常は男性21％・女性 7 ％に存在し、FLは男性49%・女性22%
に認めた。特に男性のALT30未満の約 4 割（女性約 2 割）、ALT40以
上の約 8 割（女性約 7 割）にFLを認めた。またALT30未満でも肥満

（BMI≧25）が男性22％・女性13％に、腹囲基準外が男性41％・女性 9 ％
に 存 在 し た。ALT5毎 別 の 値 で み た 平 均HOMA-IR値 は、 男 性 の
ALT25未満で1.6未満・25以上で2.0以上、女性も各々1.5未満・2.0以上
で、両者間に有意差を認めた（p＜0.01）。ALT上限値30でのIR出現（特
異度）は男性68%（女性77%）で、FL存在（特異度）は男性58%（女
性80%）と、男性でやや低率であった。さらにALT30以上でのMetS
該当は、男性30%・女性15%で、男性はALT30未満・20未満で各々
15％・10%、女性はいずれも 3 ％未満であった。【結論】肝機能が正
常上限（ALT30）内であっても、肥満やFL、IR異常、MetS該当例が
かなり存在している。生活習慣病の予防や健康維持の観点から、健康
基準値として、よりALT低値を目標におくのが望ましいと考えられた。

A-3-08
ベトナム都市部における内臓脂肪とメタボリックシンド
ロームバイオマーカーの相互関係
1 国際医療福祉大学   医学部   予防医学      2 チョーレイ病院   ベトナム      
3 ホーチミン市   医学薬学大学      4 国際医療福祉大学
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　山崎　　力4 　天野　隆弘4

　
【目的】　内臓脂肪の蓄積はメタボリックシンドロームの病因と深く関
係している。2020年のWorld Population Reviewによると世界の191の
国の中で、BMI ≧ 30を肥満と定義した場合、ベトナムは肥満率が2.1％
と最も低い。そのため、内臓脂肪とメタボリックシンドロームのバイ
オマーカーの関連性を調べたスタディには限りがある。今回対象とし
たホーチミン市は約780万人が居住するベトナム最大の都市であり、
急速な経済発展、食生活の欧米化と共に、B M Iも高くなっている。【方
法】　対象は、2019年にベトナム、ホーチミン市のヘチセンター人間
ドック受診者659人（男性373例, 平均年齢48.9 ± 0.5歳； 女性286 例, 
平均年齢49.9 ± 0.7歳）。受診者全員のファットスキャン、B M I、腹
囲計測、血圧及び血液検査（脂質、肝機能、空腹時血糖値、ヘモグロ
ビンA1c、尿酸値）を男女別に回帰分析を含めて解析した。【結果】　平
均B M Iは、男性24.6 ± 3.0、女性22.7 ± 2.8  kg/m 2 で肥満の基準値
BMI ≧ 25を下回る。平均腹囲計測も、男性87.7 ± 8.2、 女性77.5 ± 8.1 
cmとベトナムで使用しているInternational Diabetes Federationの基
準値男性 ≧ 94、女性 ≧ 80 cmを下回る。ファットスキャンで計測し
た内臓脂肪は、男性116.1 ± 49.3、女性66.0 ±  37.3 cm 2 で、男性は内
臓脂肪基準値 ≧ 100 cm 2 を上回る。いずれの数値も男性は女性に比
較して統計的に優位に高い（P ≦ 0.05）。内臓脂肪と血液検査値との
回帰分析では、男性はAST、ALT、 γ-GT と、女性は中性脂肪, ヘモ
グロビンA1c 、尿酸値と優位な関連が示唆された。【考察】　ベトナ
ム都市ホーチミン市で施行した人間ドックでは、男性は女性に比較し
て、優位に肥満の傾向がある。男性は内臓脂肪基準値を超えており、
肝機能障害を伴うことから飲酒が原因となっている可能性がある。

A-3-07
肝線維化進展NAFLDの100％の拾い上げを目指した際の
費用対効果の検討
1 大阪市立大学   大学院医学研究科   先端予防医療学   MedCity21      
2 大阪市立大学   大学院医学研究科   肝胆膵病態内科学
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樹1 　福本　真也1 　木村　達郎1 　中野　朱美1 
　灘谷　祐二1 　田内　幸枝1 　高嶋　信吾1 　西居由布子1 
　河田　則文2 　渡邉　俊雄1

　
【目的】健診施設における肝線維化進展NAFLDの拾い上げの方法と
して1）Fibrosis-4（FIB-4）やNAFLD fibrosis score（NFS）などの
スコアリングや2）Transient elastography（Fibroscan、FS）による
肝弾性度（LS値）測定が挙げられる。我々は肝線維化進展NAFLDの
100%拾い上げを目指した際のFSの有用性を費用対効果の観点から検
討した。【方法】対象は2014年 4 月から2019年 9 月の間に当施設で初
回腹部超音波およびFSを施行されNAFLDと診断された630名。FIB-4
およびNFSの疾患重症リスクを低/中間/高に分類した。LS値≧10kPa
を線維化進展群と定義した。費用についてはFSが 1 件あたり2,750円、
患者が肝硬変入院した際の高額療養費制度による負担額を85,100円と
設定した。【成績】NAFLD630名の臨床背景は（中央値（4分位範囲））：
年齢53（46-63） 歳、BMI 25.2（23.4-26.9）　kg/m 2 、LS値 4.1（3.5-4.8） 
kPa、 血 小 板 数 23.1（19.6-26.2）/10 4  μL、ALT 26（19-40） U/L、
FIB4 1.03（0.74-1.36）、NFS -1.88（-2.81- -0.99）。疾患重症度リスクは
FIB-4（低/中間/高：495/128/7）、NFS（低/中間/高：389/222/16）
であった。線維化進展群は 4 例（0.6%）であった。FSで線維化進展
群にも関わらずFIB-4で 2 例、NFSで 1 例が低リスクと診断された。
健診の基本セットにはFSが含まれていないため、0.3%（2/630）の確
率で線維化進展群を見逃すことになる。肝硬変で入院した場合の支払
いを避けるためには、毎年FSを追加した場合（2,750円/回）でも30回
以上施行しない限り得である。【考案】健診施設受診者は専門施設を
受診する脂肪肝患者に比し線維化進展群の割合が低いものの、小数例
ながらFIB-4およびNFSのみでは拾い上げられない線維化進展群が存
在する。FSは必ずしも毎回施行する必要はないと思われる。【結語】
FIB-4/NFSのみによる拾い上げでは0.3%の線維化進展群を見落とす
可能性がある。線維化進展NAFLDの100％の拾い上げを目指す際に
は最低一度はFSを施行することが勧められる。
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A-6-02
健診眼底検査における緑内障に特徴的な所見と緑内障有病
率についての検討
社会医療法人生長会ベルクリニック
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【目的】緑内障に特徴的な所見として視神経乳頭陥凹拡大、視神経線
維層欠損（NFLD）、視神経乳頭出血（DH）、および緑内障性乳頭変
化（リムの菲薄化、血管偏位）に対しての緑内障、および前視野緑内
障（PPG）の有病率を検討したので報告する。【方法】2020年 1 月か
ら 1 年間に眼底検査を受けた24958人を対象とした。視神経乳頭陥凹
拡大は垂直C/D比0.7、左右差C/D比0.2で行い、緑内障性乳頭変化は
過去の眼底所見と比較して経時的変化を認める症例を変化ありとし
た。緑内障、およびPPGの診断は問診、紹介状返書、および眼底所見
を用いて眼科医が行い、治療中の症例を緑内障、緑内障疑いで経過観
察中の症例をPPGとして、 4 項目との関連について検討した。【結果】
視神経乳頭陥凹拡大、NFLD、DH、および緑内障性乳頭変化の 4 項
目のいずれかの所見を有する症例は2639人であった。視神経乳頭陥凹
拡大のみの症例は1826人で緑内障113人（6.2％）、PPG410人（22.5％）
であり、NFLDのみは202人で緑内障20人（9.9％）、PPG13人（6.4％）
であった。DHのみは61人で、緑内障 4 人（6.6％）、PPG5人（8.2％）
であった。視神経乳頭陥凹拡大とNFLDを有する症例は333人で緑内
障207人（62.2％）、PPG28人（8.4％）であり、視神経乳頭陥凹拡大と
DHを有する症例は67人で緑内障25人（37.3％）、PPG6人（9％）であっ
た。視神経乳頭陥凹拡大のみよりもNFLDやDHが追加されると緑内
障有病率は上昇した。視神経乳頭陥凹拡大＋NFLDでは2/3が緑内障
であり、視神経乳頭陥凹拡大＋DHの1/3よりも緑内障の割合が多かっ
た。【結語】視神経乳頭陥凹拡大の単独所見よりも複数所見の方が緑
内障の有病率は上昇した。NFLDとDHは緑内障のスクリーニングと
して有用である可能性が示唆された。

A-6-01
VDT作業者のドライアイ眼、レーシック眼、コンタクトレ
ンズ装用眼における目、身体、精神の自覚症状との相関
1 公益財団法人   加古川総合保健センター      2 平松眼科
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一昨年の本学会でVDT作業者において各種の近見視機能の方が遠見
視機能よりも各種の自覚症状においてより一層相関がみられたことか
ら、単に視力と言えば遠見視力を指すが、VDT作業者には遠見視力
だけでなく近見視力も測定することの重要性を発表した。　今回、20
歳代から60歳代までのVDT作業者571名（男性269名、女性302名）に
対し、目、身体、精神における自覚症状（目が疲れる、目が痛む、目
がかすむ、肩がこる、腕がだるい、背中がだるい、頭が痛い、イライ
ラする、眠りが浅い、根気がない）、これら3,3,4項目において健常眼、
ドライアイ眼、レーシック眼、コンタクトレンズ装用眼に分けて自覚
症状を有する者の割合をそれぞれ健常眼と比較検討した。　ドライア
イ眼は目、身体、精神のすべての項目において症状を自覚する割合が
多かった。レーシック眼は多くの項目で自覚症状は少なかった。コン
タクトレンズ装用眼の自覚症状は健常眼とほぼ同等であった。ドライ
アイ症状は健常眼では11％であるが、ドライアイ症状を生じやすいと
言われているレーシック眼ではドライアイ症状を自覚した者の割合は
8 ％しかなくこの予想を下回った。またコンタクトレンズ装用眼では
13％と多く見られた。　また、15年以上の長期間就労者や一日 4 時間
以上の長時間VDT作業者にはそれ以外の者に比較して目の自覚症状
が 3 項目全てに多く見られたが他の自覚症状には顕著な差は見られな
かった。　以上より、VDT作業者にはより一層のドライアイ症状へ
の対策が労働環境の改善に大切である。

A-5-01
改訂長谷川式簡易認知機能評価スケールとVSRADによる
軽度認知機能障害の評価
国立国際医療研究センター   人間ドック科
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【目的】改訂長谷川式簡易認知機能評価スケール（HDS-R）と側頭葉
内側から海馬にかけての萎縮の程度を定量化したVSRAD（voxel-
based specific regional system for Alzheimer’s disease）との併用で
は、HDS-R成績20点以下の認知機能障害が疑われる症例において、
VSRADとの相関は多く報告されている。しかし21点以上の正常群と
の関係の報告例は少ない。21点以上の正常群の中には、日常生活にお
いて支障はないが、何らかの認知機能障害が疑われる軽度認知機能障
害（MCI：mild cognitive impairment）と呼ばれる症例が含まれてい
ることが実際には経験される。そこで今回、HDS-Rの21点以上のMCI
疑いを含む可能性のある正常群とVSRADのZ score（関心領域内の萎
縮の程度）との関係を検証した。

【方法】2016年 6 月から2019年12月の間に当院の人間ドックにて
VSRADとHDS-Rを施行した133人のうち、50歳未満、日本語を母国
語としない人を除いた126人を対象として、HDS-R の成績とVSRAD 
のZ scoreとの相関関係を確認した。次にHDS-Rにて21点から25点を
低得点正常群、26点以上を高得点正常群とし、 2 群に分けた場合のZ 
scoreの比較を実施した。

【結果】対象者の年齢は、50歳から86歳、男性68名、女性58名で、
HDS-Rの点数とZ scoreは軽度の逆相関を認めた。さらにHDS-Rの低
得点正常群と高得点正常群に分けた場合のZ scoreの平均値は1.178と
0.900であり、有意差を認めた（P＜0.05）。

【考察】これはHDS-R成績正常と判定されている群の中に、正常と認
知症の中間的な状態を表しているMCI疑いが一定数含まれている可能
性が示唆される。MCIを見逃さずにフォローし、認知症への移行が疑
われた際には適切な時期に専門医への受診につなげることは、高齢化
社会に適した人間ドックを構築する上では重要であると考える。

A-3-11
人間ドックにおける継続受診者と非継続受診者のメタボ
リックシンドローム判定
1 医療法人社団美心会   黒沢病院附属ヘルスパーククリニック   高崎健康管
理センター      2 黒沢病院   統括技術室      3 医療法人社団美心会
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【背景】人間ドックを継続的に受診することは、画像診断や検査値の
変化を捉えて、重大な疾患を早期に発見する上で重要であると考えら
れる。一方で、継続受診することが肥満や高血圧などの生活習慣病の
回避に影響しているかどうかは定かではない。【目的】人間ドックの
継続受診者と非継続受診者で、メタボリックシンドローム判定（以下、
メタボ判定）に差が生じているかどうかを明らかにする。【方法】
2020年 1 月～12月の当院人間ドック受診者で、過去 3 年間（2017年～
2020年）に毎年当院ドックを受診した継続受診者（A群 5765名）、お
よびこの 3 年間に当院人間ドック受診歴の無い非継続受診者（B
群　2232名）を対象とし、2020年の人間ドックにおけるメタボ判定の
結果を比較した。メタボ判定は、腹囲、脂質、血圧、血糖の各検査値
について、日本内科学会などによる2005年の診断基準に基づいて行っ
た。【結果】メタボ判定における基準該当、予備群該当、非該当の各
該当率について、A群B群ともに、基準該当率は年齢層とともに増加し、
非該当率は年齢層とともに減少した。予備群該当率については、一定
の傾向は認められなかった。基準該当率はA群がB群よりも有意に高
かったが、A群はB群より平均年齢が約12歳高いことが影響している
と考えられたため、年齢層で分けた比較を行った。その結果、平均年
齢が同程度の50歳以上および60歳以上においては、A群はB群よりも
基準該当率が低い傾向が認められた。非該当率については、A群は全
年齢層、40歳以上、および50歳以上のいずれにおいても、B群より有
意に高かった。【結語】人間ドックを過去 3 年間継続受診した受診者は、
過去 3 年間受診を確認できなかった受診者よりもメタボリックシンド
ロームを回避できている人の割合が高く、理由として、結果説明や保
健指導を受ける機会が増えることで、受診者の健康意識が向上してい
る可能性が考えられた。
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A-7-03
検診の胸部単純X線により発見された限局性悪性胸膜中皮
腫の1例
市立長浜病院   呼吸器外科

○奥
お く の

野　翔
しょうこ

子 　高木　順平 　野口　哲男 　上津　昌広 
　石田　　均
　

【症例】73歳男性　喫煙歴：20本× 5 年（20-25歳）　ex.　既往歴：高
血圧、糖尿病、慢性心房細動、前立腺癌　毎年検診を受診しているX
年Y月検診の胸部単純X線写真で左上肺野腫瘤影を指摘され当院受診
となった。精査のCTで左胸壁に 2 cmの辺縁整な胸壁腫瘍を指摘され
た。胸部造影MRIでは内部充実性の腫瘍であり孤立性線維性鞘腫や神
経鞘腫疑いであった。しかし前年度の胸部単純X線写真では左上肺野
の結節を認めず、短期に増大傾向を示しているので診断治療目的にX
年Y+ 3 月に手術とした。胸腔内所見では、胸膜プラークを少量認め、
胸壁腫瘍は肺へ浸潤傾向を示していた。術中の洗浄胸水細胞診は
Class3、術中迅速組織診の結果はcarcinomaの診断であった。胸腔鏡
下左胸壁腫瘍切除術+肺部分切除術を行った。最終病理診断は限局性
胸膜中皮腫であった。X年Y+ 5 月（術後 2 か月）のCTで断端再発と
術後のドレーン創の胸壁筋層内再発を来したため、手術目的として他
院に転医、他院にて術前化学療法を施行後、Y+10月全胸膜剥皮術施
行となった。悪性胸膜中皮腫は比較的稀な疾患であり、さらに限局性
悪性胸膜中皮腫は稀である。検診を契機に発見された限局性悪性胸膜
中皮腫を経験したので、考察を含め報告する。

A-7-02
肺閉塞性障害の本態性高血圧に及ぼす影響について
虎の門病院健康管理センター

○天
あまかわ

川　和
かずひさ

久 　荒瀬　康司 　本田　律子 　大本　由樹 
　加藤　久人 　有元佐多雄 　陣内　由紀
　

【目的】肺機能低下と、心血管系疾患の関連について、まだ十分解析
されていない。今回肺機能低下と本態性高血圧（以下高血圧）の関連
について検討した。【方法】対象は2008年に当センタードックを受診
し高血圧がなく、2013年にドックに再受診した25歳～90歳のドック受
診者4819例で2013年までに高血圧が生じたかどうか、2008年の各因子
の関与について 2 群間の検討を行った。高血圧の基準は収縮期血圧≧
140mmHgないし拡張期血圧＞90mmHg、あるいは投薬中を有とした。
因子は性別、年齢（≧50歳）、BMI（≧25）、正常高値血圧の有無（139
≧収縮期血圧≧130または89≧拡張期血圧≧85）、脂質異常の有無（中
性脂肪≧150mg/dLないしHDL-コレステロール＜40mg/dLないし
nonHDL-コレステロール≧170mg/dL、あるいは投薬中を有）、糖尿
病の有無（空腹時血糖≧126mg/dLないし随時血糖≧200mg/dLない
しHbA1c≧6.5％、あるいは投薬中を有）、慢性腎臓病（CKD）の有無

（eGFR＜60）、高尿酸血症の有無（UA≧7.1 mg/dL、あるいは投薬中
を有）睡眠時無呼吸症候群の問診上の有無、飲酒歴の有無（週ビール
6 本相当以上を飲酒歴有）、喫煙歴の有無（2008年に喫煙している例
を有）、肺機能で%肺活量（％VC）＜80、％ 1 秒量（％FEV1）＜ 90
を用いて、ロジスティックモデルを用いた単変量及び多変量解析を行
いp＜0.05を有意差ありとした。なお肺機能については当センターの
先行研究をふまえ指標を選択した。【成績】1.高血圧が生じたのは638
例であった。2.各因子の単変量解析では男性でオッズ比（OR）1.54、
年齢OR2.17、BMI OR1.83、正常高値血圧OR5.76、脂質異常OR1.43、
糖尿病OR1.88、CKD OR2.18、高尿酸血症OR1.45、睡眠時無呼吸症候
群OR2.08、％FEV1 OR1.32で有意差があった。多変量解析では年齢
OR1.89、BMI OR1.43、正常高値血圧OR5.14、CKD OR1.79、％FEV1 
OR1.24で有意差があった。【結論】肺機能低下が高血圧に関与する可
能性が示唆された。

A-7-01
胸部X線検査の精度管理について
大阪医科薬科大学   健康科学クリニック

○藤
ふじわら

原　祥
しょうこ

子 　福田　　彰 　安西　　央 　松舟　瑞希 
　景山　修二 　大槻　安代 　八田　悦子 　青木　　彰 
　後山　尚久
　

【目的】胸部X線検査は肺がん死亡率を下げる効果があると言われて
いるが、全国統計では罹患率と死亡率がほぼ平行に推移しており、死
亡率減少効果は観察されていない。そこで、当院の肺がん検診につい
て検討した。

【方法】対象は2015年から2019年度の健診受診者（人間ドックと企業
健診）で40歳から79歳までの54746件（男性24929件、女性29817件）。
そのうち精査指示となった1775件について検討した。

【成績】要精査指示率は男性3.7％、女性2.9％、全体3.2％で、心陰影
の拡大と間質性肺炎疑いなどの要精査指示を引くと2.9％（1605件）
であった。がん発見数は20件（男性12件、女性 8 件）であり発見率は
0.037％であった。早期肺がん割合は55％で精査受診率は73.1％であっ
た。

【考察】当院では 5 mm以下でも新たな結節などは積極的に精査とし、
C判定（1年後経過観察）以上には 3 次読影を追加し判定の再確認を
している。逐年検診をしていたが発見した時すでに進行癌であった症
例は 5 例あり、すべてが肺門部陰影などに陰影が重なった癌であった。
要精査指示率とがん発見率は許容値内であり、早期がん発見率55％は
既報の54.7％と同等であった。しかし、陽性的中率は1.2％で許容値
1.3％より低値であった。今後偽陽性を減らす努力が必要である。か
つ精査受診率も上げる努力が必要である。肺がん死亡率を減らすため
には全国的に早期肺がん発見率を上げる必要があるが、今回の検討に
おいて読影の限界を感じた。低線量CT検査もハイリスクグループに
限定的使用と考えられる。人の目で識別できる陰影には限界があり、
今後AIを積極的に導入し人の目では識別できない陰影を読み取れる
ようにできればと考える。

【結論】当院の肺がん健診では陽性的中率と精査受診率が低かったた
め、読影基準の変更や精査勧奨方法を検討する必要がある。

A-6-03
人間ドックの聴力検査に於ける不適条件（ピアース等）に関
する検討�
1 威風会栗山中央病院   耳鼻咽喉科・健康管理課      
2 威風会栗山中央病院   泌尿器科      3 船橋二和ふれあいクリニック      
4 はせがわ内科クリニック

○吉
よ し だ

田　泰
やすゆき

行1,3 　中田　瑛浩2 　川村　　実3 　長谷川慶華4

　
［緒言］ 我々耳鼻咽喉科医師が聴力測定を行うに当たっては、被検者
の理学的状態に注意を払う事は言うまでもない。しかし一般診察と
違って人間ドックや健康診断では、健康な若しくは本人が健康と思っ
ている受診者が対象となる為、又多人数に相対せねばならず通常の診
療とは違った配慮が必要と考えられる。具体的に言えば、先ず外耳道
内の診察を行い耳垢栓塞等の音波伝達障害の無い事を確認し、音漏れ
を来すイヤーリング・イヤーピアース（以下耳飾と記載） が有ればそ
の取り外しをお願いし、更にはJISで決められたカ（450~550g重）で
ヘッドフォンを押し当てねばならず、取り外せなかった耳飾にて疼痛
を来せば正確な判定は不能である。この点に注目して受診者の状態の
検討を行ったので 報告する。
 ［対象］ 平成31年 1 月より令和元年10月迄栗山中央病院健康管理課の
受診者の内で人間ドックを受診し演者吉田が診察した20例（M18/
F2）、及び令和 2 年10月より令和 3 年 3 月迄二和ふれあいクリニック
の受診者の内で人間ドックを受診し同じく吉田 が診察した例47例

（M26/F21）について集計した。
 ［結果］ 栗山中央病院の人間ドック受診者で耳飾を付けたまま診療を
受けた者は20名の内には無かった。一方二和ふれあいクリニックの人
間ドック受診者で耳飾を付けたまま診療を受けた者は47名の内 1 名で
あった。
 ［考察］ 我々医師が診察するに当たって理学所見を正確に把握し又行
う検査を信ずるに値する精度に保つ為、耳飾等を事前に然るべく処置
するべきである。そこで先ず聴覚の検査では如何なる耳の状況でドッ
ク受診が行われているか調査し、少数とは言え問題例を見いだしたの
で報告し同時にこれからのドック診療に当たって改善を試みたい。
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A-8-02
健康診断における心房細動例の検討
横須賀市立市民病院   健康管理科

○杉
すぎもと

本　孝
こういち

一 　今井　佳子 　佐藤友理恵 　大久保芳美
　

【背景】心房細動は所謂common diseaseであり、健診時に心房細動例
に遭遇することは稀ではない。また、カテーテルアブレーション治療
の普及とともに洞調律を維持する例も増えている。そこで、今回は当
科の健診受診者における心房細動の状況を把握するために過去10年に
さかのぼり調査を行った。【方法】2011年 1 月から2020年12月までの
10年間に当科を受診し、心電図検査を行った延べ33,080例を対象とし、
既往および心電図所見における心房細動を拾い上げた。【結果】受診
時の心電図で心房細動が確認されたのは計179件（91例）であり、年
間平均0.54％（0.44～0.69％）であった。心房細動の既往があるが、
健診時の心電図で心房細動を認めなかったものは10年間で計54例で
あった。既往を含めた心房細動例145例中、健診データ使用拒否 4 例
およびデータ使用許諾未取得・不明35例を除いた106例について報告
する。106例中心電図で心房細動を認めたのは66例（62.3％）で、う
ち15例は健診で初めて発見された。この15例に受診勧奨した結果、ア
ブレーション施行が 5 例（平均年齢59.6歳）、抗凝固薬などの薬物治
療を開始されたのが 7 例（70.0歳）、経過不明 3 例であった。アブレー
ション施行例の平均年齢は薬物治療例より低かった。一方、心電図で
心房細動を認めなかった40例中、以前にアブレーション治療を受けて
いたのは23例であった。アブレーション治療後であったが、健診時に
心房細動を認めたのは 3 例であった。【結語】心房細動例に対してア
ブレーション治療が選択されることが多く、その有効性が再確認され
た。心房細動例に対する受診勧奨に際して、アブレーション治療を含
めた多くの治療選択肢を示すことが大切であると考えられる。

A-8-01
人間ドックの腹部超音波で指摘された無症候性孤立性上腸
間膜動脈解離または動脈瘤の3例
1 亀田京橋クリニック   健康管理センター      2 亀田京橋クリニック   内科      
3 亀田京橋クリニック   臨床検査科

○吉
よ し の

野　悦
え つ こ

子1 　難波　雄亮1,2 　郭　　友輝1,2 　小沼　清治3 
　金子　教宏1,2 　岸本　誠司1

　
　今回我々は、2020年 1 月～2021年 2 月までの間に、当院人間ドック
の腹部超音波検査で指摘された無症候性孤立性上腸間膜動脈解離また
は動脈瘤の 3 例を経験したので報告する。【症例 1 】51歳　男性　診
断　瘤化を伴う孤立性上腸間膜動脈解離　既往歴　なし　喫煙歴
current smoker BI 180　【症例 2 】52歳　男性　診断：孤立性上腸間
膜動脈瘤疑い　既往歴　なし　喫煙歴　never smoker【症例 3 】52
歳　男性診断　瘤化を伴う孤立性上腸間膜動脈解離　既往歴　高血
圧　高尿酸血症　くも膜下出血　喫煙歴　ever smoker BI1200　孤
立性腹部内臓動脈瘤や解離は、剖検例での発見率が 0 ．01～ 0 ．06％
と報告されている比較的まれな疾患といわれているが、近年画像診断
の発達に伴い無症状での発見頻度が増加傾向にある。中高年男性に好
発し高血圧と喫煙が病因に関与している可能性が示唆され、動脈瘤破
裂や血栓による腸管壊死に陥った場合の予後は不良で厳重な観察が求
められる。Courtneyらは、造影CTで診断した腹腔動脈あるいは上腸
間膜動脈動脈解離77例について検討し36％が無症状であったと報告し
ており、丸山らは人間ドックの腹部超音波で認めた無症状の上腸間膜
動脈瘤の 7 例について検討し、腹部内臓動脈病変を考慮した走査の必
要性を述べている。　今回我々は、人間ドックの腹部超音波で無症候
性孤立性上腸間膜動脈解離または動脈瘤の 3 例を経験した。 3 例とも
50歳代男性で無症状であり、うち 2 例には喫煙歴があった。　検診の
腹部超音波検査では、肝・胆・膵・腎・脾・腹部大動脈を対象として
いることや、症例により内脂肪や腸管ガスで腹部大動脈自体の観察が
困難である場合も考慮する必要はあるが、無症状でも腹部内臓動脈病
変を評価することは極めて重要であると考えられた。　今後、更に症
例の蓄積をし、腹部内臓血管病変の評価における人間ドックの役割に
ついて検討が必要と考えられた。

A-7-05
胸部単純X線検査における要精密検査判定の経年変化につ
いて
1 大阪市立大学   大学院医学研究科   先端予防医療学   MedCity21      
2 大阪市立大学   大学院医学研究科   肝胆膵病態内科学

○木
き む ら

村　達
た つ お

郎1 　福本　真也1 　中野　朱美1 　藤井　英樹1 
　灘谷　祐二1 　田内　幸枝1 　高嶋　信吾1 　西居由布子1 
　河田　則文2 　渡邉　俊雄1

　
【背景】胸部単純X線検査は肺疾患、特に肺癌のスクリーニングとし
て人間ドック、検診において大変重要な検査である。肺癌は他の癌と
比し進行が速く 1 回の見落としが治癒の機会を奪うこともありえる。
その一方で、胸部単純X線検査には診断の限界があり、陳旧性肺結核
などの病変がある場合、肺癌の指摘が困難な場合もある。我々は、大
阪市立大学医学部附属病院附属人間ドック施設における胸部要精検判
定の現況を検討した。【方法】2016年から2020年のまでの胸部単純X
線検査における要精検判定者の内訳、再受診率、診断率、胸部X線所
見、CT所見を検討した。さらに2018年からはリピーターと初回受診
者を比較検討し同一施設でのリピートについて考察した。【結果】
2016年から順に10020/11925/12450/13690/12070例が胸部要X線検査
を施行され要精検判定は282例（2.8%）/334例（2.9％）/335例（2.6%）
/334例（2.4％）/293例（2.4%）であった。当日説明、あるいは、後
日に連絡し、203例（72.0%）、239例（69.4%）、239例（71.3%）、234例

（70.0%）、218例（74.4%）が当院でCT検査を施行された。リピーター
/初 回 受 診 の 比 率 は2018年55/45%、2019年57.5/42.5%、2020年
66.8/33.2%であり、要精検判定は順に、2.1/3.4%、 1.8/3.3% 、1.72/3.84％
であった。2018年から2020年まで毎年リピーターの要精密検査割合は
有意に低かった。（p＜0.01）　肺癌症例は2018年 7 例、2019年 4 例、
2020年 4 例であり肺がん発見率は10万人中56.2人、29.2人、及び、33.1
人であった。【考察】過去 5 年において要精密検査割合、診断率に違
いは見られなかった。リピーターは有意に要精密検査割合が低かった。
2020年はCOVID-19の影響もあり 4 月、 5 月の健診を中止、また、 6
月以降も人数制限を行ったため初回受診者が制限されリピーターがよ
り多くなった可能性が高いと考えられる。人間ドックを同一施設で定
期的に受診することは肺癌の除外診断に大変有効であると考える。

A-7-04
低線量胸部CTにおける異なる撮影プロトコール間での体
格・線量・画像ノイズの差違
1 保健会   谷津保健病院   呼吸器内科      2 保健会   谷津保健病院   放射線科      
3 保健会   奏の杜クリニック   放射線科      4 有相会   最成病院   放射線科
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間　隆
たかひろ

宏1 　山田　貴則2 　結城　　篤2 　小針　美紀3 
　山下　朋華3 　青木　一晃4

　
【目的】人間ドックなどにおける検診目的の胸部CTには、低線量CT
（LDCT）の使用が推奨されている。LDCTの撮影条件の種類には、
管電流は固定か自動露出機構（AEC）、画像再構成はFBPか逐次近似
法（IR）がある。今回は、撮影条件選択における情報提示を目的と
して、異なる撮影条件間の線量・体格・画像ノイズの差違に関する検
討を行った。【対象と方法】最成病院における人間ドックでのLDCT 

（プロトコール 1 ： P1）、奏の杜クリニックにおける人間ドックでの
LDCT （P2）、谷津保険病院における肺疾患の経過観察目的でのLDCT 

（P3）を対象とした。P1は、Activision16（管電流30mAs,FBP）を用い、
P2はAquilion64（AEC,IR）を用い、P3はOptima660（AEC,IR）を用
い た。 線 量 指 標 と し てCTDIとDLPを、 体 格 指 標 と し てeffective 
diameter （E-DIA）を用い、画像ノイズとして気管分岐レベルでの下
行大動脈に設定したROIのSD（ROI-SD）を使用した。【結果】対象
はP1は150件（男110名,女40名,平均年齢57.9）、P2は102件（85,17,53.9）
で、P3は85件（46,39,70.0）であった。E-DIA （cm）はP1： 21.7 -36.7 

（median 28.2）、P2： 21.7-33.4 （27.4） とP3： 18.7-31.3 （26.1） で、
CTDI（mGy） はP1：2.30-4.20 （2.50）、P2： 0.90-3.40 （2.30） とP3： 
1.58-2.85 （2.07） で、 DLP（mGy cm） はP1：75.40-163.40 （94.25）、
P2： 33.90-136.30 （94.90） とP3： 58.14-144.84 （87.23） で、ROI-SDは
P1：44.59-146.88 （69.95）、P2： 43.94-58.59 （51.93）とP3： 46.19-203.10 

（78.61）であった。P2とP3において、E-DIAとCTDIは正の相関を示
した。CTDIは、P2およびP3はP1と比して有意に低値を示した。P1
とP3ではE-DIA とROI-SDは正の相関を示した。【考察】管電流固定
では、体格の増加に伴い画像ノイズも増加した。AECでは、体格と
画像ノイズの関係はプロトコール間に差違を認めた。AECでは体格
と線量は比例関係にあり、管電流固定と比較して、体格が小さな場合
に線量を低減することができた。
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A-8-06
大津市在住大津赤十字病院人間ドック受診者心電図平低T
症例の生命予後と判定
大津赤十字病院   健診センター

○小
こ に し

西　　孝
たかし

 　粟津　篤司 　安井　博徳 　片倉友紀恵 
　高鍬　　博 　戸田　勝代 　福本　博文 　西川　浩史
　

【目的】心電図所見の内平低Tの判定は2008年のガイドラインではD2
であったが2014年のガイドラインではCが提唱された。　昨年第61回
人間ドック学術大会で当院の2019年と2020年の 2 年間の平低Tの所見
でD2判定となった症例の循環器内科受診結果を検討したところ当院
循環器内科を受診した例では治療対象となった例は無かった。　そこ
で今回当院人間ドックで平低Tを認めた症例の中期的生命予後（総死
亡と心血管病死）と心血管病発症に分けて検討した。【方法】2014年
1 月15日から2015年 1 月14日までの 1 年間の当院人間ドックの受診者
4515例の内平低Tを示した症例の心血管病の予後を検討する為大津市
内在住の症例84例に限定して、院外での死亡を含めて当院の電子カル
テに記載された死亡例を検討した。当大津赤十字病院は高度救命救急
センターに指定されている。【成績】心電図判定でD2と判定された大
津市内在住者は274例でその内平低Tは84例であった。2014年 1 月か
ら2021年 3 月31日まで約 7 年間で総死亡が 2 例（2.3%）であった。　そ
の内心血管病イベントによる死亡は 1 例（1.2%）で、A型大動脈解離
に対する手術例で、心筋梗塞、心不全による死亡例は無かった。　心
血管病の発症は狭心症の発症は無く、心不全 1 例、心室頻拍 1 例、発
作性心房細動、腹部大動脈瘤 1 例、大動脈解離 1 例であった。【結論】
平低Tの原因は虚血性心疾患　高血圧による左室肥大が多いとされ
る。　虚血性心疾患による死亡例は無くまた狭心症の症例は認められ
なかった。　心血管病の発症は心不全 1 例、心室頻拍 1 例、発作性心
房細動、腹部大動脈瘤 1 例、大動脈解離 1 例であり、平低Tの症例は
定期的な人間ドックの受診（判定C）と症状出現時の受診が適切であ
ると考えられた。

A-8-05
人間ドック心電図で軽度の刺激伝導障害を認め、各画像所
見から比較的早期にPSLが開始された心臓サルコイドーシ
スの一例
1 山王メディカルセンター   循環器内科      2 山王病院   内科      
3 国際医療福祉大学三田病院   心臓血管センター

○古
ふるかわ

川　佳
よ し こ

子1 　川合　陽子2 　大橋　成孝3 　田村　雄一3 
　小川　　聡3 　内野　悠一2 　横山　郁夫1 　林田　　済1 
　山中　　寿1 　天野　隆弘1

　
【背景】近年、画像診断の発達により心臓サルコイドーシスの早期診
断が可能となった。心臓サルコイドーシスは自然経過では予後不良で
ある一方、日本における頻度は欧米より高く、PSLなどの免疫抑制療
法により進展抑制効果が期待されるため、適切な早期診断が望まれる。
当センターの人間ドック心電図で、軽度の刺激伝導障害を認め、各画
像所見より比較的早期にPSL治療が開始された心臓サルコイドーシス
の一例を報告する。【症例】76歳、男性【既往歴】高血圧、脂質異常症、
糖尿病、前立腺がん【主訴・経過】65歳時に当センター人間ドックを
初回受診。心電図で第 1 度房室ブロック、非特異的心室内伝導障害、
心エコーで心室中隔基部の菲薄化を認めた。肺門リンパ節腫脹は認め
なかった。67歳時、外食後に失神し、心電図で陰性T波を認められた。
入院精査されるも冠動脈造影で有意狭窄なく、タコつぼ型心筋症と診
断、以後、循環器内科で経過観察となった。その後陰性T波は改善し
たが、心エコー上左室壁運動低下は持続した。ドック心電図でPR時間、
QRS幅はわずかながら徐々に延長した。71歳時にPET/CTを施行され
たがPDG異常集積を認めず、血清ACE活性高値、眼病変等も認めな
かった。72歳時に心臓MRIで心室壁の菲薄化、壁肥厚、混在する遅延
造影（LGE）の所見、T2強調画像でLGEに一致した低信号域を認めた。
PET/CTを再検したところ、左室中隔および側後壁に限局するFDG
集積を認め、心臓限局性サルコイドーシスと確定診断、PSL内服を開
始された。治療開始後、FDGの異常集積は消失した。【考察】本症例は、
ドック心電図で刺激伝導障害は軽度であったが、各画像所見から心臓
サルコイドーシスと診断された。心臓サルコイドーシスは自覚症状に
乏しく、健診などで発見されることも少なくない。人間ドック心電図、
心エコーの疑診例でも、積極的に本症を疑って専門医による精密検査
を勧め、早期診断に導くことが肝要である。

A-8-04
人間ドック健診で検出された心房細動発症前洞調律時のリ
スク要因と意義
1 岩手県対がん協会附属矢巾診療所      
2 岩手県対がん協会いわて健康管理センター
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司1 　村上　晶彦1 　神谷　亮一1 　三田　　修2 
　三田　享子2 　鈴木　敏彦2 　金田一万里子1 　藤舘　道代2 
　狩野　　敦2

　
【目的】人間ドック健診で検出された非弁膜性心房細動（AF）発症前
洞調律時のリスク要因と意義について検証した. 【方法】対象は、健診
受診者2020年 4 月より2021年 3 月の期間中、23,177例（男性13,866、
女性9,311）の標準12誘導心電図（ECG）でAFが記録された118例中、
過去 3 年間の時系列記録より洞調律が確認された34例＜AF発症前洞
調律群＞である。なお、明らかな甲状腺疾患、弁膜症、心筋疾患、肺
疾患の合併例は除外した。比較対象群は、同期間内に肺がん検診で胸
部CTを実施した連続例の内、冠動脈石灰化のない年齢を一致させた
洞調律群（SR群）83例である．【成績】年齢を一致させたSR群（n=83）
と比べて、AF発症前洞調律34例で有意であった健診項目のROC曲線
による曲線下面積（AUC）は、心胸郭比（CTR　48%）、ECG II誘導
での 2 相性P波かつ胸部誘導V1での陰性P波、BMI 29、血圧（人間ドッ
ク基準C&D）、糖尿病（HbA1c≧6.5）で高値であり、ロジスティッ
ク解析でも有意であった。肺静脈起源とされるP on T型心房性期外
収 縮 が34例 中 2 例 に み ら れ た． こ れ ら の 指 標 を 組 み 合 わ せ た
CHADOS-LPス コ ア のROC曲 線 解 析AUCは、 高 値（CHADOS-LP   
0.979）であり、カットオフ値は 6 （AUC 0.979、95%信頼区間 0.956 - 
1）であった．【結論】心拡大、左房負荷、高血圧、肥満などがAF発
症の有用なリスク評価要因であり、CHADOS-LPスコアなどを利用し
た予防・啓発が重要と考えられた．

A-8-03
がん検診コースで発見された重症冠動脈疾患の1症例
三菱京都病院   人間ドックセンター
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司 　大野美紀子 　宮川　　綾
　

【はじめに】当院ドックセンターでは一般的な健診コースの他に、が
んに特化したがん検診コース（血液生化学検査、腫瘍マーカー、腹部
エコー、上部消化管内視鏡、胸腹部単純CT）を行っている。今回、
がん検診コースの単純CTを契機に発見された重症冠動脈疾患の 1 症
例を経験したので報告する。【症例】70歳台、男性。身長 159.3cm、
体重 57.3kg、BMI 22.6。2014年より 1 ～ 2 年毎にがん検診コースを
受診中。喫煙、飲酒無し。自覚症状無し。毎日30分の歩行運動継続。
既往歴：約40年前より糖尿病、20年前に高血圧指摘も内服中断し食事
と運動療法のみ。2011、2020年に大腸ポリペクトミー。2019年両側頸
動脈狭窄を指摘。家族歴：母；膀胱癌、叔父；前立腺癌、姉；心疾患
で37歳死去、兄；虚血性心疾患でステント 7 個植え込み。血圧
179/76mmHg、脈拍数72/分、心肺に雑音無し。血液生化学検査；ク
レアチニン1.06 mg/dL、尿酸7.8 mg/dL、中性脂肪147 mg/dL、総コ
レステロール256 mg/dL、空腹時血糖131 mg/dL。胸腹部単純CTで
連続 5 スライスにわたる冠動脈石灰化を認め、循環器内科紹介。後日
の安静時心電図は洞調律、心拍数66/分、非特異的T波異常。心エコー
は左室壁運動正常、左室肥大なし、有意な弁逆流なし。トレッドミル
負荷試験でJ-HタイプのST低下を認めた。HbA1c7.4 %、LDL-コレス
テロール160 mg/dL。無症候性心筋虚血を疑い冠動脈造影CT検査を
施行、#6-7；75%、#10；75%、#11；90%＊ 2 ヶ所、#13；75%、# 1 ；
75%、#4PL；90%の三枝疾患が判明した。カテーテル検査を勧めたが
希望により内服加療を開始した。【考察】がん検診コースでは心電図や、
生化学検査の一部の項目は施行しないため、冠動脈疾患を見落とす可
能性がある。本症例は胸部単純CTの冠動脈石灰化を契機に重症冠動
脈疾患を診断することができた。複数の冠危険因子を有する場合は、
無症候性の冠動脈疾患に十分注意する必要がある。
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A-9-02
当院健診センターにおける胃内視鏡生検症例の検討
医療法人博俊会   春江病院
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ふ か や

谷　　毅
たけし

 　吉田　玲子 　中嶋久仁子 　小畑　真介 
　小林　泰三
　

【目的】本研究は、当院健診センター胃内視鏡生検症例から発見され
た病変と背景粘膜の関連を検討する事により、高精度な内視鏡検診の
構築を目的とする。【対象と方法】2020年 1 月 1 日より2021年 1 月 6
日までに当院健診センターの胃内視鏡検診受診者2598例、生検者116
例（122病変）を対象に、生検率、がん発見率、陽性反応的中度を確
認した。さらに食道と十二指腸を除いた103病変を年齢、性別、大きさ、
萎縮度、部位、肉眼型のそれぞれを背景粘膜別にグラフ化し、そこに
発見された胃癌および胃癌類似病変（9例）をプロットし検討した。
また、受診間隔と大きさの箱ひげ図を作成し、同様に検討した。【結果】
食道癌 1 例、十二指腸腺腫 1 例を含む計11例が治療対象であった。生
検率は4.46％、がん発見率は0.42％、陽性反応的中度は9.02％とすべ
て職域におけるがん検診マニュアルで示す許容値を満たしていた。50
歳代以前では萎縮境界より口側に、60歳代以降では萎縮境界より肛門
側に病変が認められた。治療対象病変は 5 mm以上であり、萎縮境界
より口側の病変が肛門側のそれより大きい傾向を認めた。おおよそ
closed typeでは、萎縮境界より口側に、open typeでは萎縮境界より
肛門側に病変を認めることが多かった。萎縮境界より口側では平坦型、
萎縮境界より肛門側では多様な形態を示した。発見病変の受診間隔は
1 例を除いて逐年または隔年であり、大きさも許容内であった。【考
察とまとめ】本研究では萎縮境界に着目し、その口側にできる病変と
肛門側にできる病変の特徴を抽出し上部消化管内視鏡での傾向を確認
できた。今後、光学機器やAIを用いた診断方法が広く研究が進んで
もこれらの特徴は病変発見の助けになり、より高精度な内視鏡検診に
役立つと考える。

A-9-01
H.pylori　感染状態別発見胃癌における生検組織診断能の
検討
博愛会   人間ドックセンターウェルネス
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【背景】近年，H.pylori（以下Hp）感染率低下や除菌治療普及で現感
染胃癌例が著減する一方，既／未感染胃癌例が増加している．既／未
感染胃癌は，内視鏡的，組織学的特徴が従来の現感染胃癌とは異なり，
生検組織検査で悪性確定困難となる症例の存在が指摘されている．

【目的】Hp感染状態別発見胃癌における生検診断能を検討し，生検で
悪性確定が困難となりやすい胃癌の特徴を明らかにすることを目的と
した．

【対象と方法】対象は2014年 4 月から2019年 3 月までに当センター内
視鏡検診で発見された胃癌73例のうち，残胃癌 2 例および検診時生検
未施行10例を除く61例．胃炎の京都分類に基づき，Hp感染状態を現
感染，既感染，未感染に分け，それぞれの生検結果を比較した．生検
結果はGroup分類（以下Gr）で表記した．

【結果】発見胃癌におけるHp感染状態は，現感染16例，既感染22例，
未感染23例であった．Hp感染別の生検結果内訳では，現感染胃癌
Gr2： 3 例（18.8%），Gr3： 3 例（18.8%），Gr4,5：10例（62.5%）， 既
感染胃癌Gr2：3 例（13.6%），Gr3：4 例（18.2%）．Gr4,5：15例（68.2%），
未感染胃癌Gr1：2 例（8.7%），Gr2：5 例（21.7%），Gr4,5：16例（69.6%）
であった．検診時生検でGr1/2であった割合は，現感染／既感染胃癌
は15%前後であったのに対し，未感染胃癌は約30%であった．未感染
胃癌のうち，噴門部領域 2 例と印環細胞癌14例中13例はGr5であった
が，低異型度高分化型腺癌の 3 例中 2 例はGr2，胃底腺型胃癌 4 例は
いずれもGr1とGr2で，生検のみでは腫瘍性病変の確定に至らなかった．

【結語】Hp陰性時代に突入し未感染胃癌の割合が増えつつある中で，
検診時生検で腫瘍性病変の確定に至らない症例が存在することを念頭
におき，特にHp未感染胃に見られる低異型度高分化型腺癌や胃底腺
型胃癌は，内視鏡による肉眼的特徴を十分理解した上で，Gr2以下で
も疑わしき症例は躊躇せずに再精査を実施することが重要である．

A-8-08
当センター心電図検査におけるアーチファクト対策の試み
静岡済生会総合病院   診療支援部   臨床検査科

○中
なかむら

村由
ゆ か り

香里 　幡鎌　宏美
　

【はじめに】健康管理センター内においてコロナの流行による感染対
策の一環として心電図検査の誘導電極の切り替えをおこなった。今ま
ではエコーパド（含水済ディスポパッド）を使用し 1 日に 1 回の交換
であったが、2020年 5 月よりニップローデ 3 （シート式）に切り替え
し受診者ごとの交換にした。12月に入り心電図アーチファクトが増え
そのたびに保湿クリームやアルコール綿での清拭を行いアーチファク
ト除去していた。受診者待ち時間が増えたため対策としてまず温度・
湿度計を購入し温度・湿度管理を実施した。雨の日が少なく空気が乾
燥していたためか湿度が20％を切る日が続いた。メーカーに確認し加
湿器の導入も検討してはとの回答が得られた為加湿器導入。アーチ
ファクトの軽減・測定時間の短縮につながったため報告する。【方法】
健診システムの進捗時間から心電図測定時間を算出し約 1 年間の経時
変化・加湿器導入前と導入後の測定時間を割り出しどのような変化が
あったか検証。【結果】2020年12月 1 日から2021年 1 月 8 日までの 1
件あたりの平均測定時間は3.87分。加湿器導入2021年 1 月13日から
2021年 2 月29日までの 1 件あたりの平均測定時間は3.48分。 1 件あた
り23.4秒の短縮。1 日25件～35件実施の為 1 日約10分～14分の短縮【考
察・まとめ】コロナ禍の中、感染対策はこれからも必須になっていく
だろう。今回は含水済ディスポパッドからシート式に変更したため乾
燥による影響が強かったが、その他のアーチファクトも正確な心電図
判読の妨げになる。また待ち時間の増加はインシデント発生や受診者
満足度の低下につながる。今度も受診者満足度向上・精度の高い検査
結果が出せるよう環境整備に努めなければならない。

A-8-07
健診腹部エコーにて発見された無症候性内臓動脈瘤（第2
報）
1 医療法人順風会   順風会健診センター   診療部      
2 医療法人順風会   順風会健診センター   臨床検査

○長
は せ べ

谷部靖
や す こ

子1 　尾上　秀彦2 　渡邉　早苗1 　八木　　完1

　
【目的】内臓動脈瘤（visceral artery aneurysms； VAA）は比較的稀
な疾患と言われている。我々は、第59回本学会において無症候性の
VAA6症例について報告したが、今回はさらに症例数を増やし検討を
行ったので報告する。

【対象】2015年 4 月～2020年 3 月の 5 年間に健康診断にて腹部エコー
を行った31,735件、15,212名、男性8,953名、女性6,259名を対象とした。

【結果】 5 年間のVAAは12名（男性 9 名、女性 3 名）、診断時の平均
年齢47.8歳（39～59歳）であった。血管別内訳は、脾動脈 7 名、腎動
脈 3 名、右胃大網動脈 1 名、腹腔動脈 1 名、平均瘤径は13.7mm（7-
25mm）であった。全症例で血管内治療や外傷の既往はなかった。動
脈壁にflapは認めず、真性動脈瘤と考えられた。脾動脈、腎動脈、右
胃大網動脈は嚢状動脈瘤であったのに対し、腹腔動脈は紡錘状動脈瘤
であった。臨床的背景は、 6 名が喫煙者であり、高血圧 4 名、脂質異
常 5 名であった。二次検査受診先にて、 5 症例（脾動脈 2 名、腎動脈
2 名、右胃大網動脈 1 名）に血管内治療が行われ、5 症例は経過観察、
2 症例は未精査であった。

【結語】2015年度からの 5 年間で12名の無症候性のVAAを経験した。
健診腹部エコー検査でのVAA指摘率は0.079%であった。
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A-9-06
人間ドックを契機に発見された好酸球性食道炎の臨床的特
徴の検討
1 大阪市立大学   大学院医学研究科   先端予防医療学      
2 大阪市立大学   大学院医学研究科   消化器内科学

○高
たかしま

嶋　信
し ん ご

吾1 　灘谷　祐二1 　藤井　英樹1 　西居由布子1 
　田内　幸枝1 　中野　朱美1 　木村　達郎1 　福本　真也1 
　藤原　靖弘2 　渡邉　俊雄1

　
背景と目的：好酸球性食道炎（Eosinophilic esophagitis； EoE）は特
定難病疾患の 1 つであるが、健診の内視鏡検査にてEoEが疑われる受
診者が増えてきている。そこで、当健診施設におけるEoE患者の臨床
像及び内視鏡的特徴を明らかにすることを目的とした。対象：2015年
4 月 1 日～2020年10月31日のうち、大阪市立大学医学部附属病院人間
ドック施設Medcity21で発見されたEoE患者94名と、同期間中での人
間ドック受診者からEoE群と年齢・性別を合わせて 1 対 1 の割合で無
作為に抽出した対照群94名を対象とした。EoE群と対照群において、
患者背景（年齢、性別、Body mass index、飲酒歴、喫煙歴、アレルギー
歴）・上部消化管内視鏡所見（逆流性食道炎、食道裂孔ヘルニア、萎
縮性胃炎、バレット食道）・標準的な健診項目（睡眠時間、運動習慣
の有無、就寝 2 時間前の夕食摂取の有無、朝食欠食の有無、収縮期血
圧、拡張期血圧、空腹時血糖、HbA1c、T-Chol、中性脂肪、HDL、
AST、ALT、γGTP）について後方視的に単変量解析を用いて比較
検討した。またEoE群と背景因子及び内視鏡所見の関連について、単
変量で有意であった項目についてロジスティック回帰分析による多変
量解析を用いて比較検討を行った。結果：単変量解析ではEoE群にお
いて飲酒歴・腹部症状・アレルギー歴を有する人が多かった。内視鏡
所見では逆流性食道炎が多く、バレット食道と萎縮性胃炎が少ない傾
向を示したが、統計学的有意差は認めなかった。その他の健診項目に
ついては 2 群間に有意な差は認めなかった。多変量解析では、腹部症
状・アレルギー歴・飲酒歴が統計学的有意差をもってEoE群と正の相
関を示し、内視鏡のバレット食道はEoE群と負の相関を示した。結論：
健診施設において、アレルギー歴・腹部症状・飲酒歴のある受診者に
対しては、特にEoEを疑って食道を観察し、バレット食道を認めなけ
れば積極的に食道粘膜を生検していくことが望ましいと考えられる。

A-9-05
当院における上部消化管造影検診の年齢層別成績
1 海老名総合病院検診センター      2 海老名総合病院放射線科

○岡
おかもと

本　隆
たかひで

英1 　築根　陽子1 　羽尾　義輝1 　神山　太郎1 
　阿部　　豊1 　伊東　明美1 　黒岩　美絵1,2 　内山　忠生2 
　奥本　忠之2

　
【背景・目的】上部消化管内視鏡検診・検査の普及に伴い、上部消化
管造影検診（UGI）の需要が低くなっていることが考えられる。しか
し当院では年間1800件行われており、精度の管理が必要である。近年
胃癌の罹患率の減少が指摘されているが、特に40～50歳では顕著であ
る。この傾向から対策型胃癌検診の推奨年齢は40歳から50歳以上に引
き上げられた。今回当院におけるUGIの成績を年齢層別に検討するこ
ととした。【対象】2010から2019年において、当院のUGIを行った40
歳以上の検診者を対象とした。23457件が対象となった。読影は放射
線科専門医による二重読影がされた。病変の診断は病理検査の結果に
よるものとし、二次検査依頼の返書などを参照にした。30-39, 40-49, 
50-59, 60-69, 70歳以上に区分した年齢層おける要精査率recall rate

（RR）、手術適応病変の発見率（診断の人数÷件数）detection rate
（DR）、陽性反応的中率PPV（病変診断の人数÷要精査数）を計算した。
【結果】要精査となったのは1952例であった（結果不明865）。そのう
ち手術（内視鏡的治療を含む）が行われたのは12例。その内訳は胃癌、
GIST、adenomaでそれぞれ10、 1 、 1 例であった。30-39, 40-49, 50-
59, 60-69, 70歳以上における検査数は、それぞれ3809, 8999, 6518, 3322, 
809件であった。recallとなったのは、それぞれ401, 773, 382, 333, 63件 
RR（%）は11, 8.6, 5.9, 10, 7.8。病変診断例は、それぞれ0, 1, 3, 5, 3人。
DR（%）は0, 0.01, 0.05, 0.2, 0.4。またPPV（%）は、0, 0.1, 0.8, 1.5, 4.8【考
察】多くの報告と同様に50歳未満では癌の診断が極めて少なかった。
50歳以上では年齢ともにDR・PPVは高くなっていた。当院では40-49
の検診数が最も多く、60-69ではその半数未満に落ちている。これを
考慮すると、60歳からの胃癌検診を続けるよう勧めるべきと考えられ
た。またrecall例の結果不明が多いことが課題であり今後の対策を行
いたい。

A-9-04
ピロリ陰性時代おけるHelicobacter suis感染症の人間
ドックでの位置付け
杏林大学   医学部付属病院   人間ドック

○徳
とくなが

永　健
け ん ご

吾 　井田　陽介 　三好佐和子 　山本　　実 
　岡本　　晋
　

【目的】ピロリ菌の感染率低下に伴い、相対的にピロリ陰性胃疾患数
が増加傾向にある。ピロリ陰性のNSAIDs陰性消化性潰瘍、胃MALT
リンパ腫、鳥肌胃炎では、原因不明であるため経過観察となることや、
侵襲的な治療が必要となることがある。近年ピロリ菌以外の
Helicobacter属であるHelicobacter suis (H.suis) がピロリ陰性胃疾患
と関連するとの報告が散見され、また本菌の分離培養が可能となった
ことより（PNAS,2021）、人間ドックにおいても本菌を念頭においた
診療が必要である。そこで今回人間ドックでの上部消化管内視鏡検査

（EGD）を契機に診断となったH.suis感染症について検討を行った。【方
法】人間ドックEGDでピロリ陰性胃疾患の指摘を受け、2019年 5 月
以降に当院でH.suis感染症と診断した症例を検討した。ピロリ感染は
2 法以上の検査法で陰性の場合をピロリ陰性、H.suis感染診断はPCR
もしくは培養法のいずれかが陽性の場合をH.suis陽性とした。【成績】
計 4 名のピロリ陰性H.suis感染胃疾患を診断した。疾患内訳は胃潰瘍、
胃MALTリンパ腫、鳥肌胃炎= 1 ： 2 ： 1 、性差は男性：女性＝ 3 ：
1 、年齢は40～50歳台、尿素呼気試験は全例で陰性であった。胃
MALTリンパ腫は表層型と鳥肌胃炎型でいずれもstage I、胃潰瘍は
多発活動性であった。主病変部位は全例で胃角～前庭部の範囲であり、
背景胃粘膜は鳥肌、霜降り、ひび割れなどの所見を胃角～前庭部に認
めた。胃潰瘍と胃MALTリンパ腫の 2 症例に対しては、H.suisに対す
る薬剤感受性試験の結果に基づき、ボノプラザン＋アモキシシリン＋
クラリスロマイシン/7日間の抗菌薬治療を行い、PCRおよび培養で
H.suisの陰性化、および内視鏡的に病変の治癒を確認した。【結語】
人間ドック受診者でピロリ陰性胃疾患の一部に、H.suis感染症が関与
していることを証明した。人間ドックで精査を要するピロリ陰性胃疾
患に遭遇した場合は、H.suisが原因である可能性を念頭に紹介先を検
討する必要がある。

A-9-03
胃穹窿部多発白斑の2症例
1 社会医療法人   健和会病院   内科      2 川崎医科大学   健康管理学

○吾
あ が わ

川　弘
ひろゆき

之1 　鎌田　智有2 　牛山　雅夫1

　
【目的】胃穹窿部多発白斑はHelicobacter pylori （Hp）感染において
しばしば認められる内視鏡所見であるが報告は極めて少ない。本所見
は『胃炎の京都分類』には記載されていない所見であるが活動性胃炎
に関連する可能性があると考え若干の文献的考察を加えて報告する。

【方法】2021年に当院にて内視鏡検査を行い表題の所見を認めた 2 症
例。 1 例は66歳、女性。健診受診者。血中Hp抗体陽性。薬内服中、
肝機能異常あるも改善傾向。他の 1 例は69歳、女性。高度萎縮性胃炎
の定期フォローアップ目的受診者。2014年血中Hp抗体6.3 U/ml、
2018年RUT陰性。ABC分類はD群判定、PG I 10.1 ng/ml、PG I/II 0.6。

【結果】前者は内視鏡的にもHp現感染と考えられた。後者は内視鏡的
逆萎縮を認め、抗胃壁細胞抗体陽性80倍、血清ガストリン1100 pg/
mlにてA型胃炎と診断した。 2 症例の内視鏡画像を供覧する。【考察】
Hp感染胃炎、A型胃炎ともに活動性胃炎であり胃癌等の高リスク状
態であることはよく知られている。このような症例において共通した
所見として認められた胃穹窿部多発白斑は活動性胃炎の一所見である
可能性がある。以前の報告ではHp慢性胃炎に特徴的な内視鏡所見の
一つとされ、胃粘膜直下のリンパ濾胞の存在を示すと考えられ、Hp
除菌後次第に不明瞭化・縮小するとされた。今回私達は本所見がA型
胃炎にも認められることを発見した。今後更なる症例の蓄積と病理学
的検討等も行い、本所見の重要性について調査を進めていく。
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A-9-10
胃X線検査でのピロリ菌判定試案作成とその運用の成果
1 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      
2 公益財団法人   香川県予防医学協会

○山
やまおか

岡　知
ち は る

晴1 　山内　一裕1 　浜上　千夏1 　香川　和重1 
　松本　昌子1 　松井　真澄2 　福井　敏樹1

　
【目的】ヘリコバクターピロリ菌（以下Hp菌）と胃がんの関係が明ら
かになり、Hp感染胃炎を評価する背景胃粘膜X線診断が重要となっ
ている。当院ではこの背景粘膜診断が撮影初心者でも判定できるよう
に簡易マニュアルを試案作成し運用できないか検討した。

【方法】簡易マニュアル作成には2015年から2020年までに当院で胃が
んリスク層別化検査（ABC検診）と胃X線検査の両方を受診した302
名を対象とした。「胃X線検診によるH.pylori感染診断アトラス」を参
考に、評価項目は 4 項目とした。 1 ひだの太さ、 2 体部のひだ分布、
3 ひだの走行と形状（平滑・中間・不整） 4 胃小区模様（平滑・中間・
粗造・小型化）。これを背臥位正面像・背臥位第一斜位・背臥位第二
斜位を中心に評価した。評価した内容をもとに判定マニュアルを作成
し、撮影年数 3 年以下の背景粘膜診断を十分経験していない 3 名に
Hp菌判定してもらい正しく判定できた確率を求めた。作成したマニュ
アルは評価項目を明確化するためにフローチャート方式とした。

【結果】撮影初心者 3 名が読影したのは2018年から2020年に検査した
100例（内Hp感染は29例）で、正しく判定できた確率は91～93％（平
均91.6％）で 3 人のばらつきはほぼなかった。誤判定の内訳は、Hp陽
性を陰性と判定したものが87.5％、Hp陰性を陽性と判定したものが
12.5％であった。

【考察】撮影初心者では、わずかな胃小区模様の変化の時に判定に迷
う症例が多かったが、背景胃粘膜診断を十分経験していなかった撮影
者でも、簡易マニュアルをもとにHp感染の評価を行うことで、正し
く判定されたものは90％以上となり、熟練者と大差なく読影補助とな
りえる可能性が認められた。また今後、胃がんのリスク評価を行うきっ
かけにもつながることで、Hp感染を念頭においた撮影や読影を行う
ことができ胃がん発見率向上に貢献できる可能性がある。

A-9-09
当院人間ドックにおける食道癌70例の検討
広島赤十字・原爆病院   健診部

○坂
さ か の

野　文
あ や か

香 　越智　秀典 　久留島　仁 　松本　能里
　

【目的】当院ドックの胃癌検診はEGD主体となり、食道表在癌の発見
が増え、その中にバレット腺癌が散見されるようになった。過去33年
間の食道癌をまとめた。【方法】1987～2020年当院ドック受診者にお
ける食道癌のべ70例（実人数68人、男性63人：平均63.3歳、女性 5 人：
平均70.4歳）の発見時所見、背景因子を検討した。【成績】＜ 1 ＞70
例の初回治療は内視鏡治療35例、外科的切除18例、CRT10例、その
他 7 例であった。組織型が判明した69例で、SCC61例、バレット 8 例
であった。切除例の深達度はTis～MM35例、SM11例、進行癌 4 例で
あった。胃X線検査よりEGDが優位となった2015年以降の31例は
93.5％がEGDで発見され、74.2％で内視鏡治療が選択された。＜ 2 ＞
SCC61例（実人数59人）の検討：88.1％に喫煙歴があり平均28.8本×
28.4年であった。発症年齢は喫煙群58歳、禁煙群65歳、喫煙歴なし群
67歳で有意差を認めた。93.2％に飲酒があり平均16.3単位/週であった。
癌既往歴は頭頚部 6 例、胃 4 例、食道 3 例、大腸 3 例で、同時性癌 6
例中 4 例は胃癌であった。その後の発症を含めると異時性食道癌は
10.2％であった。胃粘膜萎縮は53.5％がC2以上であった。＜ 3 ＞フラッ
シャーの検討：ALDH2遺伝子検査を行った286人で、男性の飲酒量は
非フラッシャー14単位/週、フラッシャー 7 単位/週であったが、食道
癌の非フラッシャーは19単位/週、フラッシャー18単位/週で、フラッ
シャー群でより飲酒量の乖離がみられた。＜ 4 ＞バレット 8 例の検
討：8 例中 7 例は右側前壁に認めた。胃粘膜萎縮は 6 例でC0～C1だが、
open type（1例はHp除菌後）も認めた。＜ 5 ＞食道表在癌46例中18
例（SCC13例、バレット 5 例）で、初回生検が異形成、異型上皮と診
断されていた。バレット 2 例はSM癌であった。【結論】喫煙、飲酒、
フラッシャー、頭頚部癌の既往といった食道癌危険群を拾い上げ、
EGDによる検診を行うこと、また、異形成指摘時には再検フォロー
の必要性がうかがわれた。

A-9-08
内視鏡スクリーニング検査におけるH.pylori陰性癌の検討
1 淳風会健康管理センター倉敷      2 川崎医科大学   健康管理学      
3 淳風会健康管理センター      4 川崎医科大学総合内科学 2

○間
ま べ

部　克
かつひろ

裕1 　角　　直樹2 　笹井　貴子3 　井上　和彦3 
　春間　　賢2,4

　
【はじめに】日本における胃がんの殆どがH.pylori感染胃炎が原因で
あることが示され、胃がん検診はリスク層別化による内視鏡検診の時
代になった。内視鏡処理能の不足から胃がんリスクの低いH.pylori未
感染者を検診対象外にする、検診間隔を延長する必要性が議論されて
る中、健診センターにおけるH.pylori陰性癌について検討を行った。

【方法】当センターにおける2020年度の内視鏡スクリーニング検査
1895件のうち発見されたH.pylori陰性胃がんについて検討した。【結
果】倉敷センターにおける内視鏡スクリーニング1895件で発見癌はリ
ンパ腫を除いて17例（0.90％）で、胃がん14例（0.74%）、食道癌 1 例

（0.05%）、十二指腸癌 2 例（0.11%）であった。発見癌のうちH.pylori
未感染は 7 例（41.2％）でラズベリー型胃がん 4 例、印環細胞癌 2 例、
十二指腸癌が 1 例で、いずれも粘膜内癌であった。H.pylori既感染は
6 例（35.3％）で、分化型胃がん 3 例、胃底腺型胃がん 2 例、十二指
腸癌 1 例であった。現感染例はA型胃炎合併例を含め 4 例（23.5％）
であった。ラズベリー型胃がんは全例未感染で 4 例中 3 例が生検で消
失、 2 例は30歳代、 2 名は40代前半と50代前半であった。胃底腺型胃
がん 2 例はいずれも除菌後長期経過例の70代で、印環細胞癌 2 例は未
感染の40代であった。【考察】H.pylori未感染や除菌後長期経過例に
ラズベリー型胃がん、胃底腺型胃がん、印環細胞癌、早期十二指腸癌
が発見された。生物学的悪性度が低い低異型度高分化腺癌に対する内
視鏡検診における扱いや、未感染例、除菌後長期経過例に対する検診
間隔など課題が明らかになった。

A-9-07
人間ドックの胃X線検査におけるパニック画像対応（�慢性
胃炎について�）
1 黒沢病院付属ヘルスパーククリニック   放射線部      
2 黒沢病院付属ヘルスパーククリニック   内科      
3 黒沢病院付属ヘルスパーククリニック   健診部      
4 黒沢病院付属ヘルスパーククリニック   技術統括部      
5 黒沢病院付属ヘルスパーククリニック   泌尿器科

○天
あまがわ

川　友
ゆうすけ

介1 　矢島　義昭2 　見田　　尊1 　浦野晨太郎1 
　長谷川彩香1 　武井　晃司1 　山崎　牧子3 　三輪　篤史4 
　黒澤　　功5

　
【目的】人間ドック学会の健診施設機能評価Ver.4.0では、“健診当日に
医師による検査結果の説明体制があること、画像結果についても説明
を行うことが望ましい”とされているが、当院の健診体制では画像検
査結果の詳細を説明することは困難である。次善の策として当院では
“パニック画像”を設定して運用している。今回は胃X線検査での慢性
胃炎に対するパニック画像対応について報告する。【対象および方法】
胃X線検査におけるパニック画像対応は、撮影した技師が胃小区の粗
大化などの慢性胃炎の所見を疑った場合、ドック専任医（消化器専門
医）に連絡をとり、ドック専任医より受診者は胃X線画像の説明とス
ライドを用いて除菌について説明をうけた後にピロリ菌抗体検査をオ
プションとしてうけることに同意を求められた。結果は受診者に後日
送付され、陽性であった場合は胃内視鏡検査後に除菌となった。パニッ
ク画像対応前は、受診者の希望を書面で予め確認していた。胃X線検
査で慢性胃炎と診断されピロリ菌抗体が陽性であった例数を分母とし
て、当院外来で除菌をした例数を分子として 2 次精検率を算出した。
パニック画像対応前後の 2 次精検率に有意差があるかどうかをカイ二
乗検定を用いて検討した。対象は、パニック画像対応後の2020年の 7
月より2021年の 2 月までの間に胃X線検査で診断された慢性胃炎の
538例、パニック画像対応前は2019年 6 月より2020年 6 月までの間に
診断された慢性胃炎の842例であった。【結果】パニック画像対応前後
の 2 次精検率は21.5% vs 32.5％ であった。カイ二乗検定では有意水
準p＜0.01 で有意差が認められた。【結論】パニック画像対応により
有意に除菌率の向上が認められた。しかしながら当初に期待されたほ
どの上昇ではなかった。今回の検討は近医での除菌例を含んでいない
ので、今後、未受診例にたいするアンケートを実施する予定である。

177（283）



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～

人間ドック　Vol.36 No.2 2021年

A-9-14
当院人間ドック上部消化管内視鏡検診で発見された胃がん
の特徴
JA北海道厚生連札幌厚生病院   健康管理科

○西
にしぞの

園　雅
ま さ よ

代 　小川　秀久 　平塚　正幸 　今村　哲理 
　赤池　　淳
　

【目的】当院人間ドックにおける上部消化管内視鏡検診にて発見され
た胃がんについて、Helicobacter pyroli（ピロリ菌）感染状況を中心
にその特徴について検討する。【対象と方法】対象は2014年 4 月から
2019年 3 月までの 5 年間に当センターにて上部消化管内視鏡検診を受
けた、のべ36,701名（男性21,253名、女性15,448名）とした。胃がん
と診断されたのは、90例であり、他院で治療し経過が追えなかった11
例と、ピロリ菌検査歴・除菌歴が不明であった 9 例を除く、70例につ
いて、検討した。【結果】胃がん症例70例について、ピロリ菌感染状
況を調べると、ピロリ菌抗体検査陽性（LZ法 抗体価10IU/ml以上）
群が33例（47％）と最も多く、次いでピロリ菌除菌後群が29例（41％）、
ピロリ菌抗体検査陰性（LZ法 抗体価3IU/ml未満）だが所見上萎縮性
胃炎が見られる自然除菌疑い群が 5 例（7％）であった。一方、ピロ
リ菌抗体検査にて陰性かつ萎縮性胃炎が見られないピロリ菌未感染疑
い群は、わずか 3 例（4％）であった。また、除菌後群では、除菌後
5 年以内にがんが発見されたものが、78.5％と多くを占めていた。除
菌後群と、ピロリ菌抗体検査陽性群とで、胃癌の特徴を比較したとこ
ろ、両群で共通して、発赤、陥凹型（0－llc）、径20mm以下の症例が
大半を占めていた。【結語】上部消化管内視鏡検診において発見され
た胃癌の93％は、ピロリ菌感染の既往もしくは感染状態にあった。除
菌後 5 年以内の症例において、胃がん発見のリスクが高く、発赤、陥
凹所見に注意して観察することが重要と考えられた。

A-9-13
当施設における発泡剤追加の基準と今後の課題
一般財団法人   日本健康管理協会   新宿健診プラザ   施設健診部   放射線科
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平 　三枝　昭裕 　北尾　幸男 　牛久　英明 
　近藤　　博 　堀内　　純
　

【背景・目的】当施設では発泡剤追加の判断に技師各々でバラツキが
あり過去画像と比較し発泡剤追加の基準が統一されてないことによる
再現性の低い事例が見受けられる。また新人教育の上でも明確な基準
がなく曖昧になっている。そこで今回発泡剤追加の目安となる体位及
び画像上での判断基準を設け技師全員の意識統一を図り再現性の向上
を主目的に新人教育をする上での目安も設定した。

【方法】各体位での発泡剤追加の基準を視覚的に設け検証を行った。
1.背臥位正面、背臥位第一斜位、背臥位第二斜位：バリウムの穹窿部
へのたまりの幅が胃体部の二重造影範囲より広ければ追加とする。
2.頭低位腹臥位正面、頭低位腹臥位第二斜位、腹臥位第一斜位前壁：
胃体部の二重造影範囲が椎体の幅より狭ければ追加とする。3.振り分
け像：胃体部の二重造影範囲がバリウムの穹窿部へのたまりと同等若
しくはそれ以上の範囲を描出していなければ追加とする。発泡剤追加
後は右側臥位より撮影を再開する。4.立位第一斜位：胃体上部の小彎
側のくびれ部分がバリウムで充満していれば追加とする。

【結果】今回の検証により曖昧であった発泡剤追加の基準も明確にな
り再現性の高い画像を得ることができた。ただ2.に関しては角度によ
り椎体の幅も若干異なってくることから更なる基準が必要と考え、頭
低位腹臥位正面像での椎体の幅を基準として設けた。また4.に関して
撮影終盤での発泡剤追加である為、追加後のバリウムの付着が悪い事
例も数件あった。よって胃がしぼんだ状態であっても発泡剤追加前に
一枚撮影し発泡剤追加後の撮影と合わせ二枚撮影することで情報量を
確保した。

【考察】今回は視覚的な観点から検証し判断の統一を図った。この基
準を新人教育にも活かしつつより精度の高い上部消化管造影検査を提
供したいと考える。今後の課題として視覚的な判断基準に加えて追加
する発泡剤の量も検証し明確にすることで更なる質の向上を図ってい
く。

A-9-12
人間ドックの腹部超音波検査で発見された壁外性に発育し
た胃GISTの症例
医療法人   創健会   西村診療所

○東
あずま

　富
ふ じ こ

士子 　山岡水容子 　熊谷　宗晃 　西村　浩美
　
人間ドックの胃X線検査では指摘できなかったが、腹部超音波検査

（US）にて胃体部付近に腫瘤を指摘され、壁外性の胃GISTと診断さ
れた一例を経験したので、報告する。［症例］　56歳男性。主訴：特に
なし。家族歴：特記事項なし。喫煙歴：25年間（20本/日）。飲酒量：
1 ～ 2 合未満。既往歴：前立腺結石、前立腺肥大。　人間ドックの
USにて胃体部付近に接するようにcysticな部分を伴う内部不均一な
83.7mmの腫瘤を指摘された。精査の目的で腹部造影CT検査を施行し
た。CT検査では96×35×74mmの胃体後壁壁外進展腫瘤を認め、
GISTが疑われた。壁外性に進展したため、胃X線検査では病変を指
摘できなかったと思われる。他院紹介となり胃粘膜下腫瘍に対して胃
局所切除術が施行された。病理組織検査では、固有筋層下端から、漿
膜下層に一部嚢胞性変化を伴う異型の弱い紡錘形細胞腫瘍を認めた。
嚢胞性変化の部分では出血浮腫などの二次性変化が目立った。切除縁
はぎりぎり陰性、粘膜は含まれなかった。免疫組織化学検査でc-Kit
陽性、CD34陽性、DOC-1陽性、S100陰性、Desmin陰性を示し、壁外
性の胃GISTと診断された。［考察］　　GISTは消化管原発の間葉系腫
瘍の中で発生頻度が最も高く、部位別発生頻度は胃が最も多く約
65％、小腸が約25％、大腸が約 5 ％、食道が 5 ％と報告されている。
発育形態は壁内発育型、菅内発育型、菅外発育型に分類され、壁内型
は消化管内腔に増大し潰瘍形成による出血から吐血や血便をきたして
発見の契機となることがあるが、菅外発育すると自覚症状にも乏しく
超音波検査などで偶然に発見されることが多い。今回の症例のように、
壁外性のGISTは胃X線検査で指摘できないことがあるので、腹部超
音波検査で所見を見逃さないことが早期発見につながると考えた。

A-9-11
当院人間ドック受診者におけるピロリ菌に関する実態調査
1 医療法人社団相和会   みなとみらいメディカルスクエア   保健看護課      
2 医療法人社団相和会   みなとみらいメディカルスクエア   診療部

○落
おちあい
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1 　大平　麻紀1 　神保ひとみ1 　永坂　光恵1 
　阿部佳奈子1 　荒木　昌子2 　亀井　一彦2 　石川　廣記2

　
【目的】当院では人間ドックのオプション検査でピロリ菌の血液抗体
検査を追加できるが、受診者がその結果を十分に活用できていないと
感じる機会が多く、除菌治療に繋がる知識を持っていない人もいるの
ではないかと考えた。そこで、除菌治療を促すための効果的な関わり
について検討するため、抗体検査追加者がピロリ菌に関して持ってい
る知識を明らかにする。

【方法】2020年 7 月～11月の人間ドック受診者のうち、ピロリ菌抗体
検査を追加した254名に無記名の質問用紙調査を実施し、有効回答者
237名を対象とした。質問項目は受診者の基本属性や除菌への意向と
その理由、ピロリ菌に関する知識とした。さらにピロリ菌に関する知
識と除菌希望の有無に関連があるかをχ二乗検定で検討した。

【結果・考察】調査対象者において、ピロリ菌が疾病に繋がる事や、
除菌治療でリスクを軽減できると知っている割合は約70％であった
が、ピロリ菌治療の具体的な内容は33～52％と疾病リスクよりも認知
度が低かった。また陽性の場合に「除菌する」と回答した群は173名、

「わからない」と回答した群は64名であった。知識のある群の方が、
知識の無い群よりも除菌希望者が多かった （p＜0.01）。これらの結果
から、検査を受ける際にピロリ菌や除菌治療に関する知識があれば、
除菌を希望する人が増えるのではないかと考えた。そのため、ピロリ
菌が疾病リスクであることに加え、陽性であった際に除菌治療が必要
であることや、検査を受けた後の流れについての情報提供が必要であ
ると考える。

【結論】ピロリ菌抗体検査を行う受診者が、ピロリ菌や除菌治療に関
する知識を持つことで、陽性であった際に除菌を希望する人が増え、
除菌治療受診率の向上に繋がる可能性がある。今後は人間ドック受診
者に対し、ピロリ菌による疾病リスクや、除菌治療についての情報を
提供できるような取り組みを行っていきたい。具体的な情報提供の内
容や手段が課題となった。
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A-10-02
便潜血検査2回法の検査値と大腸癌・高度異形腺腫の発見率
1 医療法人社団美心会   黒沢病院附属ヘルスパーククリニック   内視鏡セン
ター      2 黒沢病院   統括技術室      
3 黒沢病院附属ヘルスパーククリニック   高崎健康管理センター      
4 医療法人社団美心会

○太
お お た

田　英
ひでたか

孝1 　小林　勇治1 　関根　真紀1 　三輪　篤史2 
　矢島　義昭3 　黒澤　　功4

　
【背景・目的】便潜血検査は大腸癌のスクリーニングとして有用性が
確立されているが、検査陽性者の 2 次精査受診率が低いことが問題で
ある。 2 次精査受診の重要性を検査陽性者に示すため、便潜血検査値
と大腸癌、高度異形腺腫の頻度について検討した。便潜血検査と腺腫
の発見頻度の既報はあるが、腺腫において、より発癌のリスクが高く
病的意義のある高度異形腺腫の検出頻度報告は少ない。【方法】2018
年 1 月～2020年 6 月の当院人間ドックおよび健診受診者で、免疫学的
便潜血検査 2 回法を行った87312名のうち、便潜血検査陽性（少なく
とも片値≧100ng/ml）で、当院にて大腸内視鏡検査を受診した1539
名を対象とした。病理検査結果において、大腸癌および高度異形腺腫
の頻度を調べ、便潜血検査値との関係を検討した。【結果】対象1539
名中、大腸癌は65例（4.2％）、高度異形腺腫は89例（5.8％）であった。
便潜血検査 2 回法の内で高い方の値（100～1294ng/ml）と大腸癌、
高度異形腺腫の発見率には有意な相関は認められなかったが、大腸癌
発見率は便潜血検査値が500～600ng/mlで8.8％、1000ng/ml以上で
12.7％に増加した。また、便潜血200～1000ng/mlのいずれのカットラ
インにおいても、100ng/ml刻みでのカットライン解析で大腸癌発見
率は高度異形腺腫発見率に比べ有意に高かった。また、 1 回のみ陽性
と 2 回とも陽性の比較では、大腸癌発見率は2.6％及び11.3％であり、
高度異形腺腫の発見率は4.2％及び12.7％と共に有意に増加した。 2 回
の検査値の合計値は大腸癌発見率と高い相関性が認められ、合計値が
1200ng/ml以上で大腸癌の発見率が増加し始め、2000ng/ml以上では
大腸癌は39％に、大腸癌及び高度異形腺腫いずれかの発見率は48％に
達した。【結語】便潜血検査は陽性であれば 2 次精査を勧奨すべきだが、
さらに、測定値及び検査 2 回の合計値を考慮することが、大腸癌リス
クを予測する上で有用である可能性が示唆された。

A-10-01
オプション検査として実施している大腸CT受診者のアン
ケート調査について
船員保険   品川シーズンテラス健診クリニック

○山
やまざき

崎　芳
よ し え

恵 　本郷　嘉史
　

【目的】
当クリニックでは、2018年 4 月よりオプション検査として大腸CT検
査を開始した。
開始後よりサービス向上を目的とし、全員を対象としたアンケート調
査を実施している。今回、そのアンケート結果を集計し分析を行った
ので報告する。

【対象・方法】
2018年 9 月～2020年11月までの大腸CT受診者146名（男性115名、女
性31名）に対し、検査説明時にヒヤリング方式にてアンケートを実施
した。
○検査前アンケート項目
1 ．検査食、下剤などは案内通りに摂れたか　 2 ．大腸CT検査を何
で知ったか　 3 ．受診理由　 4 ．下剤について　 5 ．検査食について
○検査後アンケート項目
6 ．検査に苦痛を感じたか　 7 ．大腸内視鏡検査と比較して　 8 ．そ
の他お気づきの点

【結果・考察】
1 ．92％が案内通りに事前準備をしていた。事前準備が出来なかった
理由として「仕事のため昼食を食べる場所や時間がない」という意見
が数件あった。対策として昼食分がゼリータイプの検査食を用意し、
通常の検査食と選択できるように改善した。
2 ．大腸CT検査を知ったきっかけはオプション検査案内用紙が55％
と最多であった。
3 ．受診理由は、「会社指定」が18％と一番多く、次いで「大腸検査
をしたことがなかった」「年齢的に」の順だった。
4 ．下剤、 5 ．検査食については良好な回答をいただいた。しかし、

「下剤を飲んだ後の仕事が大変」という意見が数件あった。今後、検
査曜日を調整し対応したい。
6 ．51％が検査に苦痛を感じていた。検査前に丁寧な説明をすること
で改善ができるのではないかと考える。
7 ．62％がCFと比較して楽だと感じた。苦痛と答えた理由として多
かった意見は、CFは静脈麻酔使用のためであった。

【まとめ】
アンケート結果から、受診者の意見や要望、問題点が分析できた。一
部の問題点は対策を行ったが、検討中もあるため今後への課題が残っ
た。引き続きアンケート調査を行い、受診者の声を拾い上げサービス
向上に努めたい。

A-9-16
Helicobacter pyloriはどのくらい認知されているのか？
1 こころとからだの元氣プラザ   消化器科      
2 アジュール竹芝総合検診センター

○八
や ま き

巻　悟
ご ろ う

郎1,2 　宮川なおみ2 　大野　恭子2 　齋藤　理沙2 
　寺田　絵梨2 　三浦　智子2

　
「目的」ドックの上部消化管検査時にHericobacter.pylori（以下Hp）
の検査歴を聞いてみると、検査歴は無しかもしくは分からないと答え
る受診者が少なからずいる。そこで、どの位Hpは周知されているの
か検討した。「方法」2020年 6 月から2021年 3 月までの10か月間に当
院の関連施設での受診者について、問診からHpの検査歴の有無を調
べ、有りの場合はHpが陰性であったか陽性であったか、陽性の場合
は除菌歴の有無につき、男女別、年代別に検討した。「結果」全受診
者8167例を性別・年代別にみると男性3233人、（49歳以下683人、50歳
代1366人、60歳以上1184人）、女性4934人（49歳以下1393人、50歳代
2233人、60歳以上1308人）であった。Hpの検査歴のない例は3938人

（48.2％）と約半数を占めた。Hp陰性例は2564人（31.4％）、Hp陽性例
は1665人（20.4％）であった。陽性例のうち1538人（Hp陽性者の
92.4％）は除菌済みであったが、未除菌例も127人（Hp陽性者の7.6％）
あった。このHpの検査歴のない例3938人を性別と年代別（49歳以下、
50歳代。60歳以上）に検討すると、男性は1515人（49歳以下415人、
50歳代627人、60歳以上473人）、女性は2423人（49歳以下844人、50歳
代1100人、60歳以上479人）であった。「考察」Hpの感染の有無が分
からない受診者は48.2％と約半数を占めた。これを性別でみると男性
では3233人中1515人46.9％、女性では4934人中2423人49.1％であり性
差はなかった。ところが、年代別に検討すると49歳以下の受診者2076
人中1259人60.6％、50歳代の3599人中1727人48.0％、60歳以上の2492
人中952人38.2％であり、若い年代の受診者ほどHpの検査歴のない人
が多かった。

A-9-15
人間ドックにおけるHp抗体検査と胃がん検診の報告
1 虎の門病院   健康管理センター      2 虎の門病院   消化器内科

○小
お が わ

川　恭
きょうこ

子1 　布袋屋　修2 　戸田　晶子1 　柳内　綾子1 
　小西　未央1 　若林真理子1 　岩男　暁子1 　荒木　昭博1 
　本田　律子1 　荒瀬　康司1

　
【目的】Helicobacter pylori （以下Hp）菌がほとんどの胃がんに関連
することが判明し、2013年にはHp関連胃炎に対して除菌治療が保険
適応され、除菌治療終了者が増えている。そこで、当院人間ドックに
おけるHp抗体検査と内視鏡による胃がん検診についての現況を報告
する。

【方法】2015年 1 月から2019年12月までの 5 年間に当院の人間ドック
を受診した90,843例（内視鏡検査63,425例）を対象とした。全例に血
清Hp抗体をE プレート ‘栄研’ H. ピロリ抗体IIを用いて測定した。除
菌歴については主として問診により確認した。胃がんは内視鏡検査で
診断された症例とした。

【成績】 1 ．全受診者の年齢は14歳から99歳まで平均54歳で、性別は
男性67％女性33％であった。 2 ．Hp抗体価について、10U/mL以上
の症例の割合は2015年13.2％から2019年4.6％に減少し、3U/mL未満
の症例の割合は2015年67.6％から2019年76.5％と増加傾向にあった（p
＜0.01）。 3 ．除菌歴有りの割合は2015年が約24％、2019年が約27％
で横ばいであった。 4 ．108例が胃がんと診断され、胃がん発見率は
0.17％であった。そのうち97％が早期胃がんであった。 5 ．胃がん症
例の年齢は39から89歳まで平均64歳で、男性81％女性29％であった。
6 ．胃がん症例の感染状態は、現感染21.3％、既感染65.7％、未感染
13.0％であった。 7 ．除菌後胃がん発見数は経年で減少傾向にあるも
のの除菌後20年以上経過しても胃がんと診断される例があった。 8 ．
内視鏡検査歴 1 年前の症例からの胃がん発見率は0.12％でそれ以外の
症例からの発見率は0.27％であった（p＜0.01）。

【結論】この 5 年間でHp抗体10U/mL以上の症例の割合は減少し、
3U/mL未満の症例の割合は増加していた。逐年受診者からの胃がん
発見率は少なかったが、除菌後長期が経過しても胃がんが発見される
例があり、除菌後の定期内視鏡検診の有用性が示唆された。今後は
Hp非関連胃がん（未感染がん）にも注意が必要と思われる。
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A-11-03
非アルコール性脂肪性肝疾患におけるFIB4indexの糖尿病
発症リスク予測に対する有用性
金沢医科大学   健康管理センター
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恵子 　中西由美子 　若狭　麻子 　岩男　　悠 
　石田　良子 　岩井　邦充
　

【目的】非アルコール性脂肪性肝疾患（NAFLD/NASH）においては
肝線維化がその病態進行に重要な役割を持つ。近年、糖代謝異常が肝
線維化進行に密接に関連していることが明らかになってきた。本研究
では糖尿病や高脂血症の治療歴のないNAFLDにおいて肝線維化の指
標であるFIB4indexによって早期に耐糖能障害を発見することが可能
かどうか解析した。

【方法】当院ドックの2019年度受診者男性2710人（27～90歳、平均：
51.8±12.4歳）を対象とした。その中で飲酒30g/週未満、高血圧・高
脂血症・糖尿病・高尿酸血症・B型C型慢性肝炎の既往がない740人（平
均：53.4±8.3歳）について解析した。AST, ALT, 血小板, 年齢のみで
計算できるFIB4indexを用い、線維化が出現しはじめる1.3をcut-off 
pointとした。全例に対し腹部超音波検査を施行し、うち113人（平均：
56.1±11.0歳）は糖負荷試験（75gOGTT）を実施した。脂肪肝（-）・
FIB4＜1.3、脂肪肝（-）・FIB4≧1.3、脂肪肝（+）・FIB4＜1.3、脂肪
肝（+）・FIB4≧1.3の 4 群間で一元配置分散分析法により分析した。

【結果】 4 群間ではHbA1cに有意差がなかった。しかし、脂肪肝（+）・
FIB4≧1.3群では脂肪肝（-）・FIB4＜1.3と比べて空腹時血糖と 2 時間
値が有意に高く糖尿病前状態と判断された。

【結論】NAFLDは 2 型糖尿病の発症リスクとされており、肝線維化
も耐糖能障害悪化とともに増悪するため耐糖能障害を早期に発見して
介入が必要とされている。使用できる耐糖能障害の指標としての
HbA1cでは各群に差がなかったが、FIB4indexを使用すると耐糖能障
害を早期に予測できることがわかった。このことより、健診項目に
FIB4indexを加えることがNAFLD患者の糖尿病発症予防に有効であ
ると示唆された。

A-11-02
当院人間ドック受診が発見の契機になった膵神経内分泌腫
瘍4例の検討
1 庄原赤十字病院   内科      2 庄原赤十字病院   外科

○服
はっとり

部　宜
よしひろ

裕1 　高嶌　寛年2

　
【目的】当院人間ドック受診が契機となり発見された膵神経内分泌腫
瘍（pNET）について検討を行った。【方法】2016年 4 月から2020年
3 月までの 4 年間に当院人間ドック（生活習慣病予防健診も含む）を
受診し、その後pNETと診断された 4 症例の年齢、性別、発見の契機、
治療等について検討した。【結果】症例 1：50歳男性。11回目の受診。
腹部超音波検査で膵腫瘤を指摘された。他院に紹介し膵頭十二指腸切
除術を受けた。pNET G1でステージIだった。症例 2 ：46歳男性。 6
回目の受診。空腹時血糖が56mg/dlであった。入院して絶食試験を行
おうとしたが、絶食開始21時間で見当識障害が出現したため中止した。
他院に紹介し、膵体尾部切除術を受けた。pNET G1でステージIだっ
た。症例 3 ：59歳女性。10回目の受診。空腹時血糖が49mg/dlであっ
た。他院に紹介し、膵頭十二指腸切除術を受けた。pNET G1でステー
ジIだった。症例 4 ：67歳男性。15回目の受診。腹部超音波検査で膵
腫瘤を指摘された。他院に紹介し、腹腔鏡下膵体尾部腫瘤摘出+リン
パ節郭清術を受けた。pNET G2～ 3 でステージIIIだった。なお、い
ずれの症例も多発性内分泌腫瘍（MEN）-1型を疑う所見はなかった。

【考察】神経内分泌腫瘍（NET）は膵に多く発生する。増殖能でG1～
3 に分類される。ホルモン産生能のない非機能性のものが最も多いが、
機能性のものではインスリン産生腫瘍が 1 番多いといわれている。治
療としては可能な限り手術が勧められる。一方、MEN-1型として下
垂体や副甲状腺の腫瘍を合併することもあり、注意が必要である。今
回発見の契機としては低血糖・腹部超音波検査での腫瘤描出が 2 例ず
つであった。人間ドック・健診でも遭遇しうる疾患であることを念頭
に検索を進めることが早期発見につながると考えられた。

A-11-01
肥満型の非アルコール性脂肪肝（NAFLD）が体組成に及ぼ
す影響
慶應義塾大学   病院    予防医療センター
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弘 　高山美智代 　槇野香奈子 　市川　仁志 
　清水　良子 　吉田　諭史 　井上　　詠 　杉野　吉則 
　高石　官均 　岩男　　泰
　

【目的】体組成（脂肪・筋・骨量）の組み合わせによる表現型と非肥
満型NAFLDの関係を調べた。【方法】DXAによる体組成を含む、全
身のヘルスチェックを行った748人から、癌や甲状腺疾患などを除いた
50歳以上の614人を対象とした。超音波検査などでNAFLDと診断し、
BMI値25kg/m 2 によりObese、Non-obese typeに 2 分した。Obesity

（Ob）は体脂肪率25％（男性）、 30％（女性）により、Sarcopenia （S）
はlow skeletal mass indexの7.0 kg/m 2  （男性）、 5.4（女性）により、
Osteoporosis （O）は％ Young Adult Mean ＜ 80あるいは治療中と
した。体組成の組み合わせによりOb Group をOb alone、Sarcopenic 
obesity（SO） alone、Osteosarcopenic obesity（OSO）、Osteopenic 
obesity（OO） aloneに分類し、Non-obese NAFLDとの関係につき、
多変量解析を行った。【成績】ObとSの罹患率は男女間で差がなかっ
たが、Oの罹患率は女性で有意に高かった（10％ vs 45％）。男性では、
年代とともに、Ob aloneを除くOb （SO＋OO）とNon-obese NAFLD
の割合が増加し、後者は他の交絡因子から独立して有意に前者と相関
した［OR ＝ 1.985 （95％CI ＝ 1.365-10.233）, p＝ 0.025］。女性では、
年代とともに、OSOの割合が増加したが、Non-obese NAFLDはほぼ
一定で、後者は前者と相関した［OR ＝ 3.737 （95％CI ＝ 1.365-10.233）, 
p ＝ 0.010］。【結論】Non-obese NAFLDは、男性ではSO＋OO、女性
ではOSOのリスク因子であり、特に女性では、早期の治療介入によ
り筋・骨量の低下を軽減できる可能性が示唆された。

A-10-03
免疫学的便潜血反応陽性を契機に発見された無症候性ア
メーバ性大腸炎の1例
公益財団法人日産厚生会診療所

○川
かわむら

村　　徹
とおる

 　太田真由子 　青山　　弘
　

【背景】赤痢アメーバは発展途上国に広く発生分布しているが先進国
では一般に流行していないといわれる。一方、免疫学的便潜血検査

（FOBT）は人間ドックの大腸がんスクリーニング検査としての有効
性は確立しており、 2 次検査の大腸内視鏡検査（TCS）は大腸がんの
早期発見として推奨される。人間ドックのFOBT陽性により実施した
TCSで診断し得たまれな無症候性アメーバ性大腸炎の 1 例を報告す
る。【症例】50歳代、男性。主訴：人間ドックで実施したFOBT陽性
の精査目的。家族歴：特記事項なし。既往歴：痔瘻手術。生活歴：特
記すべき渡航歴や性交渉歴なし。現病歴：20xx年 7 月，人間ドック
のFOBT陽性（+/-）を指摘され、同月TCSを実施する。TCSでは、
盲腸に一部周堤を伴った潰瘍が散在する所見あり。潰瘍底から採取し
た生検検体の病理組織で赤血球を貪食したEntamoeba histolyticaの栄
養型を多数認め、アメーバ大腸炎と診断する。5 類感染症としてアメー
バ赤痢発生届を提出する。腹部エコー検査では肝膿瘍の所見を認めな
い。治療はメトロニダゾールを内服し 9 か月後TCSを行い潰瘍・びら
ん は 治 癒 し ア メ ー バ 虫 体 も 検 出 し な い。【 考 察 】Entamoeba 
histolyticaに感染しても多くの患者は無症候性であるため赤痢アメー
バの無症候性キャリアに内視鏡検査を行った報告は少ない。本症例は、
海外渡航歴はなく同性愛者ではなく感染経路は不明である。先進国で
も広く赤痢アメーバが拡がっている可能性が示唆される。無症候性ア
メーバ赤痢の治療に関してはcontroversialであるが、通常の治療を実
施し内視鏡所見上治癒を確認し得た。FOBT陽性の精査目的で実施さ
れたTCSにおいて5.8％に腸炎が認められるとの報告もある。大腸が
ん検診 2 次検査のTCSでは腫瘍性病変以外の疾患の可能性も念頭に
置く必要がある。【結論】FOBT陽性を契機に診断し治療しえた健常
成人に発症した無症候性アメーバ性大腸炎の 1 例を経験したので文献
的考察を加え発表する。
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A-11-07
人間ドックにおいて膵嚢胞性病変と指摘され、経過観察中
に充実性病変へと変化した膵神経内分泌腫瘍の1例
1 一般財団法人   太田綜合病院附属太田熱海病院   臨床検査部      
2 一般財団法人   太田綜合病院附属太田熱海病院   予防医学センター

○渡
わたなべ

辺美
み つ え

津江1 　三國　友香1 　品田　佳位1 　佐藤　美樹1 
　小竹美佐江1 　田村　清子1 　風間　由美1 　田村　　功1 
　坂元　　修2

　
【はじめに】膵神経内分泌腫瘍（pancreatic neuroendocrine tumor.以
下PNET）は比較的稀な腫瘍である.今回,人間ドックの腹部超音波検
査（以下US）において嚢胞性病変を指摘され,経過観察中に充実性病
変へと変化した膵神経内分泌腫瘍の 1 例を経験したので報告する.【症
例】50代,男性【US】2014年膵尾部に17mm大の内部に充実成分のな
い嚢胞性病変を認めた.膵管との連続性はなかった.2018年より嚢胞内
部に充実成分が出現,徐々に充実成分の増大を認めた.血流信号は認め
なかった.【EUS－FNA】16.3×12.3mm辺縁整,境界明瞭,内部比較的均
一な低エコー腫瘤を認めた.【病理診断】類円形の比較的均一な核を
有する異型細胞の集簇巣を散見,形態とマーカーからPNET疑いと診
断.腹腔鏡下膵体尾部脾切除術を施行.【病理組織診断】15mm大の結
節性病変.結節では血管の介在を伴って,索状,櫛状構造を呈する比較的
均一な類円形の核を有する腫瘍細胞の増殖.リンパ節転移なし,切除断
端は陰性.結節型,PNET ,G1と診断.【考察】PNETの典型的な超音波所
見は輪郭明瞭,形状整,内部均質で多血性の充実性腫瘍として知られて
いる.また,不整形や嚢胞性など非典型所見を呈することもある.本症例
は膵嚢胞性病変と指摘され,経過観察中に充実性病変へと変化した.し
かし,過去の超音波画像を見返してみると嚢胞性病変の嚢胞壁は不整
であり,充実部分を確認することができた.このことから描出された嚢
胞性病変は,充実性腫瘍の内部に形成された嚢胞成分であり,時間経過
ともに嚢胞内部の充実部が増大したものと考えられた.今回のように
嚢胞変性を伴う充実性病変と充実部分を伴う嚢胞性病変との鑑別は困
難なことがある.嚢胞性病変を認めた場合,描出された嚢胞性病変が充
実性病変の一部分を見ている可能性もあることを念頭に置き,嚢胞壁
や嚢胞内部の変化,嚢胞の境界や周辺を十分に観察し病変の全体像を
捉えることが重要であると思われた.

A-11-06
当施設の膵臓癌リスク検査における膵臓超音波検査実績の
報告
一般財団法人   淳風会   淳風会健康管理センター

○山
やました

下　尚
よ り こ

子 　東谷　　渚 　福井　和子 　隅田　夏葉 
　柴田えりこ 　柳田　俊一 　井上　和彦 　清水　信義
　

【目的】当施設では膵臓癌の早期発見を目指し、主膵管拡張や膵嚢胞
といった膵臓癌の高危険群を超音波検査とMRI（MRCP）検査にて拾
い上げ、より詳細な精密検査（精査）が可能な医療機関へ紹介する「膵
臓癌リスク検査」を2019年度より開始した。今回は膵臓超音波検査（膵
US）実績について報告する。

【対象・方法】対象：2019年 4 月～2021年 3 月の膵US受診者、延べ
797件。使用機器：Aplio i600（キャノンメディカルシステム）、PVT-
674BT（ 中 心 周 波 数6M） 高 周 波 コ ン ベ ッ ク ス プ ロ ー ブ、PLT-
704SBT（中心周波数7.5M）リニアプローブ。検査はリクライニング
ベッドを使用し、半座位（約60度）、右側臥位、左側臥位で行う。空
腹状態で膵臓を観察した後、飲料（ミルクティ、または緑茶）を摂取
した胃充満法で膵臓を十分観察する。検査は日本超音波医学会認定の
超音波検査士が行う。

【結果】膵US実施数は2019年度303件・2020年度494件（以下同順）。
有所見数（有所見率）は45件（14.9％）・64件（13.0％）。精査数（精
査率）は29件（9.6％）・44件（8.9％）。膵管拡張は 6 件・12件。膵嚢
胞は膵USで34件・42件、MRIで52件・77件。膵嚢胞のうち、膵USの
みの検出数は 7 件・ 5 件（計12件中、精査結果はIPMN 1件、異常な
し 3件、不明 8件）、MRIのみの検出数は25件・41件。

【考察】膵US実施数は増加しており、膵臓癌早期発見への関心の高さ
がうかがえた。膵嚢胞は膵USよりMRIでの検出数が多いが、膵USの
みの検出数も12件あり、膵USとMRIの併用で検出率の向上が期待で
きる。ただし、精査結果で異常なしの症例もあり精度向上の必要があ
る。今後、更にデータを蓄積し、MRIや通常腹部USと膵USの所見検
出率など比較検討していきたい。

A-11-05
人間ドックにおけるCA19-9を用いた膵癌の検出（11年間
の成績の解析）
1 黒沢病院付属ヘルスパーククリニック   内科      
2 黒沢病院付属ヘルスパーククリニック   検査部      
3 黒沢病院付属ヘルスパーククリニック   放射線部      
4 黒沢病院付属ヘルスパーククリニック   泌尿器科      
5 済生会前橋病院外科・腹腔鏡外科

○矢
や じ ま

島　義
よしあき

昭1 　松本　　健1 　石井　秀和1 　吉田沙也香2 
　佐藤　武敏2 　見田　　尊3 　黒澤　　功4 　細内　康男5

　
【目的】我々は人間ドックにおいて、CA19-9の測定が膵癌の検出に有
用であることを報告してきた。今回は過去11年間の経験を振り返り課
題を明らかにする。【対象及び方法】2010年より2020年までの11年間
に経験した延べ286242人を対象とした。毎年約80％がリピーターで
あった。全例において超音波検査（US）とCA19-9の測定が行われた。

【結果】検出された膵癌は26例で、発見率9/10万人であった。男女比
は20対 6 で、平均年齢は61.3歳であった。切除例は15例（58％）で、
Stage1が 2 例、Stage2が13例であった。切除例における発見の契機は
US所見が40％、CA19-9の異常が60％であった。切除例の予後は 5 年
生存を達成しているのは 2 例で、死亡例のMSTは 4 年 3 か月であっ
た。切除不能は11例でMSTは15か月であった。 4 例は当院ドック初
回例で 1 例は前年度は未受診であった。 3 例はCA19-9非産生で、 3
例は前年度のCA19-9が正常であったにもかかわらず 1 年後には
CA19-9は高度に上昇し、切除不能であった。 2 例は化学療法のみで
46か月以上生存した。【考案】切除可能な膵癌を検出するためには1）
毎年健診をうけること、2）USとCA19-9を併用すること、があげら
れた。しかし、CA19-9非産生膵癌、あるいは前年度のCA19-9が正常
であるにもかかわらず、急速に進行する悪性の膵癌は検出できなかっ
た。切除例の60％がCA19-9の異常より検出されており、CA19-9　の
有用性は明らかである。Stage2が大部分を占めるが、近年、術前、術
後の化学療法の進歩により膵癌の予後は改善されており、切除可能な
膵癌を健診で拾い上げる重要性は増している。

A-11-04
FIB-4�indexが診断に有用であったと考えられる肝硬変の
一例
厚生連滑川病院   滑川健康管理センター

○山
やまもと

本　正
まさかず

和 　八木　治雄 　鹿熊　一人 　新田　一葉 
　土井　　彰 　高橋　秀幸 　横山　正洋
　

【はじめに】通常の健診血液データでは、要精査とならなかったが、
FIB-4 indexがhigh risk群に該当したため肝硬変と診断しえたと考え
られる症例を経験したので報告する。【症例】66歳、男性。健診血液デー
タ： WBC 8300/μl、RBC 456万/μl、Hb 14.9 g/dl、Ht 44.6 %、Plts 
14.2万/μl、総蛋白 8.1mg/dl、アルブミン 3.8 mg/dl、AST 28 U/L、
ALT 22 U/L、γ-GTP 26 U/L、AL-p 85 U/L、LDH 149U/L、T-bil 1.2、
HCV （-）、HBs Ag （-）、T-Chol 178 mg/dl、HDL 48 mg/dl、LDL 
119 mg/dl、TG 70 mg/dl、BUN 10.5 mg/dl、Cr 0.68 mg/dl、Uric 
A 7.1 mg/dl、FBS 117 mg/dl、HbA1c 6.4、CRP 0.04 mg/dl、尿た
んぱく（-）、尿潜血 （-）、便潜血 （-）。腹部超音波検査（腹部US）：慢
性肝疾患疑い。上部消化管内視鏡検査：食道静脈瘤あり。胸部X-P：
異常所見なし。ECG：正常範囲内。【考察】健診腹部USで脂肪肝を認
めた場合、現状では要精査になることは少ない。本例は、通常の血液
データは要観察判定であったため診察時の結果説明では肝疾患につい
て言及することはなかった。後日、確認した腹部US、上部消化管内
視鏡検査で肝硬変を疑う所見を認めたことからFIB-4 indexを計算し
たところ2.77（＞2.67）とhigh risk群であった。日本消化器病学会・
日本肝臓学会NAFLD/NASH診療ガイドライン2020によると健診で
脂肪肝を認めた場合FIB-4 indexなどを検討し、肝線維化進展が疑わ
れる場合は専門医へ紹介することを推奨している。後日、肝硬変であ
ることを確認できた本例においては、肝機能は異常なかったが、FIB-
4 indexを計算することによりNAFLD/NASHを疑うことができた。
今 後、 ガ イ ド ラ イ ン に 従 いFIB-4 indexを 検 査 項 目 に 追 加 し、
NAFLD/NASHの早期診断を行いたいと考えた。【結語】FIB-4 index
を健診結果に反映し、腹部USで異常を認めた場合、FIB-4 indexによ
る検討を行いNAFLD/NASHの早期発見に努めたい。
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A-11-11
当院における膵検査体制の改善と要精査例発見率の向上
医療法人広島健康会アルパーク検診クリニック

○若
わかみや

宮　陽
よ う こ

子 　五島　富幸 　竹野　由美 　安井　里華 
　中安　由香 　柳瀬久美子 　高津　理恵 　浦川　早織 
　今村　由里 　安井　　弥
　

【目的】当院における過去10年間の膵超音波検査の結果を集計し、要
精査例（当院における判定E例）発見率と検査機種の更新を含めた検
査体制の改善との関係を検証し、残された問題点について検討した。

【対象】2010年 4 月から2020年 3 月の10年間に腹部超音波を行った受
診者のべ130,381件数（男73,449件、女56,932件）受診者実数33,924名、
平均年齢50.2±10.0歳（男50.4±10.0歳、女49.9±9.9歳）【結果】全対
象者の結果内訳、異常なし119,269件（91.4％）描出不良8,663件（6.6％）
有所見（のう胞等）1,595件（1.4％）そのうち精査への紹介は765件

（0.5％）（実数587人）、要精査者の発見率は2010年0.12％であったが、
2018年は1.21％、2019年は1.15％と年々上昇していた。そのうち返書
があったのは703件（実数は547人）で、返書率は91.8％であった。紹
介先の医療機関からの返書における結果所見の内訳については、返書
があった703件のうち有効な結果件数は664件（有効結果/発行数
86.8％）であり、主な内容は腫瘤・腫瘍、のう胞性病変、膵管拡張であっ
た。発行時所見と返書結果との照会については、腫瘤として紹介され
たもののうち、2010～2019年度の画像が確認できた93件の内部エコー
を検証した結果、それぞれの放置可の割合は、低エコー域84.6％高エ
コー腫瘤70.8％低エコー腫瘤55.6％無エコー腫瘤20.0％で、要治療は
低エコー腫瘤のみであった。膵管拡張として紹介され、画像が確認で
きた115件を 3 以下（～3.4ミリ）、4 （3.5～4.4ミリ）、5 （4.5ミリ以上）
にわけ、検証した結果、悪性が見つかったのは、5 ミリ以上のみであっ
た。【考察】膵管拡張やのう胞性病変の発見率の増加は、超音波検査
装置と走査技術の改善、高い精査率の維持によるものと思われる。特
に、IPMNは膵癌の高危険群との認識が広がっており、検診において
も積極的に拾い上げを行い、精度を高め、経過観察を行うこたが癌の
早期発見につながると思われる。

A-11-10
胃粘膜下腫瘍として発見された1例を含む脾動脈瘤10例の
検討
1 芳珠記念病院   健診科      2 芳珠記念病院   情報企画課      
3 芳珠記念病院   消化器科

○安
や す い

井　裕
ゆ う こ

子1 　穂積　佳世2 　上田　　博3

　
【はじめに】腹部内臓動脈瘤は比較的稀な疾患であり，その発生頻度
は0.01～ 2 ％と言われている。その発生部位で最も多いのは脾動脈瘤

（約60％）と報告されている。過去の報告からは内臓動脈瘤は30～
40％の頻度で破裂を認め，破裂の際は致死率が25～70％と高く極めて
重篤な疾患である。そのため早期発見，早期治療が重要である。今回，
人間ドック等で発見された 3 症例を含む脾動脈瘤10症例について報告
する．【症例とまとめ】2013年10月から2021年 4 月までの 7 年 6 か月
間に、当院で診断された脾動脈瘤は10例であった。自覚症状がなく、
各診療科で受けた腹部CT検査で診断されたケースは 7 例、人間ドッ
クや施設健診で精密検査の対象となり診断されたケースは 3 例であっ
た。症例の男女比は、 1 対 1 で、診断時の年齢は39歳から77歳（平均
59.5歳）であった。最終診断された診療科は、消化器科 4 例、外科 2 例、
泌尿器科 2 例、内科 2 例であった。当院の人間ドックで発見された症
例は、上部消化管内視鏡にて胃粘膜下腫瘍（壁外圧排の可能性あり）
の所見があり、消化器科で造影CTにて確定診断された。脾門部に
15mmの動脈瘤があり、手術適応ではなく人間ドックにて年 1 回の経
過観察となった。また、他院の人間ドックの胸部CTにて指摘され当
院に紹介されたケース、さらに、肺がん施設健診で発見されたケース
がある。10例のうち、外科的な治療を実施したケースは 2 例（IVRと
切除）で、他の 8 例は経過観察中、 1 例は通院が中断されていた。当
院での経験例とこれまでの文献報告例をふくめて考察を加え、人間
ドックにおける早期発見に寄与したいと考えている。

A-11-09
人間ドックでの腹部超音波検査が悪性リンパ腫発見の契機
となった1症例
浜松赤十字病院   健康管理センター

○内
うちやま

山　さち 　鈴木公美子 　加藤　綾夏 　鈴木　　実 
　金子　　望 　村越　理惠 　渡邉百合子 　小谷野憲一
　

【症例】71歳男性【既往歴】8 年前より関節リウマチにて内服治療中【現
病歴】2020年 1 月人間ドックにて来院した。問診で、 2 週間以上前か
ら、午後になると38度台の発熱と倦怠感が出現し、翌朝には解熱する
症状を繰り返し、近医で解熱剤投与にて経過観察中との情報があった。
前年度ドック時より4.7kgの体重減少があり、腹部超音波検査で肝臓
全体に 2 cm程度の多発占拠性病変を指摘され、肝・胆道系酵素及び
CRPの上昇を認めた。即日の消化器内科受診が必要と判断し、外来受
診、精査加療のため同日入院となった。【入院後経過】抗菌薬治療を
開始するも、症状の改善はみられなかった。上下部内視鏡検査・腹部
造影CT等では消化管悪性腫瘍を認めなかったが、血液検査にて可溶
性IL-2受容体9600U/mlと著明高値を示し、悪性リンパ腫鑑別のため
肝腫瘍生検を施行した。生検にて悪性リンパ腫、びまん性大細胞型B
細胞リンパ腫との病理診断をうけ、関節リウマチの薬剤使用歴により、
最終的にメソトレキセート関連悪性リンパ腫と診断、血液内科のある
総合病院へ転院となった。転院後R-CHOP療法を開始、経過中大きな
合併症もなく、治療効果は良好であり肝腫瘍は消失した。PET/CTに
て残存病変は認められず完全寛解が確認され、 1 年経った現在でも再
発を認めていない。【結語】定期健診の必要性、問診の重要性を改め
て感じた。検査結果及び問診情報から速やかな診断・治療に結びつけ
られた貴重な症例と考え、ここに報告する。

A-11-08
人間ドックの逐年腹部超音波検査で発見された非機能性膵
神経内分泌腫瘍の1例
医療法人北斗会宇都宮東病院健診センター

○宇
う が じ ん

賀神卓
たくひろ

広 　高田　優子 　小山　美緒 　齊藤　　樹 
　津戸　直樹 　藤沼　澄夫
　
　膵神経内分泌腫瘍は，膵臓の神経内分泌細胞から発生する腫瘍で，
膵腫瘍全体の 1 ～ 2 %を占める．腫瘍に特徴的な内分泌症状の有無に
より，機能性と非機能性とに分けられる．病理組織学的には，高分化
型で増殖能が低い神経内分泌腫瘍Grade1と増殖能が高い神経内分泌
腫瘍Grade2，Grade3，および，低分化型の神経内分泌癌に分類される．
有病率は漸増傾向にある．非機能性膵神経内分泌腫瘍は，検診などで
偶発的に発見される以外は，原発巣の増大による圧迫症状で発見され
ることが多い．進行は緩徐だが，増大するとリンパ節転移や遠隔転移
を来し予後不良となるため早期発見が重要である． 
　今回，我々は，人間ドックの逐年腹部超音波検査で発見された非機
能性膵神経内分泌腫瘍の 1 例を経験した．症例は，57歳の男性．2016
年，2017年の人間ドックでは異常を指摘されなかった．2018年，人間
ドックの腹部超音波検査で境界明瞭輪郭整の低輝度の膵腫瘤を指摘さ
れ，高次医療機関へ紹介された．超音波内視鏡検査，CT，MRIでは，
膵体部に膨張性に発育する多血性の直径12 mmの腫瘤を認めたが，
膵管の拡張像は見られなかった．以上の画像検査所見より膵神経内分
泌腫瘍と術前診断され，膵切除術が施行された．病理組織診断は膵神
経内分泌腫瘍 Grade2 StageIであった．
　腹部超音波検査は膵臓のスクリーニング検査として重要である．し
かし，膵臓は後腹膜腔に位置し，消化管ガスなどの状態により，腹部
超音波検査での観察条件が常に良好とは限らない．描出法を工夫する
とともに，症状の有無にかかわらず逐年検診をすることは，進行が緩
徐な膵神経内分泌腫瘍の早期発見に重要であることを示唆する貴重な
症例であり，若干の考察を加えて報告する．
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A-12-01
健診における尿検体の収集体制による尿蛋白検出率の相違
について
公立学校共済組合   関東中央病院   健康管理科

○高
た か の

野　奈
な み

実 　深澤　友里 　児玉　　俊
　

【目的】院内で採取した尿を検査する体制（院内随時尿）から早朝第
一尿を持参する体制（持参早朝尿）への変更に伴い、蛋白尿の陽性率
と尿蛋白定量値の変化を検証した。【方法】2015年 4 月から2020年 3
月までの関東中央病院健康管理科の受診者から得られた20225件の尿
検査結果より、高血圧、糖尿病、腎疾患を有する症例、治療有無に関
わらず血圧高値、血糖高値、eGFR45ml未満、尿路感染、異物混入例、
採尿方法未確認例を除外した。体制変更以前の最終受診例を院内随時
尿群とし、2019年 4 月以降の受診例を持参早朝尿群とした。【成績】
院内随時尿群4250 件（男性2395件、女性1855件）、持参早朝尿群1673
件（男性981件、女性692件）を解析対象とした。体制変更に伴い蛋白
尿陽性率は男性35.3％→13.4％、女性24.4％→3.8％となった。院内随
時尿群で尿蛋白定量値13mg/dl以上を陽性とすると、持参早朝尿の蛋
白尿陽性率と同等になった。院内随時尿の尿蛋白定量値毎の年代別割
合では、蛋白尿陽性率は高齢ほど下がり、尿蛋白13mg/dl未満の陽性
率は若年ほど上がる傾向であった。高比重尿での蛋白尿陽性率は院内
随時尿88.9％、持参早朝尿67.2％であった。【結論】健常と想定される
受診者の結果を解析対象とした。院内随時尿群、持参早朝尿群共に女
性と比較し男性の蛋白尿陽性率は高かった。院内随時尿から持参早朝
尿へ体制変更に伴い男女共に蛋白尿陽性率は約20％減少した。蛋白尿
陽性率の変化の原因の一つに院内随時尿群には来院までの行動負荷が
考えられ、その行動負荷に伴う尿蛋白定量値は13mg/dl程度と推定さ
れ、若年ほどその影響が大きい事が示唆された。また高比重の持参早
朝尿では、随時院内尿に比べ蛋白尿陽性率が低い事より相対的に蛋白
以外の溶質を多く含むと考えられ、尿中クレアチニン補正がより有用
であると考えられた。

A-11-14
人間ドックで指摘した膵嚢胞性病変の経時変化について
医療法人社団新虎の門会   新浦安虎の門クリニック

○大
おおたけ

竹　理
り さ

沙 　鶴岡　尚志 　吉野貴美子 　板垣　玲奈 
　沼本美由紀 　大前　由美 　大前　利道
　
健診の腹部エコー検査（以下、US）で、主膵管拡張と膵嚢胞は膵癌
発生のリスクファクターのひとつとされ、ふるい分けて経過観察をす
ることで膵癌の早期発見につながると考えられている。嚢胞性病変が
指摘されると通常は精査もしくは経過観察を行うが、発見後の病変の
経時変化や経過観察については十分に検討されていない。

【目的】健診で発見した「膵嚢胞」のサイズや個数などの経時変化に
ついてretrospectiveに検討する。

【対象と方法】2019年度に健診USを実施した9071名を対象とし、「膵
嚢胞」を指摘した症例で、嚢胞の発生部位、サイズ、個数などを比較
検討した。

【結果】対象のうち148名に「膵嚢胞」を指摘した（頻度1.6%）。［嚢胞
の存在部位］は、 頭部 29.7%、体部 27.7%、尾部 41.2%。なお嚢胞が
複数あった症例では、最大径の病変について検討した。［嚢胞のサイズ］
受診歴がある127名の長径での変化は、0- 2 mm未満（変化なし）57名

（44.8%）、2 mmー 5 mm未満20名（15.7%）、5 mm以上は 9 名（7.0%）、
嚢胞が縮小したのは41名（32.3%）であった。平均観察期間26.3ヶ月
で,22.8%にサイズ増大を認めた。［嚢胞の個数の変化］127名中過去に
嚢胞の指摘なし26名（20.4%）、個数増加 5 名（3.9%）、変化なし96名

（75.7%）、減少した症例はなかった。平均観察期間18.0ヶ月で24.4%に
個数の増加を認めた。［多房性嚢胞］嚢胞のうち多房性を呈した病変
は 6 名（4.7%）。全 6 病変が平均観察期間39.5ヶ月で平均5.3mm増大
した。

【考察】「膵嚢胞」の所見は膵癌発症の高危険群とされ要注意所見であ
る。今回、健診のUSで偶発的に発見した病変の経時変化について検
討したところ、「膵嚢胞」の22.8%にサイズの増大を認め、24.4%で個
数の増加を認めた。また多房性を呈する病変の方が、単房性病変より
もサイズ変化の頻度が高かった。これらの嚢胞性病変には、USで指
摘時に単房性病変に見えても一定数のIPMNなどの腫瘍性嚢胞が含ま
れていると考えられる。

A-11-13
人間ドック受診が契機に発見された膵癌の症例についての
検討

（公財）田附興風会   北野病院   健康管理センター

○高
たかもり

森　行
ゆきひろ

宏 　今田　祐子 　遠藤真紀子
　

【目的】当院の人間ドック健診を契機に膵癌の発見された 3 例の症例
を経験したので、その要因について検討したい〈症例 1 〉60歳代女性
毎年、当院の人間ドックを受診、前年の腹部エコーでは異常なかった
膵臓頭部に嚢胞を認め、その内部に充実性腫瘤を認めた。血液検査に
てCA19-9　390.6（前年 20.0）、膵アミラーゼ255（前年 39.0）と上昇
していたため消化器内科紹介受診。造影腹部CT検査で膵頭部に濃染
があり膵管の拡張を認めたが、EUSでは膵管の拡張と途中の途絶、
MRCPでは頭部の膵管の狭窄のみで腫瘤ははっきりしなかった。
ERCPでは膵管の不整狭窄があり擦過細胞診にて腺癌と診断した。〈症
例 2 〉50歳代男性 1 年から1.5年の間隔で当院の人間ドックを受診。
腹部エコー検査で肝両葉に低エコー腫瘤が散在しており、血液検査に
てCA19-9　43.9（前年 3.6）と軽度上昇していたため消化器内科紹介
受診。造影腹部CT検査で膵体部に淡い低吸収域腫瘤を認め、肝には
結節状の早期濃染が多発していた。しかし造影MRI検査では肝に腫瘤
は認めず、EUS-FNAで低エコー腫瘤を穿刺したところ腺癌と診断し
た。〈症例 3 〉70歳代男性毎年、当院の人間ドックを受診、 3 年前の
腹部エコーで膵のう胞を指摘されたため、消化器内科とドック健診で
6 ヶ月ごとに経過を見ていた。消化器内科で実施した造影腹部CT検
査にて膵体部に新たに 7 mmの腫瘤が出現。EUS-FNAで低エコー腫
瘤を穿刺したが、悪性所見は得られず、ERCPでは体部に膵管の不整
狭窄があり擦過細胞診にて腺癌と診断した。【考察】どの症例でも腹
部エコー検査だけで見つけられるというのではなく、継続的な経過観
察を行うことで前年との相違（異常）を発見することができ、それを
契機に診断に至っており、継続的な人間ドック健診の受診が有効では
ないかと考えられた。

A-11-12
肝機能正常症例におけるHbA1cとFIB-4　indexの検討
1 特定医療法人財団   博愛会   人間ドックセンターウェルネス      
2 博愛会病院

○西
さいとう

藤　亮
りょうこ

子1 　鈴木　　静1 　吉村　理江1 　橋本　俊彦1 
　那須　　繁2

　
【はじめに】健康診断などで肝機能異常を認める症例や糖尿病患者は
NASHの検索を受けている可能性が高い。しかし、健康診断で肝障害
を認めず糖尿病もない症例ではNASHが見過ごされていることが少な
くないと考えられる。【目的】肝機能異常のない症例での高血糖と肝
線維化との関係をHbA1cとFIB-4　indexを用いて検討する。【対象】
2019年 4 月から2020年 3 月までに当施設を受診した30歳以上の症例の
うちウイルス性肝炎などの肝疾患および健診時に肝障害（AST＞
30IU/l、ALT＞30IU/l、γGTP＞50IU/lのいずれか）を認めた症例を
除いた11669人（男性4702人、女性6967人、年齢49.3±9.7歳）。【方法】
対 象 をHbA1c正 常 群（HbA1c≦5.5％）、HbA1c軽 度 高 値 群

（HbA1c　5.6-6.4％）、糖尿病群（HbA1c≧6.5％）の 3 群に分け、FIB-
4 indexの値を比較検討した。【結果】肝線維化の可能性があるFIB-4 
index 1.3以上であったのは、HbA1c正常群で15.4％、HbA1c軽度高値
群で25.4％、糖尿病群で26.9％とHbA1cが高い群ほどFIB-4 index高値
の割合が多い傾向であった。FIB-4 indexの値はそれぞれの群で平均
0.96±0.38、1.08±0.43、1.14±0.46であり、HbA1cが上がるにつれて
FIB-4 indexも高い結果となった。また、男女別に検討すると、女性
ではHbA1c正常群とHbA1c軽度高値群では差を認めたもののHbA1c
軽度高値群と糖尿病群でFIB-4　indexには差は認めなかった。それに
対し、男性ではそれぞれの群で有意差が認められた。【結論】血液検
査で肝障害を認めない症例においても、高血糖の症例、特に男性では
潜在的なNASHについて注意が必要ではないかと考えた。
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A-14-02
人間ドックの視触診で発見された乳腺Neuroendocrine�
Ductal�carcinoma�in�situ症例
1 日本歯科大学附属病院   乳腺内分泌外科      
2 医療法人社団   藤崎病院   外科      3 医療法人山柳会   塩味病院   内科      
4 川口パークタワークリニック

○櫻
さくらい

井　健
けんいち

一1,2,3,4 　鈴木　周平1,2 
　安達　慶太1,3,4 　平野　智寛1 　窪田　仁美1,2,4 　藤崎　　滋1,2 
　塩味　正雄3 　池田　　緑4 　竹元　豊志4 　辻　　泰喜4

　
【はじめに】乳腺原発のNeuroendocrine tumor（NET）は稀であり、
その多くが浸潤癌として発見される。今回われわれは人間ドックの視
触 診 で 発 見 さ れ たNeuroendocrine ductal carcinoma in situ （NE-
DCIS）の 1 例を経験したので報告する。【症例】症例は63歳、女性。
人間ドックによるマンモグラフィ検査では異常がなかったが、視触診
と問診で左乳頭血性異常分泌を認めたために 2 次検診に来院した。来
院時の理学所見では腫瘤は触知せず、左乳頭から単孔性の血性分泌を
認めた．分泌のpress pointはA領域であった。分泌液の潜血反応は陽
性であったが、細胞診はClass IIIaであり、分泌液中のCEAは400ng/
ml以下であった。　マンモグラフィ検査では明らかな異常所見は認
めなかった。造影MRI検査では左A領域に 8 mmの造影効果のある結
節を認めた。超音波検査では左A領域に直径 8 mmの低echo腫瘤を認
めた。その他に乳管の拡張所見などは確認できなかった。ドプラーエ
コー検査では同部に豊富な血流信号を認めた。同部位に対して吸引式
針生検を施行したところ、NE-DCISの診断であった。全身検索の結果、
明らかな遠隔転移は認めなかった。胸筋温存乳房切除術+センチネル
リンパ節生検術を施行した。病理組織学的検索ではNE-DCIS、切除
断端陰性、センチネルリンパ節転移陰性（0/1）、ER陽性、PgR陽性、
HER-2陰性の診断であった。術後経過は良好であり、術後 8 年目の現
在、Tamoxifenの投与のみで経過をみているが、明らかな転移・再発
を認めていない。【結語】マンモグラフィ検査や超音波検査の画像診
断による健診に加えて、視触診による健診も重要であると考えられた。

A-14-01
人間ドックの超音波検査で発見される5mm以下の乳房腫
瘤について
1 日本歯科大学附属病院   乳腺内分泌外科      
2 医療法人社団   藤崎病院   外科      3 医療法人山柳会   塩味病院   内科      
4 川口パークタワークリニック
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【はじめに】近年の画像診断技術の向上に伴い、乳癌の診療およびス
クリーニングでの超音波検査の有用性が示されている。現行のガイド
ラインでは、明らかな悪性所見がない場合、 5 mm以下の腫瘤は基本
的には要精査としないため、微小病変の評価は読影する側によって異
なる可能性がある。しかしながら、乳癌の早期発見という点からは、
このような微小な腫瘤病変を検出していくことは重要である。今回、
径 5 mm以下の腫瘤を指摘され、浸潤性乳管癌と診断された症例を経
験したので報告する。 【症例】症例は37歳、女性。職域健診の人間ドッ
クによる乳房超音波検査で左乳房腫瘤を指摘されて当科を紹介・受診
した。来院時、理学的に両側乳房内に明らかな異常なく、両側腋窩リ
ンパ節の腫大を認めなかった。マンモグラフィ検査では明らかな悪性
所見を認めず、両側ともにCategory Iの診断であった。乳房超音波検
査では左乳腺C領域に 4 × 2 mmの境界不明瞭な不整形低エコー腫瘤
を認めた。同腫瘤に対して針生検を施行し、浸潤性乳管癌の診断であっ
た。全身検索の結果、明らかな遠隔転移や腫大リンパ節を認めなかっ
た。左乳癌T1N0M0stage1の診断で乳房円状部分切除術+センチネル
リンパ節生検術+術中迅速診断を施行した。切除標本の病理組織検査
では、浸潤性乳管癌、腫瘍径0.5cm、ER陽性、PgR陽性、HER-2陰性、
Ki-67：8.2%であった。切除断端は陰性であり、センチネルリンパ節
は陰性であった。術後補助放射線治療の後、内分泌治療のみで経過を
観察している。術後 1 年の現在、転移・再発の所見を認めていない．

【結語】乳腺組織内の 5 mm以下の微小な腫瘤に対しては、人間ドッ
クにおけるスクリーニングの乳房超音波検査において、良悪性の判断
に難渋する場合がある。その場合、腫瘤径のみならず形状、境界、縦
横比、年齢などの各所見を考慮して、 2 次健診を施行する必要がある
と考えられた。

A-13-01
当院人間ドックにおける膀胱癌及びその他の膀胱病変の発
見契機についての検討

（公財）田附興風会   北野病院   健康管理センター
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【目的】当院ドックにおいては全受診者に対し尿検査に加え下腹部超
音波検査を行っている。過去 5 年間に当院ドックを受診し、当院にて
精査を受け診断された膀胱癌およびその他の膀胱病変について、その
発見契機について検討を行うことを目的とした。【方法・対象】2016
年 4 月から2021年 3 月までに当院ドックを受診した延べ17683名のう
ち、膀胱病変が疑われ、当院での精査により治療を要する病変が判明
した 8 症例を対象とし、発見契機について後ろ向きに検討を行った。

【結果】当院での精査により膀胱病変を診断された対象症例 8 例のう
ち、 7 例が男性（47歳～89歳）であった。 8 例のうち 7 例は尿潜血陰
性で、尿潜血陽性が契機となり診断されたのは膀胱癌 1 例のみだった。
尿潜血陰性 7 例のうち発見契機が下腹部超音波検査であったのは、膀
胱癌 4 例、未分化大細胞型リンパ腫 1 例、尿膜管遺残膿瘍 1 例の計 6
例で、尿潜血陽性であった膀胱癌 1 例においては下腹部超音波検査で
は病変は描出されていなかった。尿潜血陰性の残り 1 例は女性（45歳）
で、下腹部超音波検査では病変は描出されず、婦人科検診での経腟超
音波検査で膀胱病変が疑われ、精査により膀胱内膜症と診断されてい
た。【考察】これまでの報告と同様、膀胱癌及びその他の膀胱病変の
発見契機となったのは、ほとんどが下腹部超音波検査であった。病変
の早期発見のためのスクリーニング法として下腹部超音波検査が有用
であるが、膀胱充満の状況など施行条件により病変の検出率が影響さ
れるため、尿潜血反応、また女性においては経腟超音波検査も併せて、
積極的に病変を拾い上げていくことが望まれる。

A-12-02
ドック健診の健常者データから分析したeGFR低下に関わ
る因子
1 静岡県立大学   看護学部      2 山王メディカルセンター      
3 国際医療福祉大学医学部
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【目的】A施設におけるドック健診データから、いわゆる健常者にお
けるクレアチニンによる推算糸球体濾過量 （以下eGFR）の低下に関
わる危険因子を分析することを目的とした。

【方法】平成21年10月から令和元年 7 月31日の期間にA施設でドック
健診を受診した183,510名のうち、複数回受診者25,669名を対象とした。
今回は初回受診時データを男女別に、慢性腎臓病（CKD）の基準に
使われるeGFR 60 mL/分/1.73m 2  60未満の群（異常群）とそれ以上の
群（正常群）について、既往歴、各種検査値を分析した。各因子（BMI、
血圧、尿タンパク、空腹時血糖、HbA1c、総コレステロール、LDL
コレステロール、HDLコレステロール、中性脂肪、non-HDLコレス
テロール、尿酸）など各種血液検査結果に加え、糖尿病、高血圧症、
脂質異常症高尿酸血症、慢性腎不全、泌尿器系疾患、腎炎、喫煙歴な
どの既往歴、メタボリック判定について、カイ 2 乗検定、t検定を行い、
有意差を認めた因子に対し、二項ロジスティック回帰分析を行った。
統計にはIBM SPSS Statistics version 22を使用した。

【結果および考察】対象の割合は男性47.8％、女性52.2％だった。ロジ
スティック回帰分析にあたり、影響が強い慢性腎不全、腎尿路系疾患、
腎炎を除外した。女性の初回受診時では、高血圧症（以下調整オッズ
比1.996）、尿酸（1.816）脂質異常症（1.656）が選択された（Hosmer-
Lemeshow検定p=0.37、判別的中率95.3%）。男性の初回受診時分析で
は、高血圧症（3.137）、高尿酸血症（2.391）、脂質異常症（1.639）、
尿酸（1.347）、HbA1c（1.220）、が選択された（Hosmer-Lemeshow
検定p=1.01、判別的中率91.6%）。この結果より、高血圧症、脂質異常
症、高尿酸血症の既往、尿酸値、HbA1c値がeGFR低下に影響する危
険因子であることが示唆された。
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A-14-06
高濃度乳房（デンスブレスト）受診者に乳腺超音波検査併用
の重要性を理解してもらう取り組みについて
医療法人如水会オリーブ高松メディカルクリニック
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　福井　敏樹
　

【背景】乳癌診療ガイドラインで日本の基準では乳房構成を、不均一
高濃度乳房と極めて高濃度乳房がいわゆる高濃度乳房（デンスブレス
ト）とした。マンモグラフィ検査は死亡率低減効果のエビデンスが科
学的に証明された唯一の検査法であるが、デンスブレストでは検査の
感度が低下することが知られており対応が模索されている。当施設で
は、乳がん検診項目がマンモグラフィ検査のみのデンスブレスト受診
者には、結果と共に次回の検診では超音波検査の併用をお勧めする資
料を約 4 年前から配布している。【目的】デンスブレスト受診者に、
マンモグラフィ検査と超音波検査の検査画像や病変検出方法が異な
り、それぞれ得意とする面と、不得意となる面があることを理解して
もらう必要がある。今回、当施設のデンスブレスト受診者を分析し、
超音波検査併用の乳がん検診精度について検討する。【対象】2018年
4 月 1 日から2021年の 1 月31日までに任意型乳がん検診でマンモグラ
フィ検査を受けた人8436名のうち、高濃度乳房受診者は3229名うちマ
ンモグラフィ検査のみ実施（以下MMG群）1964名、マンモグラフィ
検査に超音波検査併用（以下US併用群）1265名を対象とする。【方法】
マンモグラフィ撮影後、乳腺量測定機能を使用してデンスブレスト受
診者を抽出し、MMG群とUS併群の要精検数（率）・がん発見数（率）・
陽性的中度を比較した。【結果】MMG群1964人の要精検数は46例

（2.3％）、がん発見数 1 例（0.05％）・陽性的中度2.2％だった。US併用
群1265人の要精検数は 9 例（0.7％）がん発見数 3 例（0.24％）、陽性
的中度33.3％だった。【まとめ】US併用群は、MMG群より要精検率
は有意に低かった。（p＜0.05）MMG群受診者に超音波検査の併用を
促す取り組みとして、マンモグラフィ検査と乳腺超音波検査を併用す
ることで乳がん検診の精度が向上する重要性を理解してもらうため、
今後は更なる取り組みが必要と思われる。

A-14-05
新判定基準が及ぼす効果－乳房超音波診断ガイドライン改
定第4版－
1 社会医療法人財団   石心会   川崎健診クリニック      
2 社会医療法人財団   石心会   アルファメディック・クリニック
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【背景および目的】2020年10月 5 日に乳房超音波診断ガイドライン改
定第 4 版が発行され、乳房超音波検診における要精密検査基準とカテ
ゴリ判定（以下：新判定基準）の変更があった。新判定基準によって
変更になった混合性パターンを呈する腫瘤に関して、当院の直近の症
例における、改定前の判定基準に基づく診断結果と、新判定基準に基
づくカテゴリ判定の変化を調査し、判定基準の改定が偽陽性の低下に
及ぼす効果について検討した。

【方法および使用機器】2018年 4 月 1 日～2020年 3 月31日に乳房超音
波検査を受診した12787件を対象に、混合性パターンを呈する腫瘤に
あたる嚢胞内乳頭腫（疑いを含む）と判定したものを調査した。これ
らを新判定基準に基づき再度結果を抽出し、改定前後の結果を比較検
討した。［使用機器　超音波検査装置：Canon Aplio300 ほか］

【結果】全件数12787件のうち要精密検査数は547件。嚢胞内乳頭腫と
判定したものは62件、うちカテゴリ 3 以上となったものは51件

（0.399％、要精密検査数の9.324％）。15mm以上 3 件、15mm未満48件、
すべて自覚症状や随伴所見はなし。そのうち悪性が判明したものは
15mm未満に非浸潤性乳管癌 1 件（0.008％、要精密検査数の0.183％）
であった。

【考察】新判定基準で結果を抽出すると、嚢胞内乳頭腫62件のうち、
偽陽性件数は従来法の35件から 3 件に低下した。新判定基準で偽陰性
となる 1 症例は当院からの精査勧奨後に初期の非浸潤性乳管癌を含む
ことが判明し、既に切除が行われ良好な結果を得ているが、新判定基
準に従い最大径が15mmを超えてから精査指示としても生命予後への
影響は限局的とも考えられる。

【結語】今回の新判定基準の適応により要精密検査が絞り込まれ、偽
陽性が低下し特異度が向上する可能性が示された。

A-14-04
当施設における、マンモグラフィで局所的非対称性陰影又
は腫瘤像を認める場合の乳腺超音波併用の実際
社会医療法人神鋼記念会   新神戸ドック健診クリニック
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［背景・目的］マンモグラフィ（MMG）検診で要精査率が高くなる
大きな要因として、局所的非対称性陰影（FAD）と腫瘤像が挙げら
れる。当施設は任意型健診施設で、MMG単独検診と乳腺超音波（US）
併用検診（分離併用・総合判定方式）の希望者が混在している。今回、
当施設の乳がん検診受診者の中で、FADIII又は腫瘤像でMMGカテゴ
リーIII以上となった例を調査した。

［方法］2019年のMMG受診者をMMG単独群とUS併用群に分け、要精
査率、乳がんの陽性反応的中率を算出した。また、FADIII又は腫瘤
像でMMGカテゴリーIII以上となった例を抽出し、MMG単独群とUS
併用群で判定結果及び追跡結果を比較した。

［結果･考察］2019年のMMG受診者は2,807名（中央値50歳、27歳 ‐
81歳）で、MMG単独群は1,571名、US併用群は1,236名であった。追
跡可能例のうち乳がんは 6 例（MMG単独群 2 例、US併用群 4 例）で
あった。要精査率は、MMG単独群6.8％、US併用群4.8％となり、US
併用群の方が低値であった（p=0.02）。陽性反応的中率は、MMG単独
群1.9％、US併用群6.8％となった（p=0.10）。FADIII又は腫瘤像で
MMGカテゴリーIII以上のものはMMG単独群74名であった。一方で、
US併用群は53名であったが、総合判定で最終的に要精査となったの
は20例となり、62.3％の要精査率低減効果が認められた （p＜0.001）。
MMG単独群74名中追跡可能であった52名のうち、乳がんは 2 例で
あった。US併用群20名中追跡可能であった17名のうち、乳がんは 1
例であった。FADIII又は腫瘤像の陽性反応的中率はMMG単独群
2.7％、US併用群5.0％となった（p=0.60）。

［結語］当施設において、FADIII又は腫瘤像でMMGカテゴリーIII以
上となった例では、US併用検診により要精査率を低減できる可能性
が示唆された。

A-14-03
マンモグラフィ検査カテゴリー1の乳がんはいかにして発
見されるのか
大阪医科薬科大学   健康科学クリニック
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久 　内藤　美希 　松岡　理沙 　萩原　暢子 
　福田　　彰 　藤原　祥子
　

【目的】現在の対策型乳がん検診では40歳以上はマンモグラフィ
（MMG）検査であるが、大規模調査「J―START」で、超音波検査
との併用の場合MMG単独検査に比較し乳がん発見率が1.5倍になった
と報告されている。このことからMMG検査カテゴリー 1 の進行乳が
んの存在が推測される。そこで、当施設開設以来のMMG検査カテゴ
リー 1 の乳がんについてその発見にいたる過程を検討した。【対象と
方法】当院の過去11年間（2010～2020年度）のがん検診における257
例の乳がんのうちMMG検査でカテゴリー 1 と診断された17例を対象
とした。これらに関して乳がんが判明した経過について検討した。市
民検診および職域健診では2017年度から、人間ドックでは2019年度か
ら原則乳房視触診廃止のため腫瘤触知の有無に関しては二次検診時の
乳腺専門医の診察所見を参考にした。【成績】17例の乳がん中、精査
判定は15例であった。MMG・超音波検査併用検診（以下MMG/US併
用検診）は12例で、全例に超音波検査で精査判定となる所見が存在し
た。MMG/US併用検診でなかった 5 例中 3 例は触診で精査と判定し、
触知乳がんであった。触診の実施がなかった 2 例は検診時「しこり」
の自覚があり、後日乳腺外科にていずれも触知乳がんと診断された。
臨床進行期分類が確認できた12例中、MMG/US併用検診の33.3％

（4/12）がDCIS、I期が41.6％（5/12）であったが、MMG単独検診の
2 例はいずれもII期であった。結論】MMG検査カテゴリー 1 の乳が
んの 7 割はMMG/US併用検診であり、超音波検査において要精査所
見が存在し、進行期分類はDCISもしくはI期であった。このことから
MMG検査カテゴリー 1 であってもMMG/US併用検診であれば例外な
く精査と判定でき、しかも早期段階での治療開始の可能性が期待でき
ると思われた。
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A-14-10
乳がん検診経年受診者へのUS併用検診推奨の有用性2
亀田総合病院附属幕張クリニック
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子 　原　　博子 　山本　莉奈 　那須　智子 
　田辺　真莉 　宮崎　夏乃 　市川　麻奈 　片山　信仁 
　和田　亮一 　光島　　徹
　

【背景・目的】昨年の第61回日本人間ドック学会学術大会にて、当院
の任意型乳がん検診経年受診者へUS検査を上乗せする有用性につい
て報告をした。今回、経年の定義を過去 3 年以内に 2 回以上受診とし、
より単一モダリティを長く続けている方を対象としてUS併用検診（以
下併用検診）の有用性を検討し、重要性を考察する。

【方法】過去 3 年以内に 2 回以上受診している経年受診者、延べ
26,718名のうち過去 2 回はUSかMGどちらか一方のみを続けて単独受
診した延べ6,059名から、対象年の受診は併用検診もしくは過去とは
違うモダリティを受けた延べ1,646名において発見された乳がんの特
徴を調べ、併用検診の有用性を検討した。

【結果】過去 3 年以内に 2 回以上MG単独検診のみを受診し、今回併
用検診（US上乗せ）、もしくはUS単独検診（US乗り換え）を受けた
延べ956名から発見された乳がんは 6 名であった。そのうち 1 名は他
院紹介となり、MG画像を確認できなかったため検討の対象から除外
した。 5 名中 2 名はMGでは検出されず、US上乗せ・乗り換え効果が
確認できた症例であり、いずれも乳房構成は不均一高濃度、US所見
は腫瘤性病変であった。また、そのうち 1 名はstage2Aであった。一
方MG上乗せ・乗り換えをした延べ690名から発見された乳がんは 4
名であった。そのうち 2 名でMG上乗せ・乗り換え効果が確認でき、
いずれも石灰化症例、stage0で乳房構成は乳腺散在と不均一高濃度が
1 名ずつであった。

【考察】MG単独検診を続ける方のUS上乗せ・乗り換え効果が 5 名中
2 名（うち 1 名は非早期がん）に認められ、US単独検診を続ける受
診者へのMG上乗せ・乗り換え効果が 4 名中 2 名に認められたことよ
り、併用検診を推奨することの重要性が示唆された。今後、経年受診
者に対し積極的にUS併用検診を推奨すべきと考えた。

A-14-09
超音波検査による繰り返し受診発見乳癌の検討
1 特定医療法人財団   博愛会   人間ドックセンターウェルネス      
2 特定医療法人財団   博愛会   ウェルネス天神クリニック      
3 特定医療法人財団   博愛会
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紗1 　吉村　理江1 　森　　寿治2 　長野　由美1 
　亀井　晶子1 　都田　三智1 　伊田　憂香1 　久保　彩香1 
　橋本　俊彦1,2 　那須　　繁1,3

　
【背景・目的】対策型乳癌検診では隔年受診が推奨されているが，検
診後 1 年で発見される乳癌も経験する．今回，超音波検査（以下US）
による繰り返し受診の有用性と受診間隔について検討した．

【対象・方法】2014年 4 月から2020年 3 月までにUSによる乳がん検診
（US単独17,010名・マンモグラフィ併用24,713名）を施行した41,723名
のうち，当施設でUS検診繰り返し受診発見癌（前回要精密検査症例
を除く）について，受診間隔，病期（ 0 / I / II ）等について検討した．
受診間隔は，癌発見年度と前回受診年度の間隔を 1 年， 2 年， 3 年以
上とした．

【結果】検診成績は要精査率2.49％（1,037例），精検受診率92.0%，癌
発見率0.29％（120例），陽性反応的中率11.6％であった．繰り返し受
診発見癌は83例（69.2％；新出病変63例，前回精査不要としたもの20例）
であり，その病期は 0 期14例（16.9％）I期60例（72.3％）II期（IIA・
IIB） 9 例（10.8％）であった．受診間隔ごとの発見数と病期（ 0 / I 
/ II ） は， 1 年 が50例（ 60.2 ％：11 / 36 / 4 ）， 2 年 が15例（ 
18.1％：1 / 12 / 2 ）， 3 年以上が18例（ 21.7％：3 / 12 / 3 ）であった．

【考察とまとめ】発見癌の約 9 割は早期癌であり，超音波検診の繰り
返し受診は早期癌の発見に有用と考えられた．一方，II期 9 例中 4 例
が受診間隔 1 年で発見されていたことを踏まえ，少なくとも任意型検
診では逐年での超音波検査勧奨が望ましいと思われた．

A-14-08
マンモグラフィ検査中の迷走神経反射による受診者の転倒
事例からの対策
1 医療法人社団   相和会   横浜ソーワクリニック 横浜総合健診センター   医
療技術部放射線科      2 医療法人社団   相和会   横浜ソーワクリニック 横浜
総合健診センター   診療部
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忠1 　高橋　直樹2 　丸井　　悠1 　大工原佑美1 
　木闇　　茜1

　
【背景・目的】当センターにおける年間のマンモグラフィ検査件数は、
約4,000件にのぼる。受信者が痛みや不安を起こしやすい検査である
ため、検査担当者の撮影技術、受診者対応スキルに関しては、高い精
度を保つことを実践してきた。今回、マンモグラフィ検査中に受診者
が迷走神経反射による転倒事例から、受診者のマンモグラフィ検査中
における安全性を担保することを再考する。【方法】検査中の迷走神
経反射による転倒対策において、受診者を倒させない施策と倒れた場
合の対策が必要である。今回は、後者の対策については、検査室内の
床材、壁材の見直しを行った。【結果】受診者が転倒した場合、床、
壁は柔らかければ柔らかいほど安全性が保たれる。しかし、床と受診
者の関係性を考えると、衝撃吸収、立位安定性、すべり評価をバラン
スよくしなければ、精度の高い検査はできない。感染症対策、耐摩耗
性も考慮し床と壁に衝撃吸収シートを設置した。【考察】迷走神経反
射を起こさせないとする予防安全（アクティブセーフティ）に注力し
てきたが、万一事故が発生した場合に受診者の被害を最小限にする

（パッシブセーフティ）という考えが少なかった。当センターでは、
胃X線検査を年間 1 万 8 千名ほど実施しており、マンモグラフィ検査
以上に受診者が転倒等を起こした場合、受けるリスクが大きいことか
ら、同じような対策が必要ではないかと考えた。

A-14-07
MMG単独検診からUS併用検診への推奨により乳がんと
診断された症例と併用検診推奨の取り組み
1 医療法人   財団   康生会   山科武田ラクトクリニック      
2 医療法人   財団   康生会   武田病院      3 武田病院グループ

○木
き む ら

村　礼
れ い こ

子1 　谷岡　延光1 　下田　瑞恵1 　蓑毛　佳代1 
　中村　保幸1 　松谷　崇弘2 　武田　隆司3 　武田　道子3 
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【背景】当施設の乳がん検診はMMG・US単独、併用の検診を行って
いるが、MMG単独での受診者が多くを占めていた。2020年度より当
施設のUS検査可能枠が増えた事もあり併用受診のお勧めがしやすく
なった。これを機にMMG検査後にUS併用当日追加を推奨する活動を
開始し、US検査追加により乳がんと診断され早期治療へと繋がった
症例の報告と、この症例を機にMMGからUS検査併用推奨の流れを施
設内で見直し改善した事を報告する。【経緯】以前から高濃度乳腺や
US受診歴の無い方にMMG検査後に併用受診推奨の活動を行ってき
た。昨年度からUS併用当日追加受診のお勧めをしていたところ、当
施設での検診は初MMG単独受診者で検診受診の少し前から自覚症状
があり撮影時に触れたしこり感から乳がんを疑う受診者と遭遇した。
MMGでは構築の乱れはあるものの、明らかな異常所見は得られな
かった。かつ高濃度乳腺で左右の乳腺陰影差の違和感よりUS検査を
お勧め、当日追加検査となり、明らかな腫瘤影所見が得られた。これ
により速やかに併設の乳腺外来への受診勧奨ができ早期治療へと繋
がった。これを機にMMG担当者（放射線科）よりUS担当者（検査科）
へ検査前に情報交換できる共有画面を作成し運用へと繋げた。【結果】
今回MMGで明らかに乳がんを指摘できない高濃度乳腺のUS併用検査
の重要性を改めて確認できた。US担当者へ当日検査追加理由として
高濃度乳腺によるスクリーニング検査か有所見を疑いMMG担当者に
よるコメントや所見を検査前に確認してもらえる体制となった事は有
意義であった。【まとめ】今回の体制での運用開始からは活動期間が
短いため併用受診率は大きく増加していないが、今後も推奨方法の改
善や迅速な情報共有で乳がんの早期発見・治療へと繋げて行きたい。
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A-14-14
健全な乳がん検診の障害となる要因の検討
黒沢病院附属ヘルスパーククリニック   高崎健康管理センター
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【背景・目的】急増する乳癌に対して、任意型乳がん検診の果たす役
割りは大きい。対策型乳がん検診の受診率は30数%と低いため、必然
的に任意型検診に期待が寄せられている。職域検診はがん検診受診者
の40～70%が利用しているが、精度管理は必ずしも良好とはいえない。
その理由のひとつに、個人の意向に起因するbiasがある。この点で、
人間ドックの利点である顧客サービスは、エビデンス重視とは常に合
致するものではなく、時に健全な検診の障害にもなりうる。当院では、
今年度から「職域におけるがん検診に関するマニュアル」に準拠した
方法を取り入れた。今回、健全な乳がん検診の障害となった過去の具
体的事例を掲げながら、今後の方向性について検討したので報告する。

【過去のネガティブ事例】1）MGのNGケース（ICD挿入、CVポート
留置）、2）MGの不適例（癌治療中）、3）授乳中の対応、4）豊胸術後、
5）乳癌術後患者に対する対応（診療と検診の混合）など。【今後のス
タイル】1）プロセス指標の分析を行い、次年度につなげる努力をし、
精度管理を向上させる。2）「ブレスト・アウェアネス」を積極的に導
入推進することにより、正しい知識を提供し、意識向上に努めている。
人間ドックは、このような啓蒙活動に絶好の場であると考える。単な
る検査機関ではなく、十分な説明も含めた重みのある人間ドック検査
を行うことを目標としている。【考察】受診者の検診に対する認識の
温度差はさることながら、企業側、施設側・施設間での温度差も存在
する。これらをどう埋めるかが健全な検診遂行の大きな鍵となる。
ALL OKではなく、適・不適、可・不可の線引きを明確にする必要も
ある。「ブレスト・アウェアネス」の推進には、認識の共有、役割に
応じた仕事を遂行するなどチーム連携が欠かせない。対策型検診にい
かに近づけられるかが、今後の課題である。

A-14-13
当センターにおける乳がん検診の現状
1 医療法人財団   康生会   武田病院健診センター      2 武田病院グループ
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【目的】乳腺超音波検査（以下US）とマンモグラフィ検査（以下
MMG）併用検診について現状を分析し、有用性と課題について検討
する。【対象】2019年度に当センターを受診した乳がん検診の受診者
8,358名（平均年齢48.2±11.6歳）（US：4,142名・平均年齢43.7±12.0歳、
MMG：5,491名・平均年齢51.7±9.6歳）を対象とした。【方法】USと
MMGそれぞれの検査について、併用受診と単項目受診の精査率、精
査結果を比較した。【結果】USとMMG併用受診者は 1,275名 （平均年
齢48.5±10.1歳）であった。US単項目の受診者は 2,867名（平均年齢
41.6±12.2 歳）、MMG単項目の受診者は 4,216名（平均年齢52.6±9.2歳）
であった。US精査率（人数）は、併用受診で5.4％（69名）、単項目受
診で5.4％（154名）となり、精査率に差は無かった。MMG精査率（人
数）は、併用受診で4.0％（51名）、単項目受診で4.6％（195名）となり、
併用での精査率が低かった。US：D判定における精密検査受診率（人
数 ） は 併 用 受 診 で47.8％（33名 ）、 単 項 目 受 診 で47.4％（73名 ）、
MMG：D判定における精密検査受診率（人数）は併用受診で37.3％（19
名）、単項目受診で34.9％（68名）であった。US陽性反応的中度は、
併用受診で0.08％（1例）、単項目受診例で0.11％（3例）であった。
MMG陽性反応的中度は、併用受診で0.08％（1例）、単項目受診例で
0.17％（7例）であった。【考察】MMGでは併用受診者の精査率は抑
えられており、併用受診の効果と思われた。US精査率は併用受診と
単項目受診間では差がなかった。US時にMMG前回所見を確認してい
るが、当日のMMG画像の確認はできておらず、運用の改善と技師の
スキルアップの必要性が示唆された。陽性反応的中度はいずれも単項
目のほうが高かった。精査受診率は積極的な受診勧奨で増加しつつあ
るが、更に精検率をあげて再分析していきたい。

A-14-12
人間ドックで発見された乳腺Neuroendocrine�DCISの1例
1 日本歯科大学附属病院   乳腺内分泌外科      
2 医療法人社団   藤崎病院   外科      3 医療法人山柳会   塩味病院   内科      
4 川口パークタワークリニック

○鈴
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木　周
しゅうへい

平1,2 　櫻井　健一1,2,3,4 
　平野　智寛1,3,4 　安達　慶太1,3,4 　窪田　仁美1,2,4 　藤崎　　滋2 
　塩味　正雄4 　池田　　緑4 　竹元　豊志4 　辻　　泰喜4

　
【はじめに】乳腺原発のNeuroendocrine tumor（NET）は稀であり、
その多くが浸潤癌として発見される．今回、われわれは乳頭血性分泌
を人間ドックで発見されたNeuroendocrine ductal carcinoma in situ 

（DCIS）の 1 例を経験したので報告する．。 【症例】症例は63歳、女性。
人間ドックの視触診で乳頭血性分泌を指摘されて 2 次検診に来院し
た。来院時の理学所見では腫瘤は触知せず、左乳頭から単孔性の血性
分泌を認めた。分泌のpress pointはA領域であった．分泌液の潜血反
応は陽性であったが、細胞診はClass IIIaであり、分泌液中のCEAは
400ng/ml以下であった。　マンモグラフィ検査では明らかな異常所
見は認めなかった。造影MRI検査では左A領域に 8 mmの造影効果の
ある結節を認めた。超音波検査では左A領域に直径 8 mmの低echo腫
瘤を認めた．その他に乳管の拡張所見などは確認できなかった。ドプ
ラーエコー検査では同部に豊富な血流信号を認めた。乳管内視鏡検査
では病変部まで内視鏡を進めることが困難であった。　同部位に対し
て吸引式針生検を施行したところ、Neuroendocrine DCISの診断で
あった。全身検索の結果、明らかな他臓器転移は認めなかった．胸筋
温存乳房切除術+センチネルリンパ節生検術を施行した。病理組織学
的検索ではNeuroendocrine DCIS、切除断端陰性、センチネルリンパ
節転移陰性（0/1）、ER陽性、PgR陽性、HER-2 Score 0の診断であっ
た．病変部は腫瘤性病変として術前に同定されていたA領域の他に、
B領域にまで広がりを認めた．術後経過は良好であり、第 8 病日に退
院した。術後 9 年目の現在、Tamoxifenの投与のみで経過をみている
が、明らかな転移・再発を認めていない。【結語】乳腺原発神経内分
泌癌は極めて稀であり、形態がDCISの場合、症状がなければ画像診
断のみで診断することは困難である。再発・転移を認める報告もある
ことから、悪性度が高い場合には積極的に補助療法を行っていくべき
だと示唆された。

A-14-11
乳癌症例から見た乳房構成が検診精度に与える影響について
1 医療法人   大宮シティクリニック   放射線部      
2 医療法人   大宮シティクリニック   医局      
3 埼玉医科大学病院   予防医学センター      
4 公立阿伎留医療センター   呼吸器外科

○山
やまぐち

口ひとみ1 　堀越　隆之1 　中澤　浩子1 　清水　正雄3 
　三浦　弘之4 　君塚　孝雄2 　中川　　良2 　中川　一美2 
　中川　高志2

　
【背景・目的】昨年の学術大会において、高濃度乳房が乳癌検診の精
度に与える影響について報告した。マンモグラフィ検査（MG）・乳
房超音波検査（US）併用検診ではがん発見率が向上すると言われて
いるが、乳房構成が影響するのか明らかではない。今回は乳房構成が
検診精度に与える影響について、乳癌症例から検討した。【対象】
2010年 1 月～2020年12月までに乳癌検診を受検した177,747名中、乳
癌の確定診断を得たのは333名であった。そのうち検診時もしくは再
検査時に当院でMGとUS両方を受検した279名（平均年齢50.2歳）。【方
法】検診マンモグラフィ認定技師（A認定） 3 名でマンモグラフィを
見直し、乳房構成を 4 分類（極めて高濃度・不均一高濃度・乳腺散在・
脂肪性）し、乳房構成別にMG・US所見を分析した。【結果】乳癌の
確定診断を得た333名の検診方法はMG単独検診153名、US単独検診
125名、MG・US併用検診55名、がん発見率は順に0.19％、0.16％、0.29％
であった。再検査を含めてMGとUSを受検した乳癌症例279名の乳房
構成を 4 分類した結果、極めて高濃度6.1％、不均一高濃度53.4％、乳
腺散在37.6％、脂肪性2.9％で、高濃度乳房は59.5％、平均年齢は順に
43.2歳、48.4歳、53.2歳、60.6歳であった。所見別の割合はMG所見あり・
US所見なし3.6％、MG所見なし・US所見あり14.7％、MG・US所見
あり81.7％であった。MG所見なし・US所見ありの乳房構成は、極め
て高濃度7.3％、不均一高濃度78.1％、乳腺散在14.6％、脂肪性 0 ％で、
高濃度乳房は85.3％であった。MG・US所見ありの乳房構成は、極め
て高濃度6.1％、不均一高濃度47.8％、乳腺散在43.0％、脂肪性3.1％で
あった。MG所見あり・US所見なしでは不均一高濃度で 8 例、MG所
見は石灰化 6 例であった。【考察】高濃度乳房ではMGで描出されに
くい所見の存在が示唆され、MG単独検診では乳癌の診断は困難と考
えられる。そのため、検診時からのMG・US併用検診が乳癌の発見に
有用であると考える。
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A-17-01
人間ドックにて軽微な血液検査の異常から精査・診断に
至った急性骨髄性白血病の一症例
1 JA北海道厚生連   札幌厚生病院   臨床検査技術科      
2 JA北海道厚生連   札幌厚生病院   健診センター      
3 JA北海道厚生連   札幌厚生病院   血液内科      
4 JA北海道厚生連   札幌厚生病院   健康管理科
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幸1 　富樫　智裕1 　大橋　昂平1 　塩崎　正樹1 
　太田　真理2 　山田　明美2 　井端　　淳3 　高畑むつみ3 
　岩崎　　博3 　赤池　　淳4

　
【緒言】人間ドックを含む健診の血液検査は血算値のみの依頼が多く
白血球分画まで依頼される例は少ない．当科では部門内システムを利
用し，血算値が人間ドック学会基準値外の検体に白血球分画を追加検
査する工程を組んでいる．今回，血算値の軽微な異常から精査・診断
に至った急性骨髄性白血病（AML）の一例について報告する．【症例
および現病歴】症例は50歳代女性，X年 4 月当院人間ドックを受診し
た．血液検査ではWBC1,500/μL，RBC325×10 4 /μL，Hb11.2g/dL，
Ht31.6％，PLT10.2×10 4 /μL と軽度の汎血球減少を認めた．白血球
分画を追加検査したところ少数の異常（芽球様）細胞を認めたため担
当保健師・健康管理科医師へ報告し，当日血液内科へ紹介受診となっ
た．尚，本人に自覚症状，血液疾患の既往歴はなく，画像を含むその
他の検査に異常はみられなかった．【検査所見および経過】血液内科
にて骨髄穿刺・生検を行った．骨髄は軽度過形成．分化した骨髄球系
細胞，赤芽球系細胞，巨核球が保たれた中に異型を伴う芽球（腫瘍細
胞 ） が 増 生 し て い た．FCMで はCD13+，CD33+，CD34 ‐ ，
CD117+，HLA-DR+，MPO+，となりAML-M2相当であった．後日，
遺伝子検査にてFLT3-ITD変異が陽性と判明した．DNR+Ara-Cによ
る寛解導入療法後，移植調整のためX年 8 月転院となった．【考察】
本症例は，白血球分画を追加し異常所見を報告したことにより速やか
に紹介・精査へと至った例である．骨髄では造血が保たれた中に芽球
が増生しており，自覚症状や他の検査に異常がないことから早期に診
断に至ったことが推察される．【結語】血算値に異常がある検体に白
血球分画を追加検査することは，健診における血液疾患の検出に有用
であると考えられる．

A-15-02
当センターにおける子宮頸がん検診へのHPV検査導入後
の成果と課題
鈴鹿回生病院   健康管理センター
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佳 　南　　　結 　西川　恭弘 　谷口　晴記 
　中村　光治 　田中　　公
　

【目的】子宮頸がんの多くはハイリスクHPVの持続感染が原因で発症
し、近年罹患率、死亡率共に若年層で増加傾向にある。今回我々は、
子宮頸がん検診にHPV検査をオプション導入後の成果と課題につい
て検討した。【対象】当院では2019年 7 月 1 日から子宮頸がん検診に
HPV検査をオプション導入開始した。HPV検査は16型、18型、その
他の高リスク型で分類し、細胞診結果と併せて判定している。2019年
7 月 1 日から2021年 1 月31日までの子宮頸がん検診受検者4316名（平
均年齢50.1歳）を対象に、HPV検査の受診率、結果、転帰について細
胞診結果と併せて検討した。【結果】子宮頸がん検診受検者4316名中
21.4%に当たる914名（平均年齢51.7歳）がHPV検査を施行した。HPV
陽性者はHPV検査施行者中4.0％に当たる37名（平均年齢43.3歳）で、
内訳は16型 2 例、18型 2 例、その他の高リスクHPV型35例であった。
細胞診は16型、18型陽性者は全員NILM判定で、その他の高リスク
HPV陽性者からASC-US、HSILが 1 例ずつ認められた。また、HPV
陰性者で 1 例がLSILと判定された。【考察】今回、発がん性が高い
16、18型よりもその他の高リスク型の陽性者において細胞診でASC-
US、HSILの判定が出ていることから、16、18型以外の陽性者も慎重
なフォローが必要である。今回の検討ではHPV検査受診者の平均年
齢は51.7歳であり、子宮頸癌の好発年齢よりやや高齢層が多い。より
効果的な検診を目指すために今後はより若年層の女性に対しても積極
的に子宮頸がん検診・HPV検査の啓発を行う必要がある。【結語】子
宮頸がん細胞診・HPV検査併用法は浸潤がん罹患率減少のエビデン
スがあるとされているが、それはHPV陽性者に対する長期の管理体
制が構築されていることが前提であり、16、18型以外の型でも慎重な
経過観察が必要である。更に、推奨される検診対象年代のなかでも
30~40代に対しても受診を促すことが望ましい。

A-15-01
昨年度に経験した子宮頸がん検診を契機に発見された興味
深い卵巣腫瘍3症例についての小考察
1 倉敷成人病健診センター   産婦人科      2 倉敷成人病センター   病理診断科      
3 倉敷成人病センター   産婦人科

○植
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としひろ

弘1 　大森　昌子2 　安藤　正明3

　
（緒言）当科では、年間延べ約15,000人が子宮頸癌検診を受診し、ほ
ぼ全例に経腟超音波検査（VS）を併用している。卵巣腫瘍の頻度は、
女性の全生涯で 5 ～ 7 ％とされ、特に卵巣がんは近年増加傾向にある。
本邦では卵巣がんに毎年8000人以上が罹患し、年間約4500人が亡くな
られている。同死亡率は昭和50年には人口10万対2.7であったが、平
成17には6.9と急増している。今回我々は、昨年度に経験した子宮が
ん検診を契機に発見された卵巣腫瘍の中で興味深い 3 例を経験したの
で、若干の知見を加えて報告する。（症例1）44歳、G2P0、月経整。
主訴はなし。子宮頸がん検診時のVSでは子宮筋腫のみの所見であっ
たが、腹部超音波にて約 5 cm径の右卵巣成熟奇形腫疑いの指摘があ
り、 2 次施設に紹介した。 2 次施設には検診15か月前に左下腹部痛に
て初診し、その後 3 回の受診では同病変の同定はされず、検診 8 か月
前に実施されたMRIにて同病変を認めていた。現在経過観察中である。

（症例2）59歳、G0、50歳閉経。主訴はなし。内診にて左付属器腫瘤
触知し、VSにて 6 cm大のsolid and cystic echoを認め、明細胞腺がん、
または類内膜癌等も疑い直ちに 2 次施設へ紹介した。MRI、術後病理
検査にて左卵巣成熟奇形腫、術後経過良好である。（症例3）70歳、
G2P2、54歳閉経。主訴はなし。内診にて子宮腫大、左付属器腫瘤触
知し、VSにて筋腫および 8 cm大のsolid and cystic echoを認め、直ち
に 2 次施設へ紹介した。左卵巣明細胞腺癌1c期、現在術後化学療法中
である。（結語）症例 1 ではVSには必ず死角が存在することを痛感し
た。過去10年に確認できた同様の症例は 1 例で、 6 cm径左卵巣成熟
奇形腫で腹壁に近い部位にあったが、検診時は上部消化管検査後で
あった。症例 2 ， 3 については卵巣疾患の量的診断はともかく、質的
診断の難しさを改めて痛感した。今後カラードップラーの併用なども
考慮し簡便且つ非侵襲的方法での診断精度を高めたい。

A-14-15
当院健診センターにおける乳がん検診の現状と超音波併用
乳がん検診の有用性について
函館五稜郭病院   健康管理センター
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紀 　柴田　真紀 　熊谷麻規子 　山崎　智佳 
　佐々木加奈子 　畑沢めぐみ 　庄田穂乃香 　斉藤　　司 
　米澤　仁志 　川岸　涼子
　

【背景】
マンモグラフィ（MMG）は、乳がん死亡率減少効果ある検査法とし
て確立している。乳房超音波検査（US）は、日本人、特に若年層に
多いとされる高濃度乳腺に対し、小さな病変の検出に優れ、放射線被
曝や痛みが少なく受診者の負担が少ない特徴がある。当センターでは
MMG単独、MMGとUSの併用検診（併用検診）を提供し、その実施
件数は増加傾向にある。また、がん診療連携拠点病院併設型の健診部
門で、専門職による定期的な検討会を実施し、精度管理を高める取り
組みを行っている。今回、2015～2019年度の乳がん検診受診状況と乳
がん発見率の推移から、併用検診の有用性について検証する。

【対象】
2015～2019年度の乳がん検診受診者21,770人のうち、がんが発見され
た96人

【方法】
2015～2019年度の乳がん検診におけるがん発見率の推移とがん発見契
機の分析

【結果】
乳がん発見率（検診者数）は、2015年度0.38％（4,212人）、2016年度0.39％

（4,423人 ）、2017年 度0.27％（4,404人 ）、2018年 度0.54％（4,491人 ）、
2019年度0.64％（4,240人）と一過性の低下はあるが上昇傾向となって
いる。乳がん発見数（うち併用検診USで要精査となった割合）は、
2015年16人（0％）、2016年17人（0％）、2017年12人（8.3％）、2018年
24人（29.2％）、2019年27人（18.5％）であった。

【考察】
乳がん発見率は上昇が見られた。これは検診受診枠を増やしたことが
より多くの人に検診の機会を与え、がん発見につながったと考える。
併用検診のUSでは、MMGで検出されにくいタイプのがんや小さなが
んの発見契機につながったと考える。さらに二重読影・比較読影、専
門職の検診結果検証により、必要時に電話で直接受診勧奨したことが、
精度管理を確実にし、乳がん発見率の向上につながった。今後は併用
検診の受診枠の増加と、限られた検診受診枠に対する効果的なアプ
ローチ方法について検討していく。
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A-18-01
高速液体クロマトグラフィー（HPLC法）とラテックス凝集
法（LA法）でHbA1c値に乖離が生じた症例の検討
1 岡山赤十字病院   健康管理センター      2 岡山赤十字病院   検査部      
3 岡山赤十字病院   総合内科      4 岡山赤十字病院   糖尿病・内分泌内科
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子1,3 　松本　明美2 　藤原　隆行3 　渡辺　恭子4 
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【はじめに】HbA1cは糖尿病の日常診療において広く使われている検
査である。高速液体クロマトグラフィー（high performance liquid 
chromatography；HPLC）は精度よくHbA1cを測定できることから、
病院などの検査部で広く使われているが、臨床検査センター等で大量
の検体を一括測定するような目的には適しておらず、多検体処理を目
的に免疫法（ラテックス凝集免疫比濁法、以下LA法）や酵素法が開
発されている。今回、当施設で2019年度人間ドック受診された方のう
ちHPLC法で異常ヘモグロビン分画を認めたため、LA法にてHbA1c
再検を行った 3 名について考察した。【症例 1 】70歳男性。近医で糖
尿病加療中。2015年人間ドック受診時にHPLC法にてHbA1c測定不可
にてLA法にて再検。LA法でHbA1c6.1％と判定。以降毎年、ドック
受診時にHPLC法と同時にLA法での測定を追加しており、2020年の
HbA1cの値はHPLC法で7.8％、LA法で6.1％であった。【症例 2 】79
歳男性。2020年当センターで測定したHbA1c（HPLC法）にて異常
Hb分画認めたためLA法にて再検。HPLC法3.5％、LA法にて3.8％と
同様に低値であった。【症例 3 】57歳男性。2020年ドック受診時の
HbA1c（HPLC法）にて異常Hb分画認め、LA法にて再検。HbA1cは
HPLC法にて3.6％、LA法にて5.5％であった。【考察】2019年度に当院
で健康診断受診された7215名のうちHPLC法で異常ヘモグロビン検出
されLA法で再検した方は 3 名であった。ヘモグロビン異常症の患者
では、異常アミノ酸の部位によって測定法によるHbA1c値の違いが
生じる。本邦の糖尿病診断基準は、HbA1cとともに血糖値を必ず確
認するように求めている。異常Hbが疑われた場合、糖尿病の評価の
際には、HbA1c以外の糖尿病指標である血糖値やGA等から判断する
ことが必要だと考えられた。

A-17-04
血球系検査項目の基準範囲検討
一般財団法人   日本健康管理協会   新宿健診プラザ

○藤
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沼　弘
ひろむね

宗 　北尾　幸男 　八木　通浩 　三枝　昭裕
　

【はじめに】日本における臨床検査値の基準範囲には、日本人間ドッ
ク学会基本臨床検査の基準範囲や、日本臨床検査標準協議会が提唱し
ている共用基準範囲などがある。臨床検査値の中でも血球系検査項目
は装置の校正手法や測定原理の違いによる測定値、および基準範囲へ
の影響が大きいとされている。今回我々は、血球系検査項目の基準範
囲の検討を実施したので報告する。【方法】対象試料は、2019年に921
検体、2020年に1,194検体の当施設および日本光電工（株）従業員の
健康診断時の残余血液（EDTA-2K加静脈血）を用いた。測定は、当
施設で使用しているSysmex社製XT-4000iと日本光電工業（株）の血
球計数装置で2019年はCelltac G（CBC+5DIFF 全24項目）、2020年は
Celltac Es（CBC+5DIFF 全23項目）とCelltac α＋（CBC+3DIFF+ESR 
全21項目）の計 4 台で実施し、機器ごとの血球系検査項目の基準範囲
を算出し比較を行った。基準範囲検討の手法はCLSI規格（EP28-A3c）
を採用、検査結果への影響要因を除外し、基準個体の選別を行った。
選別後、統計解析ソフト（Analyze-it MethodValidation［V4.65.3］）
にて各測定項目の基準範囲を算出した。【結果】解析に使用したデー
タ数は、総検査数が2019年：921検体（男性753名、女性168名）、2020
年：1,194検体（男性860名、女性334名）となり、CLSI規格除外該当
群を除外した基準個体選別群数は2019年：629検体、2020年：862検体
であった。全検査群と基準個体選別群とで各々基準範囲（範囲幅
95％）を作成したが、その差は概ね 5 ％以内に収まっており、大きな
差異はなかった。 3 機種の各項目の基準範囲は概ね同等で機種間差は
なく、当施設XT-4000iとの比較においても同等でありメーカー間差は
なかった。【結論】Celltac G、Celltac Es、Celltac α＋、XT-4000iの
血球系検査項目の基準範囲は、日本人間ドック学会基本臨床検査の基
準範囲、および共用基準範囲と概ね同等であった。

A-17-03
肥満と喫煙が血球に及ぼす影響の検討
富山県厚生連高岡健康管理センター

○亀
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夫
　

「目的」肥満、喫煙、飲酒が血球に及ぼす影響度合いを検討した。「方
法」2019年度に高岡健康管理センターで健診を受け、妊娠者を除外し
た男性3,970名、女性3,722名を対象とした。WBC,Hb、MCVに関して、
性別、年齢、BMI、喫煙本数、アルコール量、CRP値について重回帰
分析を行った。「結果」白血球数の回帰式は、WBC＝87.3×（喫煙本
数／日）―13.6×アルコール量（g/日）＋63.1×BMI＋564.7×CRP―
94.9×性別（男 0 、女1）－3.9×年齢＋3860であった（修正R二乗0.411、
p値＜0.001）。標準偏回帰係数は喫煙0.492（p＜0.001）、CRP0.117（p
＜0.001），アルコール量－0.182（p＜0.001）、BMI0.1544（p＜0.001）
と喫煙の影響が最も大きかった。Hbは、Hb=－1.59×性別（男 0 、女
1）＋0.07×BMI＋0.01×（喫煙本数／日）―0.01×年齢―0.13×CRP
＋13.5であった（修正R二乗0.394、p値＜0.001）。標準偏回帰係数は性
別―0.546（p＜0.001）と最も影響が大きかったが、BMI0.172（p＜0.001）、
喫煙0.064（p＜0.001）と喫煙よりBMIの影響が大きかった。MCVは、
MCV=0.11×年齢―1.79×性別（男 0 、女1）―0.18×BMI＋0.04×（喫
煙本数／日）＋89.2であった（修正R二乗0.129、p値＜0.001）。BMIの
標準偏回帰係数は－0.129（p＜0.001）と喫煙0.03（喫煙本数／日）（p
＜0.001）より影響が大であった。「結論」1. WBC、Hbは、BMIと有
意な正相関が認められた。2.喫煙もWBC、Hbと正の相関を認めた。3. 
WBCは喫煙の影響が、Hbは肥満の影響が大きいと考えられた。4.
CRPはWBCとは正の相関を、Hbとは負の相関を認めた。5. MCVは
BMIと弱い負の相関が喫煙とは正相関が認められたが飲酒量とは相関
を認めなかった。

A-17-02
単施設におけるサラセミア疑い症例の発生頻度推定
1 早期胃癌検診協会   附属茅場町クリニック   診療科      
2 早期胃癌検診協会   検診事業部      
3 早期胃癌検診協会   附属茅場町クリニック   看護科
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【はじめに】健診において貧血は高い頻度で遭遇する。サラセミアは
ヘモグロビン遺伝子変異による疾患で小球性低色素性貧血を呈し、鉄
欠乏性貧血に酷似する常染色体優性遺伝特性を示す。日本国内の出現
頻度は0.1%程度と報告されており、決して稀な疾患ではない。確定は
遺伝子診断によるが、簡易的なスクリーニング方法として知られる
Mentzer Index（MCV÷RBC：サラセミア指数）＜13は、サラセミ
アの疑いが高い（感度70.4％、特異度95％）。今回当施設における過
去のデータを用いてサラセミア疑い症例の出現頻度を推計した。【方
法】20219年-2020年の 2 年間に当協会の健診で血算検査を行った
27,079件（男性19,343件、女性7,736件）について、Mentzer Index13
未満の症例をサラセミア疑いとして解析した。【結果】全体で30件21
名（男性22件14名、女性 8 件 7 名）がMentzer Index13未満を呈した。
出現頻度は男女ともに0.1％であり過去の報告と同等の頻度であった。
今回解析した22名全員がMCV85以下を呈し、女性は皆MCV70以下で
あった。赤血球数は470万～690万個/μLであった。【考察】サラセミ
アは以下二点が臨床的問題となる。1） 鉄欠乏性貧血と誤診され、不
要な鉄剤を投与される可能性がある事　2） ヘモグロビン構造異常の
ため、HbA1c（HPLC法）を糖代謝異常の指標として利用しにくい事、
である。自施設の健診においてHbA1cの測定方法が酵素法ならば良
いが、HPLC法では偽性低値を示す。さらに、鉄欠乏性貧血とサラセ
ミア疑い合併例も存在するため貧血治療の指標としてヘモグロビン値
のみを評価することは不適切である。今後も症例の検討を重ね、受診
者の不利益の無いように判定にあたりたい。
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A-19-03
3食以外の食事摂取習慣や朝食を抜く習慣はHDL-Cの値と
関与する
公益財団法人   日本生命済生会   日本生命病院   ニッセイ予防医学センター
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　笠山　宗正 　栗波　仁美
　

【背景】低HDL-C血症は心血管疾患のリスク因子であることが知られ
ており、肥満、喫煙、運動不足などが低HDL-C血症と関連すること
は知られているが、食習慣とHDL-C値の関連は十分に知られていない。

【目的】食事に関する習慣がHDL-Cの値に関与するかどうかを検討し
た。

【方法】2019年 4 月 1 日から2020年 3 月31日までに当院で人間ドック
を受診した14842名のうち、脂質異常症治療薬内服者1814名および妊
娠中58名を除外した12970名を対象とし、問診票に記載された食事に
関する習慣として、朝食（抜く・抜かない）、食べる速度（遅い・普通・
速い）、朝昼夕 3 食以外の食事摂取（しない・時々・毎日）とHDL-C
値の関連を解析した。単変量解析には相関分析・カイ二乗検定および
TukeyのHSD検定を用い、多変量解析には重回帰分析もしくはロジ
スティック回帰分析を用いた。

【結果】朝食を抜く群は抜かない群と比較し、食べる速度が速い群は
普 通 あ る い は 遅 い 群 と 比 較 しHDL-C有 意 に 低 値 で あ っ た

（P<0.0001,P<0.0001）。また、 3 食以外の食事摂取を時々する群は全
くしない群と比較しHDL-Cが有意に低値であった（P<0.0001）。一方、
毎日 3 食以外の食事摂取を毎日する群は時々する群や全くしない群と
比較しHDL-Cが有意に高値であった（P<0.001,P<0.001）。HDL-Cを従
属変数とし、性別・年齢・BMI・腹囲・喫煙習慣・飲酒習慣・運動習
慣とともに食事習慣を独立変数として多変量解析を行うと、朝昼夕 3
食以外の食事摂取が有意な独立変数であった（P<0.0001）。また、低
HDL-C値症（HDL-C<40mg/dl）を従属変数として多変量解析を行う
と、朝食抜きの習慣が有意な独立変数であった（P<0.05）。

【結語】 3 食以外の食事摂取習慣や朝食を抜く習慣はHDL-Cの値と関
与する。

A-19-02
当施設で経験した最低low�density�lipoprotein�
cholesterol（LDL-C）�20mg/dL以下例の検討
船員保険北海道健康管理センター
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範 　本間　裕敏 　高橋　　亘 　加藤　友章 
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［目的］ 高LDL-C血症は治療薬の進歩により、LDL-Cを15mg/dLまで
低下させることが可能となり、高LDL-Cによる動脈硬化は予防の可能
性が高くなった。このためLDL-Cの安全な下限値のエビデンスの確立
が重要となっている。そこで我々は著明低LDL-C 20mg/dL以下が測
定された例を解析し、人体における有害事象と健診の意義を検討した。

［方法］ 当施設の健診でLDL-C 20mg/dL以下が測定された10例を、 2
年以内の短期経過観察群 5 例、3-5年の中期経過観察群 2 例、 6 年以
上の長期経過観察群 3 例について健診結果・身体状態について解析し、
有害事象や健診の意義を検討した。尚当研究は当施設の倫理委員会の
承認（承認番号202202）を得て行った。［結果］ 10例中 9 例は原発性
低LDL-C血症と思われ、 1 例は非アルコール性脂肪性肝疾患を伴い、
家族性低βリポ蛋白血症（アポBヘテロ遺伝子変異型）が疑われた。
他の 8 例は低体重の 3 例以外に健診結果（検血、肝機能、腎機能、耐
糖能、血圧）・身体状態（問診、理学的所見）に異常は無く、有害事
象は認めず、一般健診受診者より健診結果は良好だった。続発性の 1
例は食道静脈瘤・脾腫・血小板減少を伴う非代償性アルコール性肝硬
変で通院中であった。［結論］ LDL-C 20mg/dL台前半で時折10台（最
低15）程度の低LDL-C 血症例は低体重以外の異常はなく、この範囲
内の低LDL-C血症自体は人体に有害事象を与えないと思われた。唯家
族性低βリポ蛋白血症（アポBヘテロ遺伝子変異型）疑いの 1 例は、
アポB異常による脂質代謝異常から、肝に脂質の貯蓄が促進し易く、
肝機能障害が進行し易い事が推察され、慎重な経過観察が必要と考え
られた。また続発性が疑われるれるのは 1 例と低頻度であったが、
LDL-C 20mg/dL以下では積極的な医療の対象となっていると推察さ
れるが、健診において一定の留意が必要と考えられた。

A-19-01
当院でのドック受診者を対象とした高度高トリグリセリド

（TG）血症の出現率とその臨床的特徴について
1 井上記念病院   健康管理センター      2 井上記念病院
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二1 　米澤　真頼1 　小野　克弘1 　山本　弥生1 
　栗原　智子1 　大沼　早苗1 　吉野江里子1 　飯田　孝之1 
　吉田　秀夫1 　中村　博敏2

　
【目的】高度高TG血症は動脈硬化症のみならず膵炎を起こすリスクと
して知られる。しかしドック受診者での頻度と臨床的特徴は明らかで
はない。今回、当院ドック受診者の中で高度高TG血症の出現率とそ
の臨床的特徴を明らかにする。【方法】当院2019年 1 月～12月までドッ
クを受けた8082名　（男性4937名　女性3145名）TG＞1000 mg/dlは
7 名（0.09％）で全員男性。このうち、3 年前から 1 年後まで毎年ドッ
クを受けている 3 名を抽出しその臨床的特徴を検討した。 1 回のみ、
2 回のみの受診者はそれぞれ 1 名、3 名。【成績】症例 1 は42歳男性　喫
煙20本　飲酒 1 ～ 2 合未満を時々BMI 30.3 kg/m 2  腹囲94cm 血圧
148/108mmHg γGTP241 U/L　 血 糖115mg/dl　HbA1c7.5 ％　 
TC318mg/dl  TG1034mg/dl  HDL-C37mg/dl    腹部エコー： 脂肪肝
と胆石ありTGは744→778→1016→1034（今回）→2645mg/dlと推移
した。症例 2 は59歳男性 元喫煙者　 飲酒 2 ～ 3 合未満を毎日BMI 
20.9 kg/m 2  腹 囲81cm　 血 圧135/85 mmHg　（ 降 圧 薬 内 服 ）　 γ
GTP120 U/L　血糖91mg/dl　HbA1c5.7％ TC274mg/dl TG1043mg/
dl HDL-C59mg/dl　ピタバスタチン内服　腹部エコー： 脂肪肝なし
TGは280→145→212→1043（今回）→185mg/dlと推移した。　症例
3 は58歳男性　元喫煙者　飲酒 2 ～ 3 合未満を時々BMI22.8 kg/m 2  
腹囲78cm 血圧125/72 mmHg　（降圧薬内服）　γGTP52 U/L 血糖
109mg/dl　　HbA1c5.8 ％  TC257mg/dl  TG1099mg/dl  HDL-
C45mg/dl　  腹部エコー： 脂肪肝なしTGは93→181→164→1099（今
回）→150mg/dlと推移した。【結論】ドック受診者で高度高TG 血症（TG
＞1000 mg/d）は0.09％にみられ全例男性だった。高度高TGが毎年持
続する例と正常値近くまで改善する例がある。前者では、腹部肥満、
糖尿病、脂肪肝などの合併がみられた。膵炎の合併は問診かつ腹部
US上は 1 例もみられなかった。

A-18-02
健診データの縦断的な解析によるサルコペニア進展予測因
子の探索
社会福祉法人   三井記念病院   総合健診センター
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　新美　佑有 　廣川　富彦 　山口　紀子 　石坂　裕子
　

【背景】サルコペニアのリスク因子には様々なものがある。特に、糖
尿病患者では高血糖のみならずインスリンの抵抗性や分泌低下なども
筋肉タンパク質の合成低下を引き起こすと考えられている。今回、簡
便に計測できる体脂肪率を筋量の指標と考え、その経時的変化をイン
スリン抵抗性等との関連に注目して解析した。

【方法】2009年度で60歳以上の受診者のうち、2019年度との重複受診
者を対象に、非糖尿病（糖尿病治療中およびHbA1c 6.5%以上、空腹
時血糖126以上の人を除外）、非肥満（18≦MI＜＜25）、10年間の体重
変動が 2 kg以下であった男性249人、女性141人について、10年間の
指標の変化を評価した。

【結果】空腹時血糖値（96.9→102.7mg/dl）、HbA1c （5.7→5.9％）、身
長（162.9→161.8cm）、Cre（0.77→0.85mg/dl）、eGFR（72.4→62.9ml/
min/1.73cm 3 ）、Alb（4.5→4.2g/dl）で有意な変化を認めた。女性のみ
で、体脂肪率 （25.5→26.2％）、空腹時インスリン値（fIRI）（4.9→5.5
μg/dl）、インスリン抵抗性指数（HOMA-IR）（1.1→1.4）の有意な変
化を認めた。女性での体脂肪率の増加は、身長の減少との相関が認め
られたが、fIRIやHOMA-IRとの間に相関を認めなかった。

【考察】女性では加齢に伴い体脂肪率が増加しており、筋量が低下し
ている可能性がある。しかし、体脂肪率の増加はfIRIやHOMA-IRと
の相関は認めなかった。サルコペニア予測に役立つ経時的データを得
るには項目をさらに検討する必要がある。
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A-21-02
新型コロナ禍に発熱外来を受診した亜急性甲状腺炎の1症
例について
1 新浦安虎の門クリニック      2 日本医科大学   内分泌外科      
3 酒々井虎の門クリニック

○軸
じくぞの

薗　智
と も お

雄1,2 　鶴岡　尚志1 　杉谷　　巌2 　大前　由美1 
　大前　利道1,3

　
当院は外来併設型の健診施設であり、発熱外来を設けている。今回、
新型コロナ禍での対応に苦慮した亜急性甲状腺炎症例を経験したので
報告する。症例は50代女性。年明けより発熱および咽頭痛を自覚。そ
の 2 日後に当院を受診。前日に近医を受診したが「発熱者は受け入れ
ていない」と言われ来院となった。体温は38度超であり新型コロナ感
染症の可能性があったため、発熱者対応窓口での対応となった。イン
フルエンザウイルス迅速抗原検査は陰性。問診およびCOVID-19 唾液
PCR検査を施行の上、解熱剤を処方し帰宅。 3 日後、COVID-19陰性
であったことをご本人に電話で伝えた。その後も38度前後の発熱が続
き、また頸部腫脹および疼痛・動悸を認め、再診。臨床症状より亜急
性甲状腺炎疑いの診断でプレドニン開始となった。初診から11日後に
当院甲状腺専門外来を受診。プレドニンは 4 日前から処方されており、
その時点での血液検査結果は甲状腺機能亢進、CRP高値（15.4 ［mg/
dL］）であった。体温・自覚症状ともに軽快傾向を認め、またCRPは 1.1

［mg/dL］に低下。甲状腺超音波検査を施行したところ、疼痛部に一
致した低エコーを認め、また時間経過とともに疼痛部位は移動してい
たことより、亜急性甲状腺炎の確定診断を得た。その後、ステロイド
を漸減し、軽快となった。考察：亜急性甲状腺炎は甲状腺に何らかの
原因で炎症が生じ、甲状腺組織の破壊が起こり、血中へ甲状腺ホルモ
ンが一過性に漏出、甲状腺中毒症を示す病態である。ウイルス感染が
原因とされ、先行感染の後に発症するため時間差が生じる。本症例は
時間経過から新型コロナ感染症が契機であった可能性は残るが不明。
いずれにしても、コロナ禍における発熱を伴った甲状腺疾患は対応に
苦慮する。

A-21-01
健診のBNP高値が診断契機となったBasedow病の1例
1 川崎医科大学   健康管理学      2 川崎医科大学   総合内科学 2

○角
すみ

　　直
な お き

樹1 　砂金　　彩1 　山中　義之1 　藤本　壮八1 
　春間　　賢2 　鎌田　智有1 　高尾　俊弘1

　
【はじめに】Basedow病は動悸・息切れ，多汗の症状を契機に受診さ
れて診断されることが多く，無症状で診断されることは少ない．以前
の報告では，遊離T4および遊離T3値が血清脳性ナトリウム利尿ペプ
チド（brain natriuretic peptide：以下BNP）値の上昇に関連してい
ることが報告されているが，BNPと心不全は相関しているが甲状腺
ホルモン値には依存しないという報告もあり，BNPと甲状腺機能の
関係は明確ではない．今回，BNP高値を契機に診断したBasedow病
の 1 例を経験したため報告する．【症例】症例は60歳代，男性．自覚
症状はなかったが，当院健診にてBNP高値（BNP 284.8 pg/ml）を指
摘された．当院循環器内科を受診したが，心電図や心臓超音波検査に
て異常を認めなかった．循環器内科受診 3 日後に動悸・息切れが出現
し，当院循環器内科へ再受診．心電図にて心房細動を認め，FT3 
5.56pg/ml，FT4 1.64 ng/ml，TSHは＜0.01μIU/mlと甲状腺機能が
高値を示し，TSHレセプター抗体第 3 世代（TRAb） 5.7 IU/lと陽性
であった．以上よりBasedow病が疑われ，糖尿病・代謝・内分泌内科
へ受診した．メルカゾール10mg/日を開始したところ症状は改善し経
過良好である．症状改善30日後にBNPを測定したところ，BNP 
20.5pg/mlまで改善した．【考察と結語】本症例において，甲状腺機能
亢進症に対する内服治療後に自覚症状は改善し，BNPは低下したこ
とは以前に報告された結果内容と一致している．しかし，健康診断時
には自覚症状はなく，心電図にて不整脈がないにもかかわらずBNP
が増加した原因は不明である．BNPの増加の原因として無症状であっ
ても，循環器疾患だけでなく，Basedow病などの甲状腺機能亢進症も
鑑別する必要がある．

A-19-05
人間ドック受診者における食後中性脂肪値の検討
1 東海大学   医学部   総合診療学系   健康管理学      
2 東海大学   医学部   付属八王子病院   健康管理センター

○護
もりやま

山　健
け ん ご

悟1,2 　石黒　睦子2 　加藤ルミ子2 　小林　功幸2 
　野澤　政代2 　新井田奈美2 　濱口　裕之2 　降旗　修太2 
　高橋　　玲2 　近藤　智雄2

　
【目的】食後に高中性脂肪（TG）が著明に上昇する状態を食後高脂血
症と呼び、動脈壁に侵入してたまりやすいレムナントリポ蛋白が増加
するため動脈硬化を起こす。しかし、人間ドックや健診では空腹時の
採血が基本であり、食後の血清中性脂肪値についての情報が乏しいた
め検討した。

【方法】2020年東海大学八王子病院健康管理センターの人間ドック受
診者のうち本研究の同意を得られた者で、糖尿病、脂質異常症、高血
圧、虚血性心疾患、慢性腎不全で治療中の者を除いた男性21名、女性
8 名、計29人を対象とした。検査終了後に提供している約 600 kcal（脂
質15.0 g、タンパク質30.0 g、炭水化物80.0 g、塩分3.0 g）の受診者専
用の食事を摂取後、空腹時を含む食後 2 時間と 3 時間後のTG、レム
ナント様リポ蛋白コレステロール（RLP-C）、アポリポ蛋白B、血糖、
インスリンを測定した。重回帰分析で食後TG値と関連する要因を解
析した。

【結果】食後 2 時間と 3 時間後のTG値を目的変数とした重回帰分析で
は、空腹時インスリン（FIRI）とアポBもしくはLDL-Cが正の相関を
認めた。喫煙、飲酒、身体活動性などは関係を認めなかった。対象者
をインスリン抵抗性の指標であるHOMA-IR、アポB、LDL-Cの三分
位点で群分けしてTG値を比較すると、HOMA-IR、アポB、LDL-Cが
高い群ほど食後のTG値は高かった。

【総括】脂質15.0 gの低脂肪負荷では、食後 3 時間までのTG値は、イ
ンスリン抵抗性、アポB、LDL-Cが主な決定要因であることが示唆さ
れた。

A-19-04
内臓脂肪指標とLDLコレステロール（直接法）・non-HDLコ
レステロールとの関連性
1 社会医療法人愛仁会   愛仁会総合健康センター      
2 社会医療法人愛仁会    カーム尼崎健診プラザ      
3 社会医療法人愛仁会    あいわクリニック

○田
た な か

中健
けんいちろう

一郎1,2 　加治　景子1,2 　橋本　昭利2 　田中　芳生1,2 
　跡部　　優1 　石川　優子2 　岡村　雅雄3 　冨永　洋一1 
　中嶌　一彦2

　
（はじめに）LDLコレステロール（直接法）［以下LDL］・non-HDLコ
レステロール［以下non-HDL］は動脈硬化進行の指標として用いら
れているが、メタボリックシンドロームとの関連性を示唆する様々な
検証結果が示されている。今回、メタボリックシンドロームに特徴的
な内臓脂肪指標とLDL・non-HDLとの関連性を調査した。

（対象・方法）2018年 1 月～2020年12月までの 3 年間に当施設で、人
間ドック及び健診を実施した受診者のうち腹部CT検査と脂質検査を
受けた男性905名、女性578名、計1483名を対象とし、内臓脂肪面積
100cm 2 以上かつLDL高値（140mg/dl以上）及びnon-HDL高値（170mg/
dl以上）の該当者割合を比較検討した。またその他の内臓脂肪指標と
も比較する為、腹部CT所見「脂肪肝」有りと腹囲基準値（男85cm、
女性90cm）以上も同様に該当者割合を算出した。

（結果）内臓脂肪面積値100cm 2 以上群でLDL高値該当は37.6%、non-
HDL高値該当は33.6%。「脂肪肝」、腹囲も共にLDL優位で「脂肪肝」
が41.9%と最優位を示した。さらに男女別で比較し、内臓脂肪面積
100cm 2 以上群でLDL高値該当の男性：35.4%、女性：50.8%、non-
HDL高値該当の男性：32.2%、女性：42.6%で男女共LDL優位。「脂肪肝」、
腹囲も男女共にLDL優位となった。

（まとめ）内臓脂肪面積とLDL・non-HDLの間には高値群では50%未
満ではあるが、関連性がみられ、LDLの優位性が確認された。また内
臓脂肪指標別でみると「脂肪肝」＞内臓脂肪面積＞腹囲の順で関連性
が高く、内臓脂肪の動脈硬化への進行には肝臓内脂肪がより強く影響
している可能性が示唆された。
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A-22-04
男性における頚動脈エコー所見と動脈硬化関連因子の検
討　第四報
1 医療法人社団   同友会      
2 順天堂大学大学院医学研究科先端予防医学・健康情報学講座

○原
は ら だ

田　　健
たけし

1 　福田　　洋2 　三輪　真也1 　今井　真美1 
　山下眞理子1 　脇神亜希子1 　高谷　典秀1

　
【目的】我々は、第一報で運送業における頚動脈エコー所見と動脈硬
化関連因子につき横断・単変量解析で「ドライバーの最大内膜中膜複
合体厚（max IMT）が高い」「健診データが正常でもmaxIMTは高い」

「ドライバーの生活習慣は全般的に悪い」ことを指摘した。第二報では、
横断・多変量解析によりmaxIMTと動脈硬化リスクの関連を調べ、高
血圧、LDL-C、飲酒がIMT肥厚のリスクとなることを示唆した。第三
報では縦断研究により、2010年度の肥満と就寝 2 時間以内夕食が2015
年度のIMT肥厚のリスクとなる可能性を示唆した。本研究は、他業
種データも合わせサンプルサイズを増やしIMT肥厚リスクの原因を
更に調べることを目的とする。【方法】対象は2013年度に頚動脈エコー
を含む定期健診を実施した 3 業種の男性、運送業869名（平均年齢
46.8歳）・住宅業683名（平均年齢59.0歳）・広告業（平均年齢40.9歳）
453名とした。頚動脈エコーは、日立アロカNoblusを使用した。ロジ
スティック回帰分析では、maxIMT肥厚（1.1mm以上）を目的変数と
し、業種、動脈硬化危険因子となる健診データを説明変数として行っ
た。カイ二乗検定により、当会35万人と運送業・住宅業の生活習慣を
比較した。【結果】加齢とともにmaxIMT肥厚のリスクは高まり、業
種では広告業/住宅業（OR2.45, 95%CI 1.71-3.51）、広告業/運送業

（OR2.15, 95%CI 1.55-2.97）、LDL-C（OR1.55, 95%CI 1.22-1.96） は
maxIMT肥厚のリスクとなる可能性を示唆した。当会35万人データと
比較した結果、運送業は喫煙、歩行、食事時間（遅い夕食と朝食欠食）
に、住宅業は早食い、飲酒、ストレスに問題があること、業種により
生活習慣が大きく異なることがわかった。【考察】業種により
maxIMT肥厚に違いがあること、また、生活習慣に違いが見られるこ
とが示唆された。今後は縦断研究によりmaxIMTと業種・動脈硬化リ
スクの関連、2016年度に行った保健指導介入効果につき、引き続き検
討を続けたい。

A-22-03
健康診断にて発見された胸腹部大動脈解離の一例
1 社会医療法人愛仁会   カーム尼崎健診プラザ      
2 社会医療法人愛仁会   愛仁会総合健康センター      
3 社会医療法人愛仁会   あいわクリニック      
4 社会医療法人愛仁会   高槻病院

○石
いしかわ

川　優
ゆ う こ

子1 　冨永　洋一2 　跡部　　優2 　田中　芳生1,2 
　大和　栄一2 　加治　景子1,2 　鈴木かずみ2 　岡村　雅雄3 
　常深孝太郎4

　
大動脈解離は通常は胸腹部や背部の激痛で発症する事が特徴とされて
いるが、中には自覚症状に乏しい例もみられる。今回、我々は健康診
断で発見された胸腹部大動脈解離の症例を経験したので報告する。
症例は53歳男性。過去の健診で高血圧、脂質異常、糖代謝異常の指摘
あり。約 1 年前に腰痛があったが自然軽快し、以後自覚症状なし。喫
煙歴　30本×30年　飲酒歴　毎日 2 ～ 3 合。
2020年11月 2 日に健康診断のため受診。胸部X線写真にて左第 1 弓の
拡大がみられ、腹部超音波検査にて腹部大動脈解離が疑われた。血圧
160／90mmHg、脈拍56bpm整。血液検査では軽度の脂質異常、糖代
謝異常がみられた。健診項目に胃X線検査が含まれていたが、腹部圧
迫や体位変換による解離の進行の危険性を説明し本人同意の上で中
止、無症状であったが同日関連病院の心臓血管外科へ紹介受診となっ
た。胸腹部CTの結果、大動脈弓部から両総腸骨動脈まで解離が認め
られ慢性スタンフォードB型大動脈解離と診断された。胸部大動脈の
最大短径は弓部の45mmであり緊急手術の適応はないと判断され外来
で血圧コントロールをする事となった。現在は降圧剤服薬にて血圧は
130台で安定し、引き続き外来にて経過観察中である。
大動脈解離や解離性大動脈瘤は急性期、慢性期を問わず急激な血圧変
動により解離の進行や破裂を来たし致命的になる可能性がある。高血
圧症、脂質異常症、喫煙などの危険因子をもつ受診者には常に大動脈
疾患が存在する可能性を考えて注意深く検査を進める事、胸部X線写
真や腹部超音波検査で今回の様な異常所見を認めた例は自覚症状の有
無にかかわらず精密検査を行い、疾患の発見及び加療につなげる事が
重要であると考えた。また、社会の高齢化、生活習慣病罹患者の増加
がみられる中、今回の症例は大動脈疾患を有する受診者への対応を検
討する契機になった。

A-22-02
閉経後女性における動脈硬化進展の検討　　　
1 医療法人社団   明徳会   十全記念病院   総合診療内科      
2 医療法人社団   明徳会   静岡医療科学専門大学校      
3 医療法人社団   明徳会   十全記念病院   臨床検査部

○井
い で

手　秀
ひ で と

登1 　金山　尚裕2 　佐々木恭子3

　
【目的】閉経後女性は女性ホルモンの減少に伴い脂質が上昇すること
が知られ、動脈硬化が進展し、75歳以降では殆ど性差がなくなる。今
回、閉経後女性の動脈硬化進展（出現時期）を頸動脈エコーのプラー
クスコア（以後PS）, 日本動脈硬化学会の吹田スコア（以後吹田）、
閉経後年数をパラメータとして評価した。【対象】健診受診者46から
78歳（平均61.0歳）の閉経後女性100名（問診より）で閉経年齢は46
から60歳（平均50.0歳）であった。閉経からPS測定までを閉経後年数
とし平均10年であった。各自、冠動脈疾患、糖尿病、慢性腎臓病、非
心原性脳梗塞、末梢動脈疾患（以後PAD）の既往がない一次予防群
で閉経前は脂質異常を認めないものとした。また、問診より11名の未
閉経女性を対照に用いた。【方法】問診、血液検査（過去 9 年分）、頸
動脈エコー、血圧脈波（PADの除外）を行った。頸動脈エコーによ
りPS、内膜中膜複合体肥厚を測定、動脈硬化病変の指標とした。ま
た吹田で 8 個の危険因子の点数化を行った。【結果】閉経後脂質上昇
を認めた者は65名（TG・LDL上昇17、LDLのみ上昇48）、変化なし35
名であった。PS（所見あり23）と吹田の関係は線形相関（p＜0.001）
はなかったが吹田36の低リスク群からプラークが認め始められ閉経後
年数は10年であった。中・高リスク群に行く程PSの頻度程度が増加
した。PSと閉経後年数の関係では線形相関（P＜0.01）はなかったが、
閉経後 7 年（吹田中・高リスク群）でPS有所見者が出現し年数とと
もに頻度程度も増加した。【考察】閉経後 7 年程度で動脈硬化病変が
出現し（中・高リスク群）、低リスク群でも10年で病変を認めた。閉
経後女性の動脈硬化進展予防は食事・運動など生活習慣が基本で薬剤
追加時期に関して頸動脈エコーは非常に有用なmodalityと思われた。
一次予防群女性も閉経後 5 年をめどにドックなどで積極的に頸動脈エ
コーを施行する意義は大きいと思われた。

A-22-01
加齢に伴うCAVI値の変化と動脈硬化危険因子ならびにそ
の変化との関係　第2報（3年間のlongitudinal�study）
埼玉医科大学病院   健康管理センター

○丸
まるやま

山　義
よしあき

明 　有田　信和 　永島かおり 　黒岩比呂美 
　後藤　誠一 　清水　正雄 　倉光　　薫 　足立　雅樹
　
Arterial stiffnessの指標として用いられるCAVI値は性別で異なり、
加齢に伴い増加する。従ってCAVI値の評価にはCAVI指数すなわち
CAVI値が年齢平均値と比べて低い、年相応、高いによる判定が重要
である。今回我々は初年度のCAVI指数と 3 年間におけるCAVI指数
の変化に及ぼす動脈硬化危険因子ならびにその変化について検討し
た。方法：対象は男性76例と女性41例。初年度のCAVI値よりCAVI
指数を判定し、動脈硬化危険因子として年齢、体重、BMI、腹囲、収
縮期血圧（SBP）、拡張期血圧（DBP）、T-C、TG、HDL-C、LDL-C、
FBS、HbA1c、動脈硬化危険因子数（RFスコア）、メタボリックスコ
ア、喫煙スコア、大動脈石灰化スコア、骨密度を用いて各群で比較し
た。次にCAVI指数の 3 年間の変化より、良好群（低いCAVI指数の
維持またはCAVI指数の改善）、不変群（年相応のCAVI指数の維持）、
不良群（高いCAVI指数の維持またはCAVI指数の悪化）に分け、各
群における動脈硬化危険因子の初年度値とその変化を比較した。結
果：男性の低値群のBMIは平均群よりも高く、高値群の腹囲は平均群
よりも大きい。不良群のBMIは不変群よりも高く、体重は良好群や不
変群よりも多く、体重増加は良好群よりも大きく、腹囲は不変群より
も大きい。男性の高値群のSBPは平均群や低値群よりも高く、DBPは
低値群よりも高い。良好群のSBPは不変群よりも高い。不良群のSBP
の増加は良好群や不変群よりも大きく、DBPの増加は不変群よりも
大きい。男性では低値群のT-Cは高値群や平均群よりも高く、RFス
コアは高値群よりも低く、石灰化指数は平均群よりも小さい。高値群
のメタボスコアは平均群より高く、良好群のHbA1cの増加は不変群
よりも小さい。女性では低値群のTGは平均群よりも低く、喫煙スコ
アは高値群よりも高い。結語：男性ではSBPがCAVI指数の初年度値
とその変化に最も関係し、次にDBPや肥満の指標が関係した。女性
はTGが初年度値と最も関係した。
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A-22-08
女性の各閉経期における基準範囲内の血清TSHのカットオ
フ値と頸動脈硬化の関連
1 医療法人社団日高会   日高病院   健診センター      
2 群馬大学医学部附属病院   検査部      
3 医療法人社団日高会   富岡クリニック      
4 医療法人社団日高会   日高学術研究センター

○坂
さかまき

巻　浩
こ う じ

二1 　常川　勝彦2 　小林　　充3 　工藤　瑞穂1 
　安藤　公子1 　阿久澤まさ子1 　中嶋　克行4 　下村洋之助4 
　村上　正巳2

　
緒言
甲状腺機能のわずかな低下が早産や流産と関連するため、妊娠初期に
は胎児発育への影響を考慮し、TSHを2.5 μIU/mL以下に保つことが
推奨されている。一方で、動脈硬化と基準範囲内のTSH値の詳細な
変化との関連は報告が少なく、心血管疾患の予防のための適切なTSH
のカットオフ値はこれまでに設定されていない。甲状腺機能が基準範
囲内の閉経前後の女性におけるTSHのカットオフ値と頸動脈硬化と
の関連を検討した。

方法
日高病院の人間ドックで甲状腺機能検査（FT4、TSH）が基準範囲内
かつ頸動脈エコーを受けた服薬歴のない女性の468名を対象とした。
測定項目はBMI、血圧、空腹時の血糖、血清脂質、FT4、TSHに加え、
頸動脈エコーによる最大内中膜厚（max IMT）とした。閉経期（閉
経前、周閉経期、閉経後）に分けて測定項目を 3 群間比較した。頸動
脈プラークを目的変数とした多重ロジスティック回帰分析を行った。
閉経期ごとにTSH濃度を階層化（2.0未満、2.0-2.5、2.5-3.0、3.0以上）し、
4 群間でmax IMTを比較した。閉経期ごとにTSH 2.0、2.5、3.0 μ
IU/mLの各カットオフ値について 2 群間で各測定項目を比較した。

結果
閉経の段階が進むに従い、max IMTは有意に上昇した。多重ロジス
ティック回帰分析では、年齢、TSHが独立した説明変数となった。
TSH濃度階層化による比較では、閉経後のみTSHの上昇に伴い、
max IMTが増加した。閉経後では、TSHカットオフ2.5において、高
値群は有意にmax IMTが高値を示し、カットオフ3.0では、高値群は
max IMTのほか、LDL-CおよびTCが有意に高値を示したが、両カッ
トオフの 2 群間で年齢に有意差を認めなかった。閉経前、周閉経期で
は各カットオフでmax IMTに有意差は認められなかった。

考察
閉経の進行とともに頸動脈硬化が進展し、特に閉経後では、基準範囲
内の甲状腺機能でもTSH 2.5 μIU/mL以上が独立した頸動脈硬化の
リスク因子となりうるため、動脈硬化の予防にTSH測定が有用であ
る可能性が示唆された。

A-22-07
当院肺ドック受診者における冠動脈石灰化とLOX-index
を含めた危険因子の検討
1 独立行政法人   地域医療機能推進機構   神戸中央病院   健康管理センター      
2 独立行政法人   地域医療機能推進機構   神戸中央病院   放射線科      3 独立
行政法人   地域医療機能推進機構   神戸中央病院   附属健康管理センター

○岡
おかもと

本　将
まさひろ

裕1 　久保田浩史2 　中山　雅夫2 　千森　真理1 
　小黒　　厚3

　
【目的】当院での肺ドック受診者において、動脈硬化の程度を反映す
る指標とされ将来の冠動脈疾患発症に関与しているといわれる冠動脈
石灰化の有無と、LOX-index値を含めた動脈硬化の危険因子との関連
について検討した。LOX-index検査とは超悪玉コレステロールLAB

（酸化変性LDL）とその受容体であるLOX-1を測定する検査で、LOX-
index値はLAB値とLOX-1値を乗じたものである。【方法】2005年10月
3 日から2021年 3 月30日の期間に、当院で肺ドックを施行した4064名
を対象とした。そのうちLOX-index検査を併せて行ったのは98名で
あった。冠動脈石灰化の程度をAgatston Score（AS）に準じて、各
スライスでCT値が130HU以上かつ 2 ピクセル以上を有意な石灰化と
定義し、いわゆるAS0群を冠動脈石灰化なし群、AS1以上をあり群と
し、 2 群間でLOX-index、年齢、性別、BMI、収縮期・拡張期血圧、
LDL、HbA1c等について統計的分析を行った。【結果】冠動脈石灰化
には動脈硬化による冠動脈プラーク量が反映すると報告されている。
今回の検討でも動脈硬化の各増悪因子において、冠動脈石灰化に影響
している可能性が検証できた。ただしLDLにおいては逆の相関がみら
れた。LOX-indexに関しては、LOX-1の値を含めて影響を与えている
可能性が確認できた。【結論】過去の検討において、無症状患者群の
平均50ヶ月の追跡期間内での心臓死や心筋梗塞などの心血管イベント
発生頻度は、AS1以上の群に対して、AS0の場合は非常に低いことが
示されている。今回この 2 群の検討において、従来から言われている
動脈硬化の増悪因子に関して相関が確認できた。ただしLDLに関して
は逆の相関がみられ、動脈硬化の進行に関する指標としてLOX-index
値を組み合わせて用いることが有用だと考える。

A-22-06
人間ドック頸動脈超音波検査にて無症候性の有意狭窄を認
めた1症例
地方独立行政法人   新小山市民病院   予防医学センター

○神
かみやま

山　秋
あきひろ

広 　篠原　裕枝 　中野　真宏
　

【はじめに】
人間ドックでは頸動脈超音波検査はオプション検査で、生活習慣病で
ある糖尿病、脂質異常、高血圧、喫煙、肥満などや動脈閉塞性疾患で
ある脳血管障害、虚血性心疾患、閉塞性動脈硬化症などに有用な検査
である。頸動脈超音波は非侵襲的画像検査でありリスク評価には選択
率の高い検査として2019年から人間ドックのオプションに導入した。
2020年 6 月～12月までに同オプション検査を選択したのは男女349名

（64.4±9.9歳）であった。その中から中等度以上の有意狭窄症例を認
めたので報告する.

【症例】
71歳　女性　BMI：16.9 喫煙歴なし。飲酒歴なし。内服加療は降圧薬
のみ。当院人間ドックに於いて左内頚動脈狭窄症（無症候性、50～
75％）認めた。

【頸動脈超音波所見】
狭 窄 部 血 流245cm/s、 狭 窄 率area73.5％、NASCET59.1%、
ECST72.3%、CCAのMeanIMT左0.7mmC10：0.8mm、右MeanIMT：
0.6mmC10：0.6m

【血液検査所見】
TG：91mg/dl、HDL-C：60.5mg/dlLDL-C：100.0mgdl.non-HDL-C：
116.5、HbA1c5.6%【その他】BP168/94、PWV1928cms

【治療経過】
当院神経内科外来へ二次受診し脳MRIでは陳旧性の小梗塞はあるもの
の、頭蓋内の血管に異常なし。厳格な血圧のコントロールとLDLは正
常範囲でもスタチン製剤やEPA製剤が内服加療となった。

【結語】
今回の症例は頸動脈超音波初診の症例だった。現在当センターでは、
耐糖能異常、脂質異常症疑い、血圧が高め、喫煙、肥満などがある受
診者、特に脂質異常症の方に対して、脳心血管疾患予防のために頸動
脈超音波検査を推奨している。今回の症例では脂質異常症を認めない
にもかかわらず、狭窄を認めたため、無症候や脂質異常がない受診者
に対しても、頸動脈超音波検査を施行し、神経内科外来に早期に受診
勧奨を行う事により脳梗塞になるリスクを減少することができる可能
性が示唆された。

A-22-05
頸動脈超音波検査から見た生活習慣病項目C判定者の動脈
硬化リスク
地方独立行政法人   新小山市民病院   予防医学センター

○篠
しのはら

原　裕
ひ ろ え

枝 　神山　秋広 　中野　真宏
　

【はじめに】
日本人の脳心血管疾患による死亡率は1990年以降低下の傾向にあるが
反面、コホート効果の動向研究では30歳～59歳の若い世代に増加傾向
にある。喫煙、加齢、内臓脂肪蓄積、耐糖能異常、脂質異常、高血圧、
肥満等を誘因とする脳心血管障害や閉塞性動脈硬化症のリスク評価と
して頸動脈超音波検査は、非侵襲的画像検査であり選択率の高い検査
として2019年から人間ドックのオプション検査に導入した。生活習慣
病項目の高血圧、糖尿病、高脂血症についてC判定者（経過観察）に
おいて内中膜厚（Intima-Media-thickness：IMT），プラーク（1.1mm
以上の限局性隆起性病変）が多く潜在し、他視点でのリスク評価に積
極的に勧めたい有効な検査と示唆されたので報告する。

【目的】
頸動脈超音波検査を受けた受診者の結果から生活習慣病検査項目にお
いてC判定の症例について検討し、積極的に本検査を推奨すべき受診
者の傾向を知る。

【対象】
2020年 6 月～12月までに人間ドック受診した1283名中、頸動脈超音波
検査を選択し血清検査、血圧脈波検査がC判定の40歳～79歳の男女
349名（64.4±9.9歳）男性195名（64.3±9.9歳）女性159名（64.3±9.3歳）

【結果】
349人中、1.1mm以上のプラークを認めた者は92％と多く、なかでも
中等度2.0以上、68名（19.5％）3.0mm以上の高度プラーク18名（5.7％）
だった。3.0mm以上の高度プラークを有する症例の多くは脂質、高血
圧、血圧脈波検査、耐糖能検査の結果がC判定（経過観察）で治療に
至らない受診者だった。

【結語】
今回、抽出した症例の多くは頸動脈超音波検査が初回であり血圧脈波
値は高値であるものの脂質異常、耐糖能異常においてC判定者に高度
プラークを認めた。他視点で脳心血管障害、閉塞性動脈硬化症のリス
ク評価としてC判定者に推奨する有効性が高いオプション検査と示唆
された。今後も各職種の視点からチームで取り組み積極的に推奨する
と共に経過観察の体制づくりを推進する。
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A-23-01
感染症第5類ジアルジア（ランブル鞭毛虫）の人間ドックに
おける同定と一般外来での駆除
1 林病院健診室      2 林病院内科

○林
はやし

　　秀
ひ で き

樹1 　藤井　幸子1 　齊藤美由紀1 　福田　亜希1 
　宮本　理沙1 　村田　由季1 　水島　香織1 　村上由起江1 
　山下　理恵1 　酒井　克哉2

　
国の全数把握対象である感染症法第 5 類ジアルジア（ランブル鞭毛虫）
を人間ドックにおいて同定し、一般外来での駆除につなげた症例を報
告する。症例は脳梗塞歴のある74歳男性。海外渡航歴や近年のペット
飼育歴はない。受診当日は無症候で検査においても血圧と血糖高値以
外に異常を認めなかった。後日、外注検査の便虫卵検査にてジアルジ
ア嚢子を同定した。ジアルジア症はGiardia lamblia 原虫による人獣
共通感染症で、 7 ないし10日間の潜伏期を経て下痢などの消化管症状
を呈する。無症候のこともあるが、胆道炎などにより重症化すること
もある。ジアルジア嚢子は塩素処理水中で死滅せず、食品や水などの
摂取や犬・猫・牛・山羊などとの接触により経口的に体内に侵入する。
十二指腸で栄養体となり症状を発現させる。栄養体は体外に排出され
るとふたたび嚢子となる。診断後、院内感染対策室長を経て健康保健
センターに報告書を送付すると共に受診者に電話にて説明を行った。
内科外来での問診においては時々の腹部不快感や下痢の既往を確認し
た。メトロニダゾール内服治療を行い、後日の便虫卵検査で陰性化を
確認した。同症は、2000年頃は年間約100例の報告がなされたが、確
認出来た最も近い2017年で58例である。国内発症の約半数で国外感染
が推定されており、国外渡航が制限された2020年以後は激減している
可能性がある。過去99年間、合計2601回の当健診室での便虫卵検査に
おいて陽性は 3 件（2件は回虫卵、 1 件が本症例）のみである。低い
陽性率・回虫蟯虫発見動機の低下・ 1 週間以上かかる外注結果判明日
数などより同検査を項目から除外する検討を始めていた。今回同定し
た第 5 類感染症ジアルジアは人間ドックの便虫卵検査を契機に発見さ
れており、同検査の維持も法令の趣旨に沿うものと思われ、除外を決
断できないでいる。ペット飼育者の消化管症状は人獣共通感染症も念
頭に置く必要がある。

A-22-11
高齢者におけるクッキーテストでの脂質および糖代謝能と
動脈硬化の関係について
1 大阪労災病院   健康診断部      2 大阪労災病院   糖尿病センター
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【目的】食後脂質異常については未だスタンダードな指標や基準値が
確立されていないのが現状である．そこで高齢者におけるクッキー
ミールテストでの脂質および糖代謝能と動脈硬化の関係について検討
した．【方法】大阪労災病院の健診受診者116名（男性55名，女性61名）
を対象にした．平均年齢67± 8 歳，65歳以上が81名（全体の70％）で
あった．対象者は糖質75g，脂質28.5g含むクッキーミールを摂取後，
60分，120 分に採血し血糖，中性脂肪（TG），インスリンを測定した．
動脈硬化の評価は超音波検査にて頸動脈の内膜中膜複合体肥厚度

（IMT）を測定した．【結果】全例が時間内にクッキーを摂取可能であっ
た．食後60分高TG血症（空腹時に比しTG66mg/dl以上増加）は 4 名

（3.5％）であったが，食後120分高TG血症（空腹時に比しTG66mg/dl
以上増加））は46名（39.7％）と増加していた．max-IMTは年齢，空
腹時血糖値，負荷後60分血糖値，負荷後120分血糖値，HDL-C，
HbA1cと有意に相関を認めたが，食事前後のインスリン，TG値は
max-IMTと相関を認めなかった．重回帰分析では既報のごとく空腹
時血糖値，負荷後120分血糖値がmax-IMTの有意因子として抽出され
た．【結語】今回食後高脂血症とIMTの関連は見いだせなかったが，
既知の報告ではFMDを用いた血管内皮機能検査で，食後高血糖より
もむしろ食後高脂血症のほうが内皮機能低下に関与していたとする興
味深い報告もみられる．糖尿病に合併しやすい食後高脂血症を見逃さ
ず、食事運動などの指導，介入が必要である．高齢者でも摂取可能で
あり，簡易に食後高脂血症が評価できるミールテストは今後有用であ
ると考えられた．

A-22-10
当健診センター受診者におけるsmall�dense�LDLコレス
テロールの検討
JR広島病院   健診センター
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【目的】small dense LDL （sd LDL）は粒子サイズが小さく比重の重
いリポ蛋白であり、sd LDLコレステロール （sd LDL-C）は冠動脈疾
患の鋭敏なリスクマーカーとされている。今回我々はsd LDL-Cと他
の検査項目との関連性について検討した。【対象と方法】2018年 4 月
から2021年 3 月の間に当健診センターを受診し、sdLDL-Cを測定した
男性149名を対象とした。sd LDL-C測定はSRLに委託した。sd LDL-C
と脂質値との関連性をSpearmanの順位相関係数の検定を用いて検討
した。次にsd LDL-Cを低値群（L群）、中間群（M群）、高値群（H群）
の 3 群に分けた。受診者においてBMI、腹囲、血圧、血算、肝機能、
腎機能、血糖、尿酸を測定し、sd LDL-Cの L群、M群、H群の 3 群間
でKruskal-Wallis検定を用いてデータ比較した。また年齢、腹囲、拡
張期血圧、AST、LDL-C、CRE、HbA1c、CRP、喫煙、飲酒を説明
変数とし、sd LDL-Cを目的変数として線形回帰モデルを用いて多変
量解析を行った。【結果】sd LDLとT-chol、TG、HDL-C、LDL-C、
non-HDL-Cは 相 関 を 認 め た（ 相 関 係 数 は そ れ ぞ れ0.597、0.622、
-0.248、0.619、0.738で あ っ た ）。 ま た 年 齢、 拡 張 期 血 圧、AST、
ALT、Ch-E、γ-GTPにおいて、L群、M群、H群の 3 群間に有意な
差を認めた。さらに多変量解析においてAST、HbA1c、飲酒の回帰
係数はそれぞれ0.27、4.06、4.81で統計学的に有意であった（p=0.001、
p=0.015、p＜0.001）。【考察】sd LDL-CとT-chol、TG、LDL-C、non-
HDL-Cとの間に相関はみられたが相関係数は0.7前後と高くなかった。
またsd LDL-Cと年齢、血圧、肝機能、血糖との関連性が示唆された。
LDL-Cは正常範囲であるもsd LDL-Cが高値である症例もあるため、
今後sd LDL-Cを定期的にフォローし、この指標が動脈硬化の進展の
予測に有用であるか、生活習慣の改善でsd LDL-Cを低下させること
ができるのかさらなる検討が必要である。

A-22-09
頸動脈超音波検査におけるプラーク所見と関連する因子
市立芦屋病院
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【目的】　血管プラーク形成は、いろんな因子が絡み合って、時間をか
けて形成され、多くの疾患発症と関連していることは、諸報告からも
あきらかにされている。しかし、プラークの認められない因子につい
ての検討報告はまだない。本研究では、なにがプラーク形成を抑制す
る因子なのかについて検討した。【方法】　当院、人間ドックセンター
受診者のうち、2020年 4 月から2021年 3 月までに頸動脈超音波検査を
うけた286名について、最大プラーク厚、プラーク数と　人間ドック
基本検査項目、および生活習慣基本問診項目との関連について、検討
した。【結果】プラークは年齢とともに増加。70歳以上に優位に形成
されていた。関連する因子は、年齢、性別、BMI、腹囲、喫煙などが
認められたが、最も関連が認められたのは、運動習慣であった。特に
プラークを認めない受診者には年齢を関係なく、週二回以上の運動習
慣があり、毎日一時間以上の身体活動をしていて、20歳からの体重増
加が10キロ以上ないものの 3 因子のあるものでは　プラークはほとん
ど認められなかった。【考察】肥満　やせ、糖代謝異常や脂質代謝異
常の有無よりも、身体活動と体重管理の重要性が示唆された。今後は、
認知機能検査結果やがん発症などとの関連についてさらに検討してい
きたい。
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A-25-02
尿沈査機器更新における比較検討
一般財団法人   京都工場保健会
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【はじめに】当施設では、人間ドック受診者（2020年度14,522名、男
性8,908名、女性5,614名、平均年齢51歳、 1 日平均49名）を対象に尿
定性・尿沈査のスクリーニング検査を実施している。目視法では、遠
心時間や判断に時間を費やし、検体数も多く結果報告がスムーズに行
えない。そこで、画像法の自動尿沈査機器を 9 年間使用し報告してい
たが、2019年11月フローサイトメトリー法（以下FCM法）の自動尿
沈査装置を導入した。FCM法装置導入前後における精度や効率など
について比較検討を行った。【方法】FCM法装置導入前、FCM法装
置導入後に当施設人間ドックを受診した各約2,500名を対象とし、検
査時間、コスト、必要検体量などを検討した。【結果】FCM法装置導
入前後では、処理能力が 1 時間あたり60検体から105検体に増加し、
1 検体あたりの報告までの時間（鏡検なし）が約 1 分から約10秒に短
縮された。また、 1 検体あたりのコストは17円削減され、最低必要検
体量も 3 mLから0.6mLとなり、微量検体にも対応できるようになっ
た。【考察】FCM法装置導入前の画像法では、装置に表示される全検
体の画像を確認し、再検査が必要な検体は鏡検も実施していた。
FCM法装置導入後は再検査フラグ（要確認項目、具体的には非扁平
上皮など）ありの検体のみ鏡検を実施している。鏡検数は増えたが、
識別が難しい検体に時間をかけられるようになったため、効率化や精
度向上につながっていると考えられた。また、各装置導入時に検討し
た目視法との一致率についても報告する。【結語】日本人間ドック学
会でも尿沈渣の判定区分が確立し、今後更に精度の高い検査が求めら
れる。FCM法装置の特徴の一つであるSCATAグラムを理解すること
で、異型細胞や糸球体性赤血球の判断にも利用していきたい。

A-25-01
人間ドック健診における酸化ストレス度測定の臨床的有用
性の検討　第1報　判定区分
1 日本橋室町三井タワー   ミッドタウンクリニック   ハイメディック      
2 ウイスマー研究所
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【目的】酸化ストレスと生活習慣病の関連は明確であるが、人間ドッ
ク健診での活用は少ない。本研究では、人間ドック健診で酸化ストレ
スを測定することの意義について、今回は、新規の判定区分について
検討した。【方法】2020年 6 月24日から2021年 2 月28日までのハイメ
デイィック検診受診者612名（男435名、女177名）、平均年齢52±11歳

（男52±11歳、女53±13歳）を対象とした。酸化ストレスの測定は、
既報に準じて活性酸素産生能をDiacron reactive oxygen metabolites

（d-ROMs） テ ス ト、 活 性 酸 素 消 去 能 をBaiological Anti-oxidant 
Potential（BAP）テストで測定した。そして、酸化ストレス度の判
定区分をそれぞれの測定値により、dROMsテストは200U.CARR未満
をa、200～300をA、301～320をB、321～400をC、400以上をDの 5 区
分に、また、BAPテストは1999μmol/L未満を（-）、2000～2199を（±）、
2200以上を（＋）の 3 区分にし、両者の組み合わせの15を判定区分と
した。【結果】d-ROMsは、全例で330.1±56.8と正規分布したが、女性
で367.7±60.5と男性の314.7±47.6に比較して有意に高値であった（p
＜.0001）。BAPも 全 例 で2150.7±177.2と 正 規 分 布 し た が、 女 性 が
2185.7±172.9と、男性の2136.5に比較して有意に高値であった（p
＜.0001）。判定区分の分布については、a（+）0.2％、a（±）0.5、a（-）
0.2、A（+）10.0、A（±）12.1、A（-）6.0、B（+）5.4、B（±）9.8、
B（-）1.8、C（+）19.9、C（±）16.2、C（-）8.0、D（+）4.2、D（±）
4.9、D（-）0.8であった。したがって、酸化ストレス度については、
最 適 群 のa（+）、A（+） は22.7％、 酸 化 傾 向 のC（+）、D（+） は
60.5、抗酸化力不足のa（-）、A（-）は6.2、要注意のC（-）、D（-）は
10.6と酸化傾向が最も高頻度であった。【結論】酸化ストレス度には
男女差があること、また、今回の判定区分により酸化ストレス度なら
びに抗酸化力のバランスに基づいた個別的な生活習慣の修正指導が可
能になるものと考えられた。

A-24-02
人間ドックにおける血中25-OHビタミンD測定の意義と
判定および指導の問題点
1 東京ミッドタウンクリニック      
2 日本橋室町三井タワーミッドタウンクリニック
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（背景および目的）骨粗しょう症は健康寿命低下の大きな原因であり、
早期発見のためには骨密度、骨代謝マーカーが測定されるが、血中
25-OHビタミンD測定も使用されるようになった。骨粗しょう症は骨
強度の低下と定義され、骨強度には骨密度が 7 割、骨質が 3 割関係し
ている。ビタミンDはその双方に影響する。25OHビタミンD濃度は
30ng/mL以上が正常で、20－30ng/mLは低下症、20 ng/mL未満では
欠乏症と判断される。今回は一般人間ドックにおける25-OHビタミン
D測定の意義と判定、指導に関して検討した。（方法）2021年度より
当院の人間ドックで25-OHビタミンDを測定した57名において、栄養

（アルブミン、カリウム、BMI）、糖代謝（ヘモグロビンA1c）、骨代
謝（補正カルシウム、リン、ALP, 尿中NTx/Cr）、骨密度（橈骨
DEXA）との関連を検討した。（結果）　男性36名（36歳～80歳）での
25OHビタミンD濃度正常、低下、欠乏はそれぞれ17%, 30%, 53%であっ
た。女性21名（26歳～75歳）では、それぞれ15％、33％、52％であっ
た。男女の正常群、低下群、欠乏群での上記の各マーカーの平均値は
骨密度（YAM）も含め正常で有意差は無かった。また骨質低下に関
係する糖代謝異常（ヘモグロビンA1c≧5.6） の割合は各群で40~70%
であった。（考察）男性女性ともに25OHビタミンD濃度が正常な人は
15％－20％までと考えられた。25OHビタミンD濃度低下と骨密度・
骨代謝マーカーが関連しなかったことより、25OHビタミンD濃度に
よるだけの一律のドック判定は過重判定となる可能性が高い。骨密度
や骨代謝マーカー異常や糖代謝異常がある場合には、ビタミンDによ
る骨量増加・骨質改善の可能性もあるため、保健指導を強化するのが
良いと考える。（結語）一般男女ともにビタミンDは低下欠乏状態に
ある。骨密度、骨代謝マーカーや糖代謝指標とともに25-OHビタミン
D測定を使用することにより、より効果的な骨粗しょう症の早期発
見・予防につながる可能性がある。

A-24-01
当院の運動器ドック検診の新たな取り組みについて
トヨタ記念病院   リハビリテーション科
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【はじめに】従来の検診システムは内科疾患に焦点が当たり、骨・関
節疾患などの整形外科疾患に関しては退行性変化として扱われ検診事
業の重要度は占めていないといってもよい状況であった。整形外科疾
患は要介護疾患の原因の 1 位であり、腰部痛・膝関節疼痛が原因で一
時的に休業を余儀なくされる会社員もいる。そこで、企業立病院であ
る当院も社員の健康増進のため整形外科疾患をフォローするため運動
器ドックを立ち上げ、健康寿命延伸・整形外科疾患の予防につなげる
取り組みを開始したので報告する。【方法と対象】運動器ドック検診
の受診者26名を対象とした。検査内容は腰椎・股関節・膝関節のレン
トゲン撮影、運動機能評価として筋力・関節可動域、バランス、ロコ
チェック等の評価を実施した。評価は完全個別的に対応し、運動指導、
ホームプログラムの作成まで実施した。【結果】腰椎変形有64％無
36％、股関節変形有 4 ％無96％、膝関節変形有20％無80％、痛みの有
84％無16％、関節可動域制限有92%無 8 ％、筋力低下有76％無24％、
日常生活動作の制限有40％無60％であった。運動機能は股関節周囲か
ら筋力低下が目立ち、痛みは84％の方に存在し、運動習慣の少なさが
目立つ結果となった。【考察】関節可動域制限、筋力低下は30代から
でも発生し日常生活が自立しているにも関わらず多くの人に存在し、
痛みを抱えながら生活している方も多くみられる。セルフでのスト
レッチ、筋力訓練の方法が分からず、関節変形・筋力低下の進行が進
む方も多くいることが予想される。運動器ドックで評価のみでなく運
動指導も実施することによってセルフマネジメントを可能とし機能改
善が可能となるのではないかと考えられる。
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A-27-03
人間ドックにおける口腔機能低下症の評価について
1 東京医科大学病院      2 東京医科大学病院 健診予防医学センター      
3 東京医科大学医学部口腔外科学分野      4 桐生大学医療保健学部   看護学科

○森
もりみつ

光　麗
れ い こ

子1 　松本　知沙2 　仲井　孝之3 　長谷川　温3 
　濱田　勇人3 　松浦　真理2 　山科　　章4 　河合　　隆2 
　近津　大地3

　
【目的】人生100年時代を迎え、健康寿命の延伸は人間ドックの重要な
役割となりつつある。健康寿命の延伸には口腔機能の維持も重要であ
り、口腔機能低下症は低栄養等やフレイルとの関連が示唆されている
ことから注目されているが、人間ドックでの評価の報告は少ない。本
報告では当院で経験した口腔機能精密検査について報告する。【方法】
2019年 7 ～ 8 月に当院の人間ドックを受診し、当院における口腔機能
精密検査の対象となった50歳以上の男女139名。日本老年歯科医学会
による口腔機能低下症の定義に基づき、その構成要素である口腔不
潔・口腔乾燥・咬合力低下・舌口唇運動機能低下・低舌圧・咀嚼機能
低下・嚥下機能低下の計 7 項目を評価した。 7 項目中 3 項目以上の該
当を口腔機能低下症とし、各項目と口腔機能低下症の頻度を検証した。

【成績】対象139名中、129名（59歳± 7 歳）に口腔機能検査を実施した。
各構成項目中、最も頻度が多かったのは口腔不潔であり115名（89％）、
続いて舌口唇運動機能低下を57名（44％）、咬合力低下を24名（19%）
認めた。また口腔機能低下症は26名（20％）に認められた。【結論】
当院における口腔機能精密検査の結果、約20％に口腔機能低下症を認
めた。健康寿命の延伸において、口腔機能低下症の評価は重要な可能
性があり、人間ドックにおける評価ならび口腔機能改善に向けた指導
の重要性が示唆された。

A-27-02
採血による血管迷走神経反応の実態調査ならびにその対応
について
社会医療法人   三佼会   宮崎総合健診センター

○田
た な か

中貴
き み こ

美子 　大浦　真里 　畑中　智花 　川嶋　純子 
　廣瀬千穂子 　土井　美紀 　尾上恵美子 　武冨　勝郎 
　宮崎　雅也 　野俣浩一郎
　

【背景】採血現場においては血管迷走神経反応（vasovagal reaction：
以下VVR）は採血時の副作用として最も発生頻度が高いと報告され
ている。宮崎総合健診センター（以下当センターと称する）でも採血
後、発症する事例が年に数回ある。予防策として採血前にVVRの既
往の有無を確認し既往がある方は臥床にて採血を実施し、VVR発生
時には看護師が車椅子に乗せ臥床させ医師へ報告し判断をもらってい
るが明文化されていなかった。

【目的】当センターでの過去 2 年間のVVRの実態調査を実施し、その
傾向について考察し対応策を作成して明文化する。

【方法】2018年 4 月～2020年 3 月の 2 年間に当センターを受診し採血
検査を受けた18歳～83歳の18,662人（男11,132人女7,530人）を対象と
した。独自でVVR発生時のバイタルサイン測定・症状転帰までの経
過を記録する用紙を作成し記入した。調査項目は、発生数・性別・年
齢・症状・VVRの既往の有無とした。

【成績】今回の調査から当センターでのVVRの発生は　21件（0.11％）、
うち男性 9 人（0.08％）女性12人（0.16％）と有意差は無いものの女
性に多い傾向で、また年代別では、特に20代～30代は17人と多くを占
めていた。VVR症候群の程度別分類では全例が 1 度で顔面蒼白、気
分不快で 5 分から10分程度臥床して、回復している。Ⅱ度・Ⅲ度の症
状を起こした受診者はいなかった。VVRを発症した21人のうち10人
はVVRの既往があり、臥床状態での採血であったが気分不快の訴え
があった。

【結論】当センターでの採血時のVVR発生頻度は高頻度ではないが、
特に初回受診者のうち若年者、女性に注意する事と、またVVRの既
往がある受診者は臥床状態で状態観察をしながら採血する事が重要で
あることがわかった。「採血によるVVR対応策」と「VVR発生記録用
紙」を作成することで経験年数に関わらずスタッフ間で同じ対応がで
きるようになった。

A-27-01
特定健康診査質問票における行動変容ステージと生活習慣
病や生活習慣との関連について

（公財）田附興風会   医学研究所   北野病院   健康管理センター

○遠
えんどう

藤真
ま き こ

紀子 　今田　祐子 　高森　行宏
　

【目的】特定健康診査の標準的な質問票に回答された行動変容ステー
ジ別に生活習慣病や生活習慣に差があるかを検討した。【対象と方法】
2019年 4 月～2020年 3 月に人間ドックを受診した40～79歳2926人（男
性40～50代761人、60～70代834人、女性40～50代746人、60～70代585
人）。動脈硬化リスク因子はMetSの診断基準に準じ、生活習慣は特定
健診における「標準的な質問票」で評価した。無関心期（A群）、関
心期・準備期（B群）、実行期・維持期（C群）の 3 群に分けて解析し
た。【結果】男性40～50代：B群は腹囲が大きく、HDL-C低値、TG高値、
20歳時より体重増加があり、運動習慣・身体活動が少なく、就眠前の
食事、朝食を抜く習慣が多かった。C群は喫煙者が少なかった。女性
40～50代：B群はBMIや腹囲が大きく、拡張期血圧高値、HDL-C低値、
LDL-C・TG・FPG高値が多く、20歳時より体重増加があり、運動習慣・
身体活動が少なかった。A群に高血圧症や脂質異常症が少なかった。
男 性60～70代：B群 はBMIや 腹 囲 が 大 き く、HDL-C低 値、TG・ γ
-GTP高値・MetSが多く、20歳時より体重増加があり、運動習慣・身
体活動が少なく、就眠前の食事、朝食を抜く習慣が多かった。A群に
喫煙者が多く、脂質異常症が少なかった。C群に心血管疾患の既往が
多く、飲酒習慣が少なかった。女性60～70代：B群にMetSが多く、
20歳時より体重増加があり、運動習慣・身体活動が少なかった。A群
はBMIや腹囲が小さく、脂質異常症が少なかったが、喫煙者や飲酒習
慣・飲酒量が多かった。【結論】行動変容ステージの関心期・準備期
にある受診者は、すでに肥満や生活習慣病があり、生活習慣に問題の
ある傾向があった。健診の結果を説明する際には行動変容ステージを
把握し、適切な指導を行うことが必要と思われた。　

A-26-01
大学生と「健康食モデル」を共同開発した取り組み～フレイ
ルの認知度向上のための啓発活動～
1 社会福祉法人   聖隷福祉事業団   保健事業部   聖隷予防検診センター      
2 社会福祉法人   聖隷福祉事業団   保健事業部   聖隷健康診断センター      
3 社会福祉法人   聖隷福祉事業団   保健事業部

○池
い け や

谷　佳
か よ

世1 　平野　尚美1 　木下裕香子1 　今村　綾子3 
　池田　孝行1 　森　　厚嘉1 　武藤　繁貴2 　福田　崇典3

　
【背景・目的】
当施設ではドック利用者のうち、65歳以上かつBMI20以下の方に管理
栄養士が指導を行っているが、面談時フレイルの認知度が低いことを
感じている。フレイルへの理解が予防につながると考え、健康啓発活
動を協働で行っている近隣大学看護学生と連携し、フレイル認知度向
上を目的とした健康食を共同開発した。

【取り組み】
学生にフレイルの現状と課題を伝えた後、ドック時に提供する食事を
学生が考案、管理栄養士が監修し健康食を開発した。あわせて健康食
をドック利用者に提供する際、フレイルに対するアンケート調査を
行った。

【対象】
2021年 3 月 1 日～31日に当センターにてドック食を喫食した1,422名。

【結果】
対象期間内の喫食者1,422名のうち有効回答は1,242名（87.3％）となり、

「以前からフレイルという言葉を知っていたか」という質問に対し「知
らない」が72.1％であり、年代別では20代61.5％、30代70.5％、40代
75.8％、50代71.3％、60代73.1％、70代以上68.8％と年代別認知度の差
は見られなかった。なお、「内容についてある程度理解している」は
11.9％、「内容について十分理解している」は5.1％であった。フレイ
ル予防として初めて知った項目は「『さあにぎやか（に）いただく』
の頭文字から始まる10種類の食品を意識する」が70.5％と最も高く、
今後の食生活で実行が困難な項目としても同設問が72.6％と高かった。

【考察】
喫食者の 7 割がフレイルを知らないと答えており、認知度は総じて低
いことから、対象年齢である高齢者のみならず若い世代からのフレイ
ルに対する教育が必要と考えられる。さらに「10種類の食品を意識す
る」ことについて実践困難な項目となったことから、実践につなげる
方法を検討することが必要である。

【結語】
全年代における認知度を上げる介入と、10種類の食品を意識できる保
健指導の構築が必要である。
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B-1-02
人間ドック，健康診断におけるeGFR（推算糸球体濾過量）
と関連データの分布調査
国際医療福祉大学   熱海病院   予防医学センター
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波 　梶　　寿代 　杉山さおり 　谷山　由季 
　長田　若奈 　藤原　鮎美
　

【目的】
eGFRと関連データの分布の実態を把握し，腎機能低下を防ぐために
効果的な保健指導の検討及び質の向上を目的とする．

【方法】
対象者は2018年 4 月 1 日～2019年 3 月31日にA病院の人間ドック・健
康診断受診者．30～74歳．男性：2,974名，女性：2,447名，計5,421名． 
eGFR（推算糸球体濾過量）（以下eGFR）を測定していない受診者は
除外．対象者をeGFR異常あり群（eGFR59.9mL/分/1.73m 3 以下）（以
下単位は省略）とeGFR異常なし群（eGFR60.0以上）の 2 群に分け，
人間ドック・健康診断データを抽出，χ 2 乗検定， 2 項ロジスティッ
ク回帰分析を用いて，eGFRを低下させる因子を分析した． 

【成績】
異常あり群では男性は60歳代が最も多く，次いで50歳代が多かった．
女性は50歳代が最も多く，次いで60歳代が多かった．eGFRを低下さ
せる因子は「尿蛋白（+）以上」「尿酸8.0mg/dl以上」「血圧内服あり」

「心疾患既往あり」「30分以上の運動あり」「脂質服薬あり」「腹部超音
波腎臓所見あり」が有意な関連性があると認められた．

【結論】
腎機能低下予防では，尿酸値上昇の抑制，高血圧・脂質異常症の内服
や心疾患発症に至る前段階での介入，これら疾患の重症化予防のため
の服薬コントロールの確認と指導が重要である．メタボリックシンド
ローム予防の徹底，腎機能を低下させないための運動指導では適切な
負荷の運動強度になるよう詳細な聞き取りが必要である．尿蛋白（+），
腹部超音波検査にて腎臓所見を認める者へは，定期的な検査の推奨や
受診勧奨を行い，疾病の早期発見や早期治療につなげることが重要で
ある．特に，尿蛋白（±）以下の者へは，他のeGFR低下要因の有無
を確認し，eGFR低下リスクを判断する必要性がある．上記の予防的
介入を，男女ともに50歳より前のできるだけ早い段階から行うことで，
将来的な腎機能低下の予防につながると考えられる．

B-1-01
保健指導の多言語化に向けた取り組み
1 一般財団法人健康医学協会   東都クリニック   保健指導室      
2 学校法人青淵学園   東都大学   幕張ヒューマンケア学部   看護学科      
3 NPO法人生体機能探査推進機構

○清
きよかわ

川　拓
た く ま

馬1,2,3 　小池　有紗1 　谷井のりこ1

　
【目的】当協会に所属する東都クリニック及び霞が関ビル診療所は、
人間ドック及び各種健診を取り扱っている。各施設は、最寄り駅から
至近にあることやオフィスが数多く周囲にあることから、利用者の多
くは企業の従業員やその被扶養者である。その中には、就労のため来
日している外国人もその割合は少なくない。さらに、その利便性を生
かして、海外からの人間ドック・健診利用者の受入も実施した実績が
ある。また、それに伴い、特定保健指導においても、日本語を母国語
としない利用者の受入実績も少なからずあるなど、利用者の利便性の
向上に向け、多言語への対応は必須と考えられる。そこで、保健指導
室として、保健指導実施時に活用できるパンフレットの作成を行った。

【方法】現在、保健指導室にて日本語で作成している特定保健指導用
のパンフレットを参考に、A4両面で作成を行った。使用した言語は、
多くの利用者が理解可能である英語を採用した。

【結果】内容は、内臓脂肪のタイプ、 1 日の運動量や10分でできる運
動の目安、塩分摂取量の目安、高血圧について、間食における熱量の
目安、 1 日のアルコール摂取量の目安を中心にし、特定保健指導だけ
でなく、保健指導全般に使用する事が可能なように配慮した。また、
視覚的に理解できるようイラストや図を適宜使用した。

【考察】利用者の利便性を考え、A4の両面で作成を行ったため、多く
の情報を乗せることは出来なかったが、保健指導の導入として使用す
る事が出来る内容であると考える。今後、比較的利用者の多い中国語
版やそれぞれの内容に合わせた詳細版を作成し、利用者の利便性の向
上に役立てたい。

A-27-05
睡眠と生活習慣病の関連性を検討する後向き研究
一般財団法人   近畿健康管理センター

○長
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子 　戸田　恵美 　今西　　翠 　林　　博子 
　澤井　宏文
　

【目的】睡眠不足は高血圧、糖尿病などの生活習慣病や体重増加との
関連があることが指摘されている。当センターの人間ドック受診者に
おいて、睡眠時間と検査項目の関連について検討する。

【対象と方法】対象は2014年 4 月から2020年 3 月までに近畿健康管理
センター大阪事業部でドック健診を 5 回以上受診された男性のうち、
高血圧、糖尿病、脂質異常症、高尿酸血症、虚血性心疾患、脳梗塞の
治療中または抗血栓治療中の例を除く1172人で、年齢は27-74歳で中
央値47歳であった。睡眠時間は、 6 時間未満が 5 回以上と、 6 時間以
上のみの 2 群に分類し、BMI、血圧、脂質（LDLコレステロール、
HDLコレステロール、中性脂肪）、肝機能（AST、ALT、γGTP）、
クレアチニン、耐糖能（空腹時血糖、HbA1c）、尿酸との経年的変化
について検討した。

【結果】 6 時間未満の睡眠を継続した群では、 6時間以上の睡眠を継続
した群に比べて、BMIと空腹時血糖、HbA1cの増加が目立った。また、
6 時間未満の睡眠を継続した群のうち、飲酒習慣がある例ではBMIが、
さらに毎日の飲酒習慣がある例は空腹時血糖とHbA1cが増加する傾
向を認めた（線形混合モデル）。

【結論】短時間睡眠を継続している例では、BMIや耐糖能異常をきた
すリスクが高く、飲酒習慣によってさらにリスクを高める可能性があ
ることが示唆された。

A-27-04
大規模健診データを用いた生活習慣の問診結果の時系列変
化の解析
一般社団法人   日本健康倶楽部

　山本　　茂 ○折
お り も

茂　　淳
あつし

 　下総美奈子 　宮　　哲正 
　千代　　満 　吉崎　祐子 　山口　宏茂 　高橋　　弘 
　山元　紀子 　宮里　明子
　

【目的】生活習慣の問診結果の時系列的な変化の傾向を調べるべく、
巡回健診データを基に解析した。【対象及び解析方法】対象は2014年
度から2019年度に当社団が実施した巡回健診を受診した者のうち、20
歳以上で性、年齢、問診結果のデータが揃っている3,862,063人とした。
問診は厚生労働省の標準的な質問票の生活習慣を尋ねた項目のうち、
当該期間中に質問内容が変わっていない13項目を解析に使用した。解
析は男女別に 5 歳刻みの年齢区分毎に実施し、各年度の回答状況を比
較した。集計にあたっては、食事速度は「速い」と答えた者、飲酒頻
度は「毎日」と答えた者、飲酒量は「 2 ~ 3 合未満」と「 3 合以上」
と答えた者、改善意欲は「既に改善に取り組んでいる（6か月未満）」
と「同（6か月以上）」と答えた者、それ以外の項目は「はい」と答え
た者の割合を求めた。【結果】2014年度から2019年度にかけての変化
の傾向は以下の通りとなった。喫煙習慣は男女とも若年者では減少傾
向を、高齢者では増加傾向を示した。体重増加は男女とも全年代で増
加傾向を示した。運動習慣は男女とも若年者と75歳以上では増加傾向
を、65～74歳では減少傾向を示した。歩行習慣は男女とも全年代で増
加傾向を示した。歩行速度は男女とも若年者で増加傾向を示した。食
事速度は男女とも若年者で減少傾向を示した。遅い夕食は男性の50～
69歳と女性の35～54歳で増加傾向を示した。朝食抜きは男性の40～74
歳と女性の30～39歳で増加傾向を示した。飲酒頻度は男女とも若年者
では減少傾向を、高齢者では増加傾向を示した。飲酒量は男性の60～
74歳で増加傾向を示した。睡眠休養は男女とも高齢者で減少傾向を示
した。改善意欲は男女とも全年代で増加傾向を示した。指導利用は男
女とも全年代で減少傾向を示した。【考察】生活習慣の問診結果の時
系列的な変化の傾向や年代による特徴を知ることは、受診者指導を効
果的に行うために有用だと考える。
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B-1-06
当センター受診者の高血圧予防に向けた保健指導の視点を
考える～肥満との関連から～
一般財団法人   ハスカッププラザ   苫小牧市保健センター

○湯
ゆ む ら

村　香
か す み

純 　草なぎ喜久子 　安達　真里 　深澤ゆかり 
　梅本　祐子 　常見　敦子 　星　　理沙 　増田　雄仁
　

【目的】当センター受診者の高血圧予防に向けた保健指導の視点を考
える。【対象及び方法】2019年度に当センターを受診した20～64歳の
男性28,094名のデータを用いた。 1 肥満と血圧の関連を調査。（以降、
肥満は腹囲85cm以上、BMI25以上いずれかを超えた者とする） 2 肥
満と食習慣（特定健診質問票項目）との関連を調査。 3 年代別食習慣
の傾向を調査。 4 肥満者と非肥満者における血圧平均値の年代別傾向
を調査。1,2についてはt検定（有意水準 5 ％）を用いた。【結果】 1
肥満の場合、血圧平均値が有意に高かった（p＜0.05）。 2 早食い、間
食があると、腹囲、BMIの平均値が有意に高かった（p＜0.05）。 3 年
代別食習慣の傾向では、すべての年代で75％以上に早食いが見られ、
20代、30代の80％以上に間食がみられた。 4 肥満者と非肥満者におけ
る収縮期血圧平均値の差は、BMI25以上とBMI25未満を比較した場合、
20代11.8mmHg、30代13.0mmHg、40代12.0mmHg、50代8.2mmHg、
60代4.4mmHgで、30代で最も大きかった。腹囲85cm以上と腹囲85cm
未満の比較、拡張期血圧においても同様の結果だった。BMI25以上の
30代における収縮期血圧平均値は、129.2mmHgだった。【考察】肥満
は高血圧発症危険因子であると「高血圧治療ガイドライン2019」にも
示されているが、当センター受診者においても関連性が明らかになっ
た。肥満につながる食習慣では、20代、30代から早食い、間食の傾向
がみられた。肥満者と非肥満者の血圧平均値の差は30代で最も大きく、
特に30代肥満者の血圧平均値はすでに高値血圧に近い値だった。この
ことから若い年代の肥満が血圧に与える影響は大きいと考えられる。
当センター受診者に対する高血圧予防に向けた保健指導の視点として
は肥満予防であり、特に若い年代からの早食い、間食の改善が必要で
あることがわかった。

B-1-05
人間ドック受診者のアンケート調査から考える保健指導
JA長野厚生連   長野松代総合病院   健康管理部

○千
ち の

野　由
ゆ ま

麻 　工藤　景子 　中村よし子 　福澤　雄一 
　小林　　靖 　酒井　寿明
　

【目的】当院人間ドックでは、健診当日に保健指導を行なっている。
今回、受診者の保健指導実践状況や要望を明らかにすることを目的に
受診者アンケートを実施し、今後の保健指導内容について検討したの
で報告する。【対象】2020年 9 月24日～10月15日に当院人間ドック（日
帰りドック・宿泊ドック）を受けた200人。2019年度にも当院人間ドッ
クを受けている受診者とした。【方法】研究に協力を得られた受診者
に対しアンケート調査を実施。人間ドックを受診する理由をはじめ、
昨年の保健指導内容や保健指導に求めるものなどを質問し、その結果
を分析した。【結果と考察】受診者の受診回数は、 5 回以上受診して
いるリピーターが 8 割を占めていた。人間ドックを受ける理由は「現
在の自分の体を把握したい」の回答が多く、受診者の健康意識が高まっ
ている健診当日は、保健指導を行う良いタイミングであり、保健師の
関わりの重要性を再確認した。当院を受診する理由は「前回の結果と
比較できるから」の回答が多く、昨年から自分の体に変化はないのか
確認することを重要視しており、リピーターが多い理由のひとつと考
えられた。受診者が保健指導に求めるものとして、運動や食事内容を
上回り「現在の体の不調について聞いてほしい」の回答が多かった。
体の不調を含めた受診者の話に耳を傾ける姿勢が受診者との信頼関係
につながり、その後の有効な保健指導へと繋がると考えられた。昨年
の保健指導内容は、運動の指導が多く、継続できた期間も短かったこ
とから、運動習慣づくりの難しさが推察された。保健師に求める支援
として「自分の生活習慣に合った具体的な目標をみつけたい」の回答
が多く、受診者が自身の生活を振り返り、実践可能な目標を見つけら
れるような支援が必要であると考えられた。また、受診者から「保健
指導内容が印刷された用紙が欲しい」と多くの回答があったことから、
自身の目標を可視化する工夫も今後の課題である。

B-1-04
『生活改善指導』の導入1年後の現状と課題
浩生会スズキ病院   健診センター

○増
ま す だ

田　秀
ひ で こ

子 　栗原いくみ 　鈴木　牧子
　

【はじめに】当センターでは、「やりっぱなしにさせない健診」を目指
し、『生活改善指導』と称して保健指導（以下、指導）を行っている。
この指導は、人間ドック受診者のうち脂質・糖代謝が再検査判定であっ
た受診者を対象としており、2020年 3 月から2021年 1 月末日までで延
べ489人に実施した。これまで、契約健保への特定保健指導は行って
きたが、人間ドック受診者へのサービスとして指導するのは初めての
試みであった。業務として定着させるにあたり、保健師から指導未経
験の看護師へレクチャーし、業務手順、資料作成、事務スタッフとの
連携など試行錯誤を繰り返しながら指導基盤を構築することができた
ため、報告する。【方法】保健師・看護師の聞き取り調査を実施し、
自由意見を聴取するとともに、指導件数・内容・時間などを分析した。
これらの総合的観点からこれまでの軌跡を振り返り、来年度への改善
策を検討した。【結果・考察】聞き取り調査の結果、やりがいを感じた、
思ったより熱心に指導に興味を持ってくれる受診者が多かったなどの
ポジティブな意見が多く得られた。また、昨年指導を受けた方の中で、
今年度の採血データが大幅に改善しているケースも認められた。この
ことから、指導することで保健師・看護師のやりがい向上や受診者の
健康増進に寄与できていると考える。その一方、指導依頼が重複した
際の困難感、受診者の待ち時間に対する懸念、指導への自信のなさ、
無関心期の受診者への対応の難しさについても意見が上がった。上記
の結果から、自信向上のため『情報共有カード』を作成し、指導での
疑問や不安を気軽に共有できるようにした。また、指導の待ち時間の
調整や、受診者が指導を受けるか否か意思決定しやすい案内方法など
工夫をした。【結語】保健師・看護師がやりがいを感じながら指導を
行える環境を整え、受診者の要望に柔軟に対応できるスズキ病院オリ
ジナルの保健指導を提供していきたい。

B-1-03
咀嚼の状態と生活習慣との関連からメタボリックシンド
ローム予防について考える
1 秋田赤十字病院   健康増進センター      2 秋田赤十字病院   薬剤部

○鈴
す ず き

木　暁
あ き こ

子1 　松橋利香子1 　生田　京子1 　佐藤　優弥2 
　菅原まゆみ1 　松田亜希奈1 　村田　雅彦1

　
【背景および目的】秋田県の平成30年度歯科保健対策施設報告書によ
ると、秋田県民は未処理歯数・喪失歯数ともに全国平均より明らかに
多い。また秋田県のメタボリックシンドローム（MetS）及び予備軍
は増加傾向にあるため歯とMetSに関してより効果的な保健指導をし
ていく必要があると考えた。そこで、咀嚼の状態と生活習慣との関連
について明らかにし、今後のMetS予防のための保健指導に役立てる
ことを目的に研究に取り組んだ。【対象】平成31年 4 月～令和 2 年 3
月A病院Bセンター受診者のうち40歳から74歳の9056名を対象とした。

【方法】対象をMetS群・非MetS群に分けた。さらに秋田県の未処理
歯数が急増する60歳以上と60歳未満に分け、咀嚼問題あり・なしと生
活習慣との関連について分析した。【結果】対象を 4 群に分けて分析
した結果、全ての群において、喫煙する、睡眠不十分、就寝前 2 時間
以内に夕食をとる生活習慣と咀嚼の状態に関連がみられた。【考察】
喫煙はがんや動脈硬化等に影響がある事が知られているが、行動変容
に結びつきにくい。歯科保健行動は行動変容が比較的容易と言われて
おり、喫煙が歯周病や歯の喪失につながっていくことはイメージしや
すいため、歯に着目したアプローチ方法による禁煙指導も有効と考え
る。睡眠不足は身体の免疫力低下の原因となり、歯周病菌にも感染し
やすくなる。睡眠時間は短すぎても、長すぎても、死亡率が上昇する
などの健康問題に影響を及ぼすと言われており、生活習慣病や歯周病
予防のためにも十分な睡眠が必要となることを伝えていかなくてはな
らない。また、就寝前の食事は肥満の要因となり、口腔環境も悪化さ
せる。唾液には歯周病菌が増えないようコントロールする働きがある
ため、虫歯を予防していくためには歯磨きだけではなく夕食をとる時
間も大切である。夕食は早めにとり、寝る 2 時間前には歯磨きができ
るよう保健指導していく必要がある。
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B-1-10
血糖コントロール不良症例の検討～HbA1c8.0以上の受
診者の実態分析から～
一般社団法人   ぎふ綜合健診センター

○和
わ だ

田　明
あ け み

美 　加藤　静子 　嶋　かなえ 　高橋智恵美 
　秦　　秀男 　鉄田　大輔 　五十部　潤 　上村　博幸
　

【目的】糖尿病は年々増加傾向にあり、血糖コントロール不良症例も
多く見られることからその実態を探り今後の支援について検討した。

【対象・方法】2019年度人間ドック受診者（A）のうち、HbA1c が8.0
を超えた100例（B）とし、Bを治療群（C）非治療群（D）に分け健
診結果や生活状況等を比較検討した。

【結果】 1 ．BはAの1.2％で、男性が多く45歳～54歳が全体の約半数
を占めていた。 2 ．Bの検査項目別有所見者割合は、女性の腹囲でA
の約 6 倍、BMI、中性脂肪、HDL、肝機能（AST、ALT）が 2 倍余
であった。 3 ．C群・D群別検査結果について（1）年齢別では49歳以
下がC群で21.2％に対しD群では53％と 2 倍以上であった。（2）検査
項目別平均値は、D群で空腹時血糖、HbA1c、BMI、中性脂肪、
HDL、LDL、肝機能で高く、さらにHbA1c10.0 以上の割合も高かった。

（3）問診情報から食生活状況を見ると、D群ではいずれの項目もよく
ない習慣の割合が高かった。（4）20歳から10kg以上の体重増加は、C
群62.1％、D群76.5％に見られた。

【考察】今回の対象者のうちC群では 3 割程度が保健指導を受けてい
たが、D群では全員が受けていなかった。またD群は49歳以下の若い
年代が多く、身体的特徴として肥満、肝障害、脂質異常、HbA1c10.0
以上の割合も高く、今後合併症を起こす危険もあり保健指導は必須と
考えられた。現在、人間ドック受診時にHbA1c10.0以上の者には当日
指導体制を取っているが、今回の実態を踏まえHbA1c8.0以上の者に
対して、医師による当日結果説明とともに保健指導を行い、さらに 3
～ 4 ヶ月後の再指導体制について検討したい。
また、C群においてもHbA1c8.0以上が 3 年以上続いている者が 7 割と
多く、通院し服薬はしているが生活改善ができてない、保健指導を行っ
ても内服中を理由に改善行動につながらない等の実態があった。治療
中の者に対しても同様の支援体制を整備し適切な医療機関での治療、
生活指導につなぐ支援が必要と考えられた。

B-1-09
健康診断における検査異常パターンを用いた体内における
酸化ストレスおよびインスリン抵抗性の亢進状態について
の考察　2
公益財団法人   高知県総合保健協会

○平
ひ ら い

井　　学
まなぶ

　
【目的】強力な酸化作用を有する喫煙習慣の有無および抗酸化作用を
有する高尿酸血症の有無と検査異常パターンの関係から酸化およびイ
ンスリン抵抗性について考察した

【対象および方法】当協会で健診を受診した487067名、男性 （非喫煙
159539名 喫煙89346名） 女性（非喫煙219094名 喫煙19088名）。尿酸を
含む254848名（男性122006名、女性132842名）。関連演題 1 と同様に、
非喫煙群と喫煙群、尿酸正常群と高尿酸群のパターンプロセスを推定
し、 1)2) 比較を行った。

【結果および考察】喫煙の有無群別のパターンプロセスでは、喫煙群
で全てのパターンで早期化が生じ、非喫煙群と比較して10年の寿命の
短縮が推定される。女性も同様の傾向ながら、男性より顕著で、50歳
までの遅延傾向が消失し、喫煙の酸化的影響はエストロゲンの抗酸化
作用を凌駕するものと考えられる。尿酸有所見者数は、男性28681人

（23.5%）,女性3382人（2.5%）と性差が存在し、尿酸値と年齢との関
係に相関性は無く、健診項目において特異な性質を有する。男性の年
齢階級別有所見率は15-20％程度を基礎に、若壮年層で10％程度増加
する傾向を示し、増加分も含め肝機能異常を有するものが多くを占め
る。女性も50歳以降肝機能異常を有するものに高尿酸血症の増加を認
めるようになる。高尿酸血症群において糖尿病の重症化例は少なく、
インスリン抵抗性亢進時に存在する酸化ストレスに呼応して、抗酸化
機能を有する尿酸がホメオスターシスの一環として上昇している事が
示唆される。高尿酸血症は尿酸値単独の低下よりも、インスリン抵抗
性の改善に向けた生活習慣の改善が優先されるべきである。
参考文献　1）パターンプロセス理論から見た喫煙毒性-健康診断にお
ける検査異常パターン別寿命短縮効果および性差について,高知県医
誌,2019. 2）健康診断における検査異常パターンの推移を用いた血管
イベント予防のための介入ポイントについての考察,高知県医誌,2020. 

B-1-08
健康診断における検査異常パターンを用いた体内における
酸化ストレスおよびインスリン抵抗性の亢進状態について
の考察�1
公益財団法人   高知県総合保健協会

○平
ひ ら い

井　　学
まなぶ

　
【目的】体内の酸化ストレスおよびインスリン抵抗性の亢進状態は、
血管イベントの発生、老化、発がん等影響が多岐にわたるにも関わら
ず、健康診断の汎用検査項目からこれらが具体的に把握示唆される例
はなかった。今回検査異常パターンの関係から酸化およびインスリン
抵抗性について考察した。

【対象および方法】当協会で健診を受診した487067名（男性248885名 
49.3±16.6歳 女 性238182名 53.5±16.4歳 ）、 素 因 型（ 血 圧, LDLC, 
HbA1c）生活習慣型（GPT,γGTP,TG）全 6 項目の判定基準値以上
を有所見とし、異常無しおよび有所見項目で形成する全64パターン群
について、男女別に平均年令、平均BMIを求めパターンプロセスを推
定した。 1)2) 

【結果および考察】男性は主に30歳代から、GPT,γGTP,TG,LDLCで
構成される基本パターンを有するようになり、各基本パターンに高血
圧が先に、次に耐糖能異常が加わるプロセスと、耐糖能異常が加わる
プロセスの存在が推測され、いずれも各基本パターンの肥満度を起点
に体重増加に伴って進展してゆく。女性は50歳以降に基本パターンが
遅れて出現し、高血圧および耐糖能異常が加わるプロセスはその後急
速に進行する。この遅延する傾向には、女性ホルモンの抗酸化作用の
関与が考えられ、GPTを含む基本パターンのプロセスは酸化の亢進
状態を反映しているとみなされる。生活習慣型の検査異常（特に
GPT）を含む基本パターンのプロセスは高血圧および耐糖能異常の
出現が早期化し、インスリン抵抗性の関与が疑われる。耐糖能異常に
至る二系統のプロセスはインスリン分泌能の違いによると推測され
る。酸化ストレスおよびインスリン抵抗性の亢進状態に相当する検査
異常パターンの把握は、保健介入上重要とみなされる。
参考文献1）健康管理の為のパターンプロセス理論の構築, 高知県医
誌、2015. 2） パターンプロセス理論にもとづく健康診断受診者の加齢
加速度および老化年齢の推定,　高知県医誌,2017

B-1-07
当院受診者の生活習慣－2017年度から3年間の特定健診
問診票22項目の集計結果から－
1 組合立諏訪中央病院   ドック健診センター      2 組合立諏訪中央病院

○両
もろずみ

角さゆり1 　滝沢　文枝1 　相原　優子1 　川島　典子1 
　寺島　悠那1 　百瀬　智香1 　佐藤まり子1 　吉澤　　徹2

　
【目的】当院受診者の生活習慣の傾向を特定健診問診票22項目を用い
て検討する。

【方法】2017年度から2019年度に当院を受診し特定健診問診票に回答
した全ての健診者（年齢を問わない）を対象とした。各項目の回答の
割合を年度別に集計し、2017年度については同年NDBオープンデー
タ長野県と比較した。

【結果】対象者総数の55％は男性で、40代中心に山型分布を示し、40
代50代で半数を占めていた。2017年度のメタボリック判定該当者は
11.4％、予備軍10.2％、積極的支援該当者は8.4％、動機づけ支援該当
者7.3％で、年々増加していた。

「現在たばこを習慣的に吸っている」について2017年度は23.7％で県
21.1％に比べて多く、年々減少傾向であった。運動に関する項目は
2017年度は「 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」20.2％、「日常生活において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」37.1％「ほぼ同じ年齢の同性と
比較して歩く速度が速い」43.8％と県（26.0％、41.2％、45.9％）を下回っ
ており年度により増減していた。食事に関する項目は2017年度「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」30.0％、「夕
食後に間食（3食以外の食事）をとることが週に 3 回以上ある」
16.8％、「朝食を抜くことが週に 3 回以上ある」18.7％と県（26.0％、
14.2％、12.5％）より多く年度により増減していた。「睡眠で休養が十
分とれている」は2017年度64.3％で、県66.8％より少なく年々減って
いた。

【結論】県に比べて当院受診者は、夕食が遅く、夕食後に間食をとり、
休養が十分でなく、朝食を食べない生活が想像された。喫煙者も県に
比べて多かった。メタボリック判定、特定保健指導ともに該当者が増
えていた。メタボリックシンドロームを防ぐために、生活習慣の改善
により一層力を入れる必要がある。
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B-1-14
当院の「職員健康サポートプログラム」の成果と今後の課題
1 医療法人社団美心会   黒沢病院付属ヘルスパーククリニック   メディカル
フィットネスValeoPro      2 医療法人社団美心会   黒沢病院   統括技術室      
3 医療法人社団美心会   黒沢病院

○横
よこやま

山　　勇
いさむ

1 　木内絵里香1 　高柳亜理沙1 　三輪　篤史2 
　黒澤　　功3

　
【緒言】当法人は、職員の健康保持・増進を重視し、働きやすい病院
づくりに取組んでいる。昨年より産業医、臨床認定心理カウンセラー
らによる健康管理室を設置し、職員健診では必要な二次検査の受診勧
奨を強化して受診率100％を達成した。また2018年および2020年には、
健康経営優良法人ホワイト500の認定取得をしている。現在は、二次
検査該当者の減少に向けて取り組んでいる。【目的】2020年11月より
始動した「職員健康サポートプログラム」の成果と今後の課題につい
て検討したので報告する。【対象】2020年 4 月の職員健診受診者で、
生活習慣の改善の必要があると健康管理室が判断した297名中、本プ
ログラムに参加した約120名。【方法】本プログラムでは、参加者が当
院併設のメディカルフィットネスジムにて 2 ヵ月間、決められた約 1
時間の運動メニューを実施し、管理栄養士による栄養指導を受ける。
運動内容は開始時に健康運動指導士が指導し、 2 回目以降は自分の実
施できる頻度と時間で自由に運動を行う。栄養指導は期間中、希望者
に対して実施した。体重、体組成、血圧などの測定と血液検査は、期
間前後に実施した。期間中の運動頻度、合計消費カロリー、栄養指導
の有無などと、期間前後における各測定値の変化について検討した。

【結果】運動頻度や合計消費カロリーが高いと、体重および体脂肪量
が減少する傾向が認められた。合計消費カロリー2000Kcal以上で、か
つ栄養指導を受けた参加者は、そのどちらか一方の参加者よりも、さ
らに体重および体脂肪量が減少する傾向が認められた。一方で、第 1
および第 2 クールの参加者合計81人中、運動頻度 3 回未満は33人、プ
ログラム終了時のデータ記録の無い者が25人に達した。【結語】本プ
ログラムは、限られた期間での自由度の高い内容ではあるが、体重や
体脂肪の減少に効果が期待できると考えられる。参加者の運動頻度や
消費カロリーを増やすことが課題である。

B-1-13
保健指導の満足度の向上を目指して
社会福祉法人   恩賜財団済生会支部   神奈川済生会   神奈川県病院   予防医
療センター

○根
ね ぎ し

岸由
ゆ り こ

理子 　渡辺　志穂 　淺井　実里 　岡元　幸子 
　金好　有香 　水野伊津子
　

【目的】保健指導の満足度を調査し、課題を抽出することで指導内容
の向上を図る。【方法】保健指導の質向上を目指して 1 「事例検討会
の充実」、 2 「栄養指導対象者の選定基準の見直し」、 3 「必要な受診
者に保健指導と栄養指導の両指導を実施」に取り組みその成果を受診
者満足度から評価する。【調査期間と対象者】 1 回目2020年10月12日
～11月 6 日人間ドック139名、 2 回目2021年 2 月15日～ 3 月12日人間
ドック75名。得られたデータのうち数値化できるものは単純集計、ク
ロス集計を行い、自由記載については言葉の意味をそのまま質的機能
的に整理し、 2 回の調査結果を比較検討した。【結果】健康の理解に
ついて「とても思う・思う」は10月98.5％、 2 月98.7％であったが、
そのうち「とても思う」については10月35.3％であったのに対し 2 月
は41.3％であった。方法の獲得度について「とても思う・思う」は10
月88.2％、 2 月92.0％であったが、そのうち「思う」は10月14.7％、
2 月21.3％であった。次回の利用希望は「とても思う・思う」は10月
91.2％、 2 月86.7％であったが、そのうち「とても思う」は10月
19.9％、 2 月25.3％であった。【考察】健康の理解と方法の獲得度につ
いて、 2 月のほうが「とても思う」が上昇している。これは定期的な
カンファレンスを通して指導スタッフが情報を共有でき実践に活かせ
ることができたこと、また栄養指導の選定や保健栄養両指導を実施し
たことで受診者により合った情報提供ができたのではないかと考え
る。今回、年代別やメタボリック判定別などで満足度を比較しなかっ
た。得られた情報をより整理し、今後、保健指導の選定の必要性や対
象に合わせた保健指導の工夫について取り組んでいきたいと思う。ま
た次年度は、指導内容がどの程度受診者に伝わっているかを把握でき
るようなアンケートに内容を変更し、さらに指導の質の向上に努めた
いと思う。

B-1-12
取り下げ

B-1-11
健康管理センターでの管理栄養士の関わり
静岡済生会総合病院   健康管理センター

○増
ま す だ

田真
ま ゆ み

由美 　池田　祐里 　中村　有美 　石川　志保 
　木村　葉子
　

【背景・目的】医療費の適正化、生活習慣病の予防に向けては健診者
の健康維持管理への意識向上が求められる。当健康管理センターでは
特定保健指導、健康相談、栄養指導など管理栄養士が主に行っている。
当院の現状を把握し今後の課題について検討した。【対象・方法】管
理栄養士が当健康管理センターに専従した2014年 7 月から2021年 3 月
の栄養指導件数、特定保健指導実施率、健康相談数の比較、新たに行っ
た受診者サービスを紹介。【結果・考察】栄養指導は医師の結果説明後、
希望者のみに行っていた。管理栄養士が専従した年をピークに年々減
少したが、2020年 7 月から受診者サービスの一環として、管理栄養士
が増員された事と看護師の協力が得られ、医師の結果説明を聞いた全
員に行うよう変更した。特定保健指導に関しては、2018年度から当日
実施対象者が増え、また2019年度から協会けんぽと限定されているが
健診者全員に健康相談を行い、対象者にはその流れの中、特定保健指
導を行うことができ増加につながった。2020年度の実施率低下は、コ
ロナ禍での健診で帰宅を急ぐことや、指導者側もその中で特定保健指
導を強くすすめることができなかったことが原因と考えられる。院内
外に向けて健康管理センター便りを発行することにより、受診者サー
ビスにつながったと考えられる。【結論】栄養指導を医師の結果説明
後全員に行うようになったが、受診者の結果に寄り添う指導が行われ
ているか、今後アンケートを行い確認していく。特定保健指導実施率
が増加するよう、当日の対象者には特定保健指導の必要性を伝えコロ
ナ対策を行ったうえで実施につなげる。健康相談については今後も看
護師と協力し、対象者には特定保健指導につなげていく。今後も健康
管理センター便りを発行する。管理栄養士の関わりが多いが、医師、
看護師、技師、事務職協力のもと成り立っている。今後も健康管理セ
ンター全体で患者サービスに携わっていきたい。
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B-1-18
人間ドックデータベースを利用した個人別検査値変化量の
有意性評価基準の確立
1 広島大学病院   広島臨床研究開発支援センター      
2 東京慈恵会医科大学   大学院医学研究科   健康科学      
3 東京慈恵会医科大学   総合健診・予防医学センター

○川
か わ の

野　伶
れ お

緒1 　和田　高士2 　加藤　智弘3

　
【背景・目的】
保健指導上、個人の変化差は極めて重要である。しかし、前年度から
の変化量が介入しなくても生じる生理学的変動範囲内か、それともこ
れを上回る有意な改善であるかを判断する基準がない。例えば中性脂
肪が前年度300mg/dLから30mg/dL 減少した場合、「有意」な改善、
すなわち保健指導の効果とするか否かは、医療者の経験に基づく判断
に任されている。
この区別には生理学的変動に基づく客観的評価が必要とされている。
基準範囲内での研究はあるが、保健指導が対象となる検査値レベルで
の変動は未だ不明確であるので、多数例の長期かつ広範囲の重症度か
ら新たに設定する必要がある。
そこで匿名化された人間ドック受診者のデータベースを用いて、検査
値変化の有意性を個人レベルで評価するための基準を各検査において
重症度別に算出した。

【方法】
分析には1995~2019年の東京慈恵会医科大学附属病院の人間ドック受
診者（約23万件, 8万人）のデータベースを使用した。検査値の統計学
的有意な変化量の推定には、 2 回以上の受診歴があり、その間のBMI
のSD値が0.5以内で安定しており、薬物治療中でない2.2万人を対象者
とした。対象とする検査項目は、体重･体脂肪率･BMI･腹囲･血圧･総
蛋白･総コレステロール･中性脂肪･HDLコレステロール･LDLコレス
テロール･血糖･HbA1c･尿酸値･eGFR･AST･ALT･γGTとし、検査値
の重症度別に、生理学的変動幅をモンテカルロ推定した。それに基づ
き統計学的有意な検査値変化量を推定した。

【結果と考察】
BMIの変動が少なく治療中でない者に限定することで、自然な個体内
変動幅の推定に適した基準個体を抽出できたと考えられる。その結果
に基づき、各検査項目について、統計学的に有意な検査値変化量を重
症度別に連続的に算出した。この推定値は個人別検査値変化量の有意
性を評価する基準として用いることができ、検査値の改善または悪化
を科学的に評価可能である。

B-1-17
減量後の体重を長期的に維持できた要因に関する質的研究
浜松赤十字病院   健康管理センター

○仲
な か だ

田万
ま り こ

里子 　鈴木公美子 　山崎　由依 　氏原　　希 
　笠原　章子 　渡邉百合子
　

【目的】減量後の体重を長期的に維持することができた要因を明らか
にすること。【方法】本研究は、当健診施設で健診を受けている一施
設で、2018年度～2019年度内に2Kg以上の減量にとりくみ、 1 年以上
経過した2020年度の健診においても減量を維持している者で、事前ア
ンケートとインタビューの同意が得られた 6 名を対象とした。逐語録
を作成し、体重維持に関係する要因と考えられる内容をカテゴリー化
した。【結果】逐語録から、いくつかのカテゴリーが抽出された。そ
のうち、最も長期的な体重維持に関係した要因だと発言したものが「体
重測定や記録をこころがける」「体重や腹囲が減っていく喜び」「運動
で減量したことによる思わぬ効果の実感」であった。また、「体重測
定や記録を心掛ける」が 6 名中 5 名に共通した要因だった。【結語】「減
量」という長期的な目標に対してのセルフコントロールの中で、単に
我慢や注意という後ろ向き的なコントロールではなく、体重測定や記
録、運動習慣という行動によるコントロールが良い成果につながって
いると考えられた。結果、「体重や腹囲が減っていく喜び」を感じる。
さらに「誘惑を乗り越えることができた」ことでセルフエフィカシー
が高まり、「減量したことによる思わぬ効果の実感」なども歯止めと
なり、長期的な取り組みへの意欲につながっていることが、今回の研
究で示唆された。

B-1-16
職域健診における健診当日の高血圧受診勧奨の効果
医療法人順風会   順風会健診センター

○堺
さかい

　　沙
さ お り

織 　渡邉　早苗 　羽田野今日子 　長谷部靖子 
　八木　　完
　

【目的】2021年度より「脳卒中と循環器病克服第二次 5 ヵ年計画」が
開始された。その中で高血圧は脳心血管病による死亡危険因子の第 1
位であり、対策が求められている。しかしながら、健診受診者の中に
は未治療のまま経過している高血圧者も多い。そこで今回、健康への
関心が高まりやすい健診当日の受診勧奨と保健指導を強化し、その効
果について検討した。

【方法】2019年 9 月から2020年 3 月に当センターで健診を受診した
7,717名（35-74歳、男性4,293名、女性3,424名）を対象とした。これま
で行ってきた受診勧奨リーフレットの配布や保健指導に加え、II度以
上の未治療高血圧者に対して健診当日の血圧値を記載したリーフレッ
トや血圧手帳の配布、医療機関の検索や受診日の決定など具体的な受
診勧奨を行った。また、 1 ヵ月後に受診状況と生活習慣について電話
にて確認した。

【結果】II度以上の未治療高血圧者は315名（4.1％）であり、そのうち
278名（男性213名、女性65名）に受診勧奨を行った。 1 ヵ月後の受診
状況は、既に受診済108名（38.8％）、近日中に受診予定60名（21.6％）、
受診検討中56名（20.1％）、受診意志なし・未確認54名（19.4％）であっ
た。受診済および受診予定と回答した割合は女性が高く、年齢や血圧
が高い者、血圧以外の動脈硬化危険因子（糖・脂質）の重複者や治療
中の者でも高かった。生活習慣においては、減塩や運動習慣に取り組
んでいる者での受診割合が高かった。また、多忙や家庭血圧が正常と
いう未受診理由の者であっても生活習慣に改善が認められた。

【結語】健診当日のアプローチは健診結果への関心を高め、受診や生
活習慣改善といった行動変容につながっており、今回の取り組みは有
益と考える。

B-1-15
人間ドックにおける保健指導（食事・運動）の効果について
一般財団法人   明治安田健康開発財団   明治安田新宿健診センター

　米澤　裕子 ○江
え な つ

夏　直
な お こ

子 　内田　　賢 　中田希代子 
　進藤　　仁 　山下　陽子 　井上果菜子
　

【目的】人間ドックにおける保健指導（食事・運動）の効果を検証する。
【対象】2019年 4 月～2020年 3 月の人間ドック受診者12,114人のうち、
保健指導を実施した5,614人中で、2020年 6 月～2020年12月までに継
続受診かつ保健指導を実施した354人のうち聞き取りできた266人を対
象とした。男性は131人（49.2％）、女性135人（50.8％）であった。【方
法】2020年度保健指導時に、昨年のアドバイス内容を活用したか口頭
で聞き取り調査を行い、はいと回答した活用群（133人）、いいえと回
答した非活用群（133人）の 2 群を比較した。各判定の変化を数値化し、
A判定 5 点、B判定 4 点、C判定 3 点、D判定 2 点、E判定 1 点とし、
2019年度と2020年度の判定差を平均点で比較した。アドバイスは、活
用群と非活用群において2019年度のアドバイスの種類に差があるか確
認した。【結果】各判定の平均点は、全体/活用群/非活用群では、
2019年 度4.07点/4.06点/4.08点、2020年 度4.00点/4.06点/3.95点 で あ っ
た。年代別、性別の活用群と非活用群の平均点の差は、男性30代70代
において活用群で高く、40~60代は活用群で低かった。女性は全体的
に活用群で高く、かつ50代および70代でより大きな差となった。2019
年度のアドバイスについては、食事と運動で89.1％を占めていた。全
体/活用群/非活用群について食事49.5％/52.0％/49.8％、運動39.6％
/37.1％/41.6％であり、活用群において食事の活用性が高かった。ア
ドバイスの使用頻度は、「今より10分多く歩く」＞「運動習慣の維持」
＞「食物繊維の多い食品をとる」であった。【考察】保健指導を経時
的に実証するのは初めての試みであった。保健指導の活用度について
は、活用群および女性において高いことが分かった。アドバイスにつ
いては、食事と運動の両者の必要が再確認できた。今後も生活に結び
つく実践的な保健指導が必要とされ、行動変容に繋がる指導が求めら
れる。
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B-2-01
長期縦断的調査からみた男性における食事回数の生活習慣
病関連因子に与える影響
公益財団法人三越厚生事業団   三越総合健診センター

○船
ふ な つ

津　和
か ず お

夫 　山下　　毅 　斗米　　馨 　寺田　奈美 
　藤井ちひろ 　佐久間俊行 　近藤　修二 　横山　雅子 
　水野　杏一
　

【目的】近年、肥満者の増加と共に、メタボリック症候群罹患者が増
加している。朝食を摂らないことが肥満の誘因となる可能性が指摘さ
れている。そこで、男性を対象として長期縦断的調査を基に 1 日当た
りの食事回数と生活習慣病関連因子の関係について調査した。【対象
と方法】当健診センターで経年的に健康診断を受けている成人男性
1222名の10年間に渡る長期縦断的調査において、調査期間中慢性肝障
害、高血圧、糖尿病、高脂血症で治療を受けた者を除く929名を対象
とし、調査開始時の食事回数により 1 日 2 食以下（少回数群、218名）
と 3 食以上（多回数群、711名、）の 2 群に分け、生活習慣病関連因子
の推移について検討した。また、少回数群と多回数群における朝食摂
取の割合と食事摂取時間の規則性について比較した。さらに、調査開
始時脂肪肝を認めなかった770名について調査終了時の脂肪肝の発生
頻度をこの 2 群で比較した。【結果】少回数群および多回数群のBMI

（kg/m2）は調査開始時には各22.3と22.8で後者がやや高かったが、10
年間の変動をみると前者は0.70、後者は0.34で少回数群で有意に増加
していた。臨床検査値の変動については、概して少回数群が多回数群
に比べ悪化していた。多回数群が少回数群に比べ、有意に朝食摂取の
割合が多く、食事時間も規則的であった。脂肪肝発生の割合について
は、多回数群が少回数群より少ない傾向がみられた。【結語】男性の
長期縦断的調査において、 1 日当たりの食事回数が生活習慣病関連因
子に与える影響を検討したところ、食事回数が 2 回以下の群が 3 回以
上の群に比べ生活習慣病関連因子の悪化がみられた。このことから 1
日 2 食以下の食生活の方は生活習慣を改め、食事回数を 1 日 3 回とし
て朝食を摂り、食事時間を規則的にすることが生活習慣病の予防とな
ることが示唆された。

B-1-21
看護師への保健指導を振り返る
NTT東日本伊豆病院   予防医学科

○坂
さかもと

元　友
ゆ き

紀 　市川枝里子 　塩川真里恵 　小宮山由紀子
　

【はじめに】A病院では職員健診後、生活習慣病予防に繋がるよう保
健指導を実施している。保健指導時、同じ職場の看護師に対して個別
的な内容をどこまで聞いてよいか悩み関わりに苦慮している現状が
あった。その中で保健指導後、行動変容の実行期に移し維持できた事
例があり、行動変容の過程と保健信念モデルを用いて分析し看護師へ
の保健指導の示唆を得たので報告する。

【目的】行動変容の過程を保健信念モデルで分析し、看護師への保健
指導の示唆を得る。

【対象と分析方法】A病院勤務の男性看護師B氏。事例への指導経過と
行動変容の過程を記録から振り返り、行動変容ステージモデルと宗像
の保健信念モデルを用い分析した。

【結果】X年より数年来、高血圧を指摘され産業医面談を受けていた
が「行動を変えようと思っていない」と発言があった。X+ 3 年保健
指導時、受診や生活改善はみられないため保健師は無関心期と判断し
家族のために減酒を勧めるのみの動機付けに留めた。その後、B氏は
勤務中に身体症状が出現し、家族のために働けない不安〈重篤性〉が
生まれ〈危機感〉が発生した。身体症状が出現したことで〈障壁〉よ
り〈利益〉を強く感じ、自ら行動目標を明確にでき行動に移すことが
できた。X+ 4 年大幅に体重減少し保健師はB氏の行動と結果に対し
具体的に賞賛したことでモチベーション維持に繋がり、翌年も血圧コ
ントロールと体重の維持ができた。

【考察】看護師も同じように行動変容ステージを辿るが、疾患や生活
改善の知識があるため、個別的な情報を把握し動機付けをするだけで、
看護師は自分で利益と障壁をアセスメントし行動に移すことが出来る
と考える。年に 1 回の健診後の関わりで気にかけていることを伝え実
行出来たことを承認することは、変化を気にしているという想いが相
手に伝わり、生活改善の維持に繋がった。

【結論】看護師の保健指導は、相手が看護師でも個別的な社会背景を
踏まえた動機付けが必要。

B-1-20
受診者主体の統一性のある保健指導を目指して
1 社会医療法人抱生会丸の内病院   健診センター      
2 社会医療法人抱生会丸の内病院   診療部   小児科      
3 社会医療法人抱生会丸の内病院   診療部   内科      
4 社会医療法人抱生会丸の内病院   診療部   外科

○穗
ほ た か

高　正
ま さ え

枝1 　内藤奈津美1 　鬼熊　永子1 　椛島　博彰1 
　森　　哲夫1,2 　五味　英一3 　佐藤　　篤4 　五十嵐　淳4

　
保健指導は、生活習慣変容の動機づけが重要とされているが、当セン
ターにおいては、指導者により内容に差異があり、指導内容を検討す
る場もなく、教育体制も整備されていない状況であった。
そこで、目指すべき保健指導を「受診者のリスクに応じた、実施者間
の差異がない、エビデンスに基づいた指導」「受診者が自らの健康課
題に気づき、自己決定ができるサポート」とし、実現するための取り
組みを行った。
まず、教育ワーキンググループ（以下、教育WG）が中心となり、受
診者データを基にリスクレベル別対象者数の割合を把握すると共に、
指導基準を決め、優先度のレベル分けをした。次に保健指導手順書を
作成し、 5 段階のレベル別指導内容を明記した。同時に指導用資料も
作成し、内容をストーリー仕立てにすることで、実施者間の差異がな
いようにし、受診者の気づきを促せる説明ができるよう工夫すると共
に、指導記録については形式を統一し、具体的な目標設定をしやすく
した。
更に、質の担保を目的に、保健指導所要時間をデータ抽出できるシス
テムを作り、実施状況のモニタリングを行えるようにし、実施者間で
カンファレンスを行い、指導内容を共有する場を設けた。
保健指導教育に関しては、保健指導実施者としての理想像を検討し、
そのために必要な姿勢・知識・スキルが習得できるよう教育プログラ
ムを作成した。プログラムに使用する資料や達成度評価リストも作成
し、評価を受けた後自立指導を行うよう体制を整えた。
このように、教育WGを中心とする保健指導体制が整い、以前に比べ
統一された内容の保健指導の実践と管理がされるようになった。今後
の課題は、保健指導のPDCAサイクルを利用した品質管理であり、そ
のために、データを基にしたカンファレンスの実施と指導内容の共有、
教育WGを中心とした手順書の見直し及び教育の継続を行い、保健指
導の質を更に高めることで、受診者の健康意識の向上に繋げていきた
い。

B-1-19
当健診センターにおける健診当日面談の効果の検討
1 一般財団法人京都工場保健会   総合健診センター      
2 一般財団法人京都工場保健会   産業医学研究所      
3 一般財団法人京都工場保健会   総合医学研究所      
4 一般財団法人京都工場保健会   診療所

○松
まつなが

永　睦
む つ こ

子1 　平　　真子1 　鈴木麻由美1 　大橋　史子2 
　南端　朝美1 　宮崎　祐子1 　福井　秀之1 　森口　次郎2 
　高梨　芳彰1 　丸中　良典3,4

　
【はじめに】当健診センターでは、全国健康保険協会京都支部より試
行事業［健診後の行動変容および健康づくりへの意識を高めることを
目的とした短時間の個別面談事業（以下、面談）］として委託を受け、
健診当日に面談を実施した。今回、その効果について検討したので報
告する。

【方法】対象は、2019年度と2020年度に継続して 5 分程度の面談を実
施した1,216名（男性815名、女性401名、平均年齢54.3±8.7歳）。内容は、
健診結果データの説明、精密検査の受診勧奨、生活習慣改善のアドバ
イス等とし、面談後、健康づくりへの関心や生活習慣の見直し等につ
いてアンケート調査を実施した（有効回答411名）。2019年度と2020年
度の対象の健診結果データ 8 項目（腹囲、BMI、収縮期血圧、拡張期
血圧、空腹時血糖、中性脂肪、HDL-C、LDL-C）および問診票から
飲酒、喫煙、運動、食事に関する生活習慣 8 項目の変化を比較した。
健診結果データはWilcoxonの符号付順位和検定を、生活習慣はカイ
二乗検定を用いて検討した。

【結果】健診結果データでは、有意に改善した項目は見られなかったが、
飲酒量、飲酒頻度、喫煙、身体活動、就寝前 2 時間以内の夕食摂取、
朝食欠食、間食の頻度については、好ましい生活習慣の回答比率が増
加し、有意差（p＜0.01）を認めた。また、アンケート結果では、健
康づくりへの関心が「とても高まった」17.5％、「高まった」67.4％、
生活習慣を見直すきっかけに「とてもなった」13.4％、「なった」
67.2％であった。2019年度の面談後、生活習慣の見直しや健康づくり
を「実行した」は59.4％であった。

【考察】健診当日に面談を受けることによって、健康づくりへの関心
や生活習慣を見直すきっかけとなったことがアンケート結果から得ら
れた。また、生活習慣にも好ましい変化が認められており、行動変容
に繋がっている可能性が示唆された。健診結果データについては、経
年変化や非実施群との比較も検討していきたい。
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B-3-03
勤労者の各年代における行動体力の特徴および運動習慣の
傾向について
一般財団法人   近畿健康管理センター

○北
きたがわ

川ひとみ 　高力　容子 　中嶋　花衣 　名村　紗希 
　西村　明芳
　

【背景・目的】職場における高年齢労働者の増加が見込まれるため、
身体機能に関する評価の重要性が高まると考えられる。そこで本研究
では、勤労者の各年代における行動体力の特徴および運動習慣の傾向
を明らかにすることを目的とした。【方法】対象は、2020年 7 月から
同年 8 月に当施設において健康診断を受診し、研究への参加の同意が
得られた463名（男性351名、女性112名、平均年齢40.1 ± 13.3歳）であっ
た。評価項目は、運動習慣に関する問診、握力測定、 2 ステップテス
ト、生体インピーダンス法による四肢骨格筋量測定（四肢骨格筋指数

［kg/m 2 ］（Skeletal Muscle Mass Index：SMI））とした。【結果】女
性については各年代の人数に偏りが大きく適正な検定が困難なため、
本発表では男性についてのみ報告する。年代別平均握力は、50代、60
代、70代の各値と比較して30代が高値を示した（p ＜ 0.05）。年代別
2 ステップテスト結果は、60代と比較して20代および30代が高値を示
した（p ＜ 0.05）。年代別SMIでは差は見られなかった。運動習慣の
有無で 2 群に分け年代毎に比較すると、20代では運動習慣無し群と比
較して運動習慣有り群において、身長およびSMIが高値を示した（と
もにp ＜ 0.05）。同様に歩行習慣の有無で 2 群に分け年代毎に比較す
ると、歩行習慣無し群と比較して歩行習慣有り群において、50代で体
重および体格指数が低値を示した（ともにp ＜ 0.05）。【結論】勤労者
に対して握力など行動体力の評価を行うことは有効であった。また行
動体力の評価の中でも握力測定、 2 ステップテスト、SMI測定では評
価の観点が異なるため、同時に測定することで個人に適した指導内容
へ活かせることが示唆された。今後も研究を継続し、適切な行動体力
の評価方法を検討していきたい。

B-3-02
運動教室前後の血圧の変化に関する考察
一般財団法人   ハスカッププラザ   苫小牧市保健センター

○増
ま す だ

田　雄
よしひと

仁 　梅本　祐子 　深澤ゆかり 　草なぎ喜久子 
　安達　真里 　常見　敦子 　湯村　香純 　星　　理沙
　
目的：当施設で行っている運動教室ごとの降圧効果を検証する。対象：
2017年 4 月から2018年 3 月に運動教室に参加した延べ1001名。教室は
以下の 4 教室である。1 有酸素運動教室、4.3Ex.　男性 0 名、女性21名、
平均年齢54.5歳。 2 筋トレ教室、3.5Ex.　男性 4 名、女性24名、平均
年齢67.5歳。 3 ストレッチ教室、2.5Ex．男性29名、女性117名、平均
年齢63歳。 4 有酸素運動・筋トレ・ストレッチ教室、3.8～4.5Ex．男
性278名、女性538名、平均年齢61.2歳。方法：運動実践前後に座位姿勢、
上腕部、 1 回の血圧測定を実施した。運動前後の収縮期血圧、拡張期
血圧の平均値を算出し、t検定を行った。結果： 1 の有酸素運動教室
では収縮期血圧は前後差-3.75mmHgと有意に低下（P＜0.05）し、拡
張期血圧は前後差-0.06mmHgと低下したが有意差はみられなかった。
2 の筋トレ教室では収縮期血圧は前後差-6.25mmHgと有意に低下（P
＜0.05）し、拡張期血圧は前後差-1.21mmHgと低下したが有意差はみ
られなかった。 3 のストレッチ教室では収縮期は前後差-0.15mmHg、
拡張期血圧は前後差+1.07mmHgと有意差はみられなかった。 4 の有
酸 素 運 動・ 筋 ト レ・ ス ト レ ッ チ 教 室 で は 収 縮 期 血 圧 は 前 後 差
-8.24mmHg、拡張期血圧は前後差-2.04mmHgと有意に低下（P＜0.05）
した。考察：運動後に有意に収縮期血圧が低下したのは1,2,4の教室で
あった。 3 のストレッチのみの教室では収縮期血圧、拡張期血圧とも
にほぼ変化はみられなかった。 4 の教室では、収縮期血圧、拡張期血
圧ともに有意な低下がみられた。 1 の教室と 4 の教室はEx.は同程度
であるが、 1 の教室は有酸素運動が中心であり、 4 の教室は有酸素運
動に筋トレ、ストレッチを組み合わせている。「高血圧治療ガイドラ
イン2019」に示されているように、当センターの結果でも軽～中程度
の有酸素運動に筋トレ、ストレッチを組み合わせることでより降圧効
果があるという同様の結果が得られた。

B-3-01
閉経前後の中年勤労女性における身体活動量と生活習慣の
関連
1 中部ろうさい病院   治療就労両立支援センター   予防医療部      
2 中部ろうさい病院   健康診断部      3 名城病院   内科

○茂
も ぎ

木　順
じゅんこ

子1,2 　河村　孝彦1,2 　中山　卓也1 　光部　浩史1 
　中野　莉沙2 　水野　奈美2 　川口　朋子2 　中村　清範2 
　渡会　敦子2,3

　
【目的】女性では閉経を機に女性ホルモンの変化とともに心身に大き
な変化が生じてくる.そこで閉経前後女性における身体活動量と生活
習慣の関連を検討した.【方法】経年的に 3 年間観察した41～64歳の
人間ドック受診女性職員74名のうち同意の得られた49名（平均年齢
53.0±0.7SE歳, 閉経後29名,閉経前20名）に身体活動計（Active Style 
Pro HJA-750C, OMRON）を装着し身体活動量を測定し,特定健診など
の問診表から得られた生活習慣や国際身体活動調査票（IPAQ）との
関連を検討した.【成績】全体では6.43±0.27メッツ・時（Ex）/日（歩
行2.93Ex,生活活動3.50Ex）,身体活動による消費カロリー（cal）は662
±20kcal/日,（歩行191kcal,生活471kcal）,歩数は8867±422歩/日,歩行
時間111± 5 分/日,IPAQは4.0±0.9Ex/日であった.閉経の有無では総
calのみで差を認めた.特定健診項目の運動の有無や歩く速さで差はな
かったが,身体活動の有無では歩行cal,歩行Ex,合計Ex,歩数で有意な差
が見られた.また, IPAQの設問の歩く速さで「息が弾む」に対して「ゆっ
たり」では歩行Ex,合計Exが有意に低下していた.特定健診 3 項目の「は
い」と答えた項目が増えると歩行cal,歩行Ex,合計Exで有意な増加が
見られた.合計ExとIPAQには有意な相関は見られなかったが,合計Ex
はIPAQ設問の平日や休日の座位時間と逆相関した.【結論】病院職員
では高い身体活動量が見られ,閉経の有無には関係しなかった.身体活
動量は特定健診の 3 項目では60分以上の身体活動と関連し, 「はい」の
項目数とともに増加していた.歩く速さとの関係では質問によって異
なった結果となった.また,座位時間は身体活動量を把握するうえで有
用と思われた.

B-2-02
健診受診者における慢性閉塞性肺疾患と生活習慣の関連
1 武田病院健診センター      2 宇治武田病院   健診センター      
3 医療法人財団康生会   康生会クリニック      4 武田病院グループ

○桝
ま す だ

田　　出
いづる

1 　徳林　史代1 　稲川　　誠1 　金崎めぐみ1 
　上嶋　健治2 　武田　貞子3 　武田　道子4 　武田　隆男4 
　武田　隆司4 　武田　隆久4

　
【目的】慢性閉塞性肺疾患（COPD）は、喫煙歴を有する中・高年男
性に多く発症する疾患である。COPDは全身性炎症や様々な合併症・
併存症を呈することから、生活習慣、特に食習慣に影響を及ぼす可能
性がある。男性健診受診者におけるCOPDの病態と食習慣との関連に
着目した検討を行った。【方法】2018～2019年に呼吸機能検査を行っ
た40歳以上の喫煙歴（過去・現喫煙者）を有する男性健診受診者5188
例（56.2±10.2歳）を対象とした。呼吸機能検査で 1 秒率70％未満例
のうち肺疾患などを除外した582例（11.2％）をCOPD群、特定健診の
標準的な質問票で「かみにくいことがある」「ほとんどかめない」を
咀嚼不良とした。【成績】COPD群は非COPD群に比べ、BMIが低値（23.2
±2.9：24.0±3.2kg/m 2 , p＜0.01）、かくれ肥満（BMI25未満かつウエ
スト周囲長85cm以上）の比率が高かった（23.2：17.3 %, p＜0.01）。
COPD群は非COPD群に比べ、白血球数（5805±1564：5641±1547, p
＜0.01）は高値、CRP陽性（0.03mg/dl以上）率（73.0：63.5%, p＜0.01）
が高く、血清アルブミン値は低値（4.2±0.3：4.3±0.3mg/dl, p＜0.01）
であり、全身性炎症や栄養障害を伴っていることが示唆された。
COPD群は非COPD群に比べ、咀嚼不良の頻度が高く（15.3：9.1 %, p
＜0.01）、65歳未満例と以上例ともに高かった。COPD群は非COPD群
に比べ、「満腹まで食べる」（13.7：21.4 %, p＜0.01）、「外食が多い」（18.7：
29.3 %, p＜0.01）比率が低く、「食べる速度が遅い」（10.8：5.1 %, p＜0.01）
比率が高く、COPD群では咀嚼不良や食事動作に伴う疲労などにより、

「食べにくい」状態であることが推測された。【結論】COPDは慢性炎
症、低栄養、咀嚼機能の低下などを介して病態の進行や予後に影響す
る可能性がある。COPDを有する健診受診者は早期の受診勧奨を行う
とともに、食事や歯疾患関連に焦点をあてた保健指導を行う必要があ
る。
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B-5-03
当施設における禁煙成功者に関連する因子の探索研究
1 医療法人財団   慈生会   野村病院   予防医学センター      
2 医療法人財団   慈生会   野村病院

○峯
み ね お

尾英
え り か

里香1 　緋田江梨香1 　赤塚　紀子1 　古田　博子2 
　小川　和雅1 　瀬谷　　彰1 　野村　幸史2

　
【背景】当施設では人間ドック受診当日に受診者に対して禁煙指導も
含めた保健指導を実施している。一方で現状は保健指導後も禁煙成功
率が低く、効果的な禁煙指導の導入を模索している。【方法】当施設
の人間ドックを2016年度から2019年度まで連続で受診した者（7730名）
のうち、2016年度時点で喫煙をしていた1477名を 4 年間追跡し、2019
年度時点での禁煙成功者（禁煙群：191名）と喫煙継続者（継続群：
1256名）の 2 群に分け、それぞれの特徴を比較・解析した。【結果】
1477名のうち男性は1235名、女性は212名、年齢の中央値は50（27-83）
歳、禁煙群は191名（13%）であった。性別・年齢に両群間で差は認
めなかった。禁煙群の2019年度時点での体重、体脂肪率の中央値はそ
れ ぞ れ70.4（41.1-111.9）kg、24.9（11.2-40.9）%と、 継 続 群 の68.4

（39.1-123.8）kg、23.6（7.4-54.7）%よ り も 高 値 で あ っ た。 血 圧、
LDL-C、HbA1c等の検査値には両群間で有意差を認めなかった。禁
煙群では咳・痰の有症状率が低かった（8.4% vs 14 %）が、観察期間
内における心血管疾患の新規発症が継続群よりも有意に多く認められ
た（6.8% vs 1.1 %）。その他禁煙群と関連のある因子として、禁煙群
は継続群と比較して2016年度時点での 1 日平均喫煙本数が少なく（10
本vs 15本）、糖尿病罹患率が少なかった（1.6% vs 5.7%）。また、禁煙
群では研究期間に 2 回以上保健指導を受けた受診者の割合が多かった

（67.0% vs 58.5%）。【考察】結果からは喫煙本数の多い受診者や糖尿
病患者においては禁煙の成功が難しい可能性が示唆された。禁煙群で
は観察期間内における心血管疾患の新規発症率が高く、期間中の心血
管疾患への罹患が禁煙のきっかけになった可能性が示唆される。一方、
当院で注力しているドック受診当日の保健指導が禁煙成功と関連して
おり、特に複数回の保健指導受診は禁煙成功と強く関連していた。心
血管疾患に至る前に保健指導を行い禁煙へ導くことが肝要である。

B-5-02
健診禁煙指導時の胸部レントゲン所見の経年変化提示は翌
年の禁煙開始率を増加させた
三井記念病院   総合健診センター

○廣
ひろかわ

川　富
とみひこ

彦 　楠本　雅之 　代田　　翠 　新美　佑有 
　杼窪　　豊 　山口　紀子 　谷　　瑞希 　石坂　裕子
　

【目的】喫煙関連疾患による医療費増大を抑止するため禁煙指導は重
要である。しかし毎年の禁煙指導にもかかわらず喫煙継続している指
導抵抗性の場合がありドック時の標準的禁煙指導のAsk, Brief 
Adviceの段階で拒否が強い。このため何らかの追加的な働きかけが
必要と考える。そこで受診者自身の過去の胸部レントゲン写真と比べ
て軽度の変化を提示し自身にも喫煙の影響が及んでいると意識させれ
ば動機付が改善するのではと考えた。昨年は指導抵抗性喫煙者に受診
時上記働きかけを行い面接時に禁煙意識改善がみられたと報告した。
今回その半年後から 1 年後に、上記の働きかけが禁煙開始達成に貢献
するか評価することを試みた。

【方法】ドック受診者から10年以上長期喫煙継続しており、過去の受
診（喫煙指導）複数回以上実施の場合に指導抵抗性喫煙者として選ん
だ。その受診者に自身の過去の胸部レントゲン写真と比べ肺野と気管
支と血管の軽度の変化を提示し喫煙影響の可能性を示唆し当事者意識
を高める動機付を行うグループと行わないグループにランダムに分け
た。そしてその動機付実施の半年後から 1 年後に禁煙開始したか確認
した。この期間で癌、成人病の治療開始など合併症による他の強い禁
煙動機付の発生を確認した場合はサンプルから除外した。

【成績】半年後から 1 年後までに禁煙開始を確認できた症例は働きか
けを行ったグループで32例中 2 例、働きかけを行わなかったグループ
で735症例中12例であった。t検定にてp値=0.028＜0.05となり有意と判
断された。

【結論】健診禁煙指導時の胸部レントゲン所見の経年変化提示は翌年
の禁煙開始率を増加させた。過去の自身の胸部レントゲンとの比較で
喫煙の影響が認識され、自分は大丈夫と思い込む正常性バイアスを減
じ禁煙動機付に貢献したと考えた。

B-5-01
健診科と内科のコラボレーションによる禁煙指導
稲城市立病院   健診センター

○南
の う の

野いづみ 　三井奈穂子 　矢村　育子 　横溝　和美 
　渡邉　摩也 　若林　行雄 　木戸　　亮 　村田　　泉 
　小泉　和正
　

【目的】健診科と内科のコラボレーションによる保健指導により、人
間ドック時に喫煙が確認された受診者を禁煙に導ける割合を調査し今
後の保健指導に活かす。【対象と方法】健診科にて2019年 8 月から
2020年 3 月までの期間、喫煙している人間ドック受診者へ、問診時に

「禁煙の意志の有無」および「専門スタッフからの禁煙指導の希望の
有無」のアンケート調査を実施。また、ドックの結果説明時に医師と
保健師が禁煙指導を勧め、禁煙の意志があり指導希望の方は、内科で
禁煙外来を担当している特定看護師に繋ぎ禁煙指導を実施した。2020
年 9 月、禁煙指導を受けた方に往復はがきを送付し禁煙成功の可否調
査を行った。【結果】人間ドック受診者1,913名のうち喫煙者は242名

（12.7％）、そのうち禁煙の意志があると答えた者が100名（41.3％）い
た。医師の結果説明後に特定看護師による禁煙指導を受けた者は13名

（5.37％）であった。禁煙指導を受けない理由については、時間が無
いことを理由に挙げる者が多くみられた。その他「いつかは止めよう
と思っているが今ではない」等、タイミングを理由に挙げていた。指
導を受けた13名のうち禁煙が確認できた者は 5 名であり、人間ドック
受診時の喫煙者を禁煙に導けた割合は2.07％という結果となった。 5
名のうち、自宅・職場近くの禁煙外来に受診した者は 3 名、受診せず
に禁煙指導だけで禁煙できた者は 2 名であった。【考察】禁煙に導く
ためには動機づけが何より大切である。保健師の情報提供に始まり、
疾患や状態に応じた医師の助言、さらに特定看護師によるカウンセリ
ングと 3 段構えの指導が功を成すと考える。当院には健診棟と病院棟

（内科）が併設されており、それぞれ専門スタッフが充実している。
この強みを生かし、今後も健診科と内科の連携を密にし動機づけを強
化した保健指導を実施していきたい。そしてコロナ禍で一時ストップ
しているコラボレーション活動の再開を目指し禁煙を強化したい。

B-3-04
離島在住自立高齢者の身体活動量と握力・下腿最大周囲長・
内臓脂肪の関連
保健指導事業所   HINT

○久
ひさよし

好　初
は つ え

恵
　

【背景】メタボリックシンドロームやフレイルの対策で身体活動量を
あげることが推奨されている。保健指導の機会が少なく，介護サービ
スの提供も受けにくい離島で，日常生活自立度が低下することは深刻
で，効果的な身体活動へのアプローチが必要である。【研究目的】　身
体活動が多い人ほど内臓脂肪が少なく，筋肉量・筋力があるかを検証
する。その上で，壮年期から高齢期へ移行する時期の対象者への保健
指導の在り方について検討する。【方法】2020年10月に山口県の離島
A地区65歳以上の住民30名を分析対象者とした。身長・体重，握力・
下腿最大周囲長，内臓脂肪（EW-FA90，パナソニック）を測定し，
身体活動量は活動量計（HJA405T，オムロンヘルスケア社）を 2 週
間装着してもらい，歩数・早歩き歩数・活動カロリー・消費カロリー
計測した。【実施内容】身体活動量の項目と握力・下腿最大周囲長・
内 臓 脂 肪， 内 臓 脂 肪 と 握 力・ 下 腿 最 大 周 囲 長 と の 相 関 関 係 を
Spearman’s 順位相関で検定した。統計処理にはEZRを用い，統計学
的有意水準はp＜0.05とした。【結果】対象者の平均年齢は81.25±7.23
歳であった。握力，下腿最大周囲長，内臓脂肪と総消費カロリーにお
いて，0.648，0.633，0.707，活動カロリーとでは，0.58，0.511，0.509
で正の相関関係がみられた。内臓脂肪と握力，下腿最大周囲長におい
て，0.492，0.608で正の相関関係が認められた。【考察】総消費カロリー，
活動カロリーが高い方が筋肉量は多く，筋力は強い。また，内臓脂肪
も多い。本研究では，活動量が少ない方が，内臓脂肪は少ない。内臓
脂肪が多い方が筋肉量は多く，筋力は強い結果が得られたことから，
内臓脂肪の減少が筋肉量の減少にならないよう注意が必要である。【結
論】本研究において，壮年期から老年期へ健康課題が移行する際は，
内臓脂肪の減少が筋肉量・筋力の低下に連動していないか注意を要す
ることが示唆された。
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B-6-03
特定健康診査における階層化区分毎の健康状態の変化と特
定保健指導の効果について
公益財団法人やまがた健康推進機構   山形検診センター

○東
とうかいりん

海林沙
さ よ

代 　高橋　淳子 　浅野ひとみ 　衣袋千枝子 
　齋藤　良範 　後藤　敏和 　菊地　　惇
　

【はじめに】当法人では2008年度より特定健康診査・特定保健指導を
実施している。階層化区分毎の健康状態の変化と保健指導による改善
効果を検討した。【方法】2017年度に受診した113,637人を対象とし、
特定保健指導階層化を行い、積極的支援、動機付け支援、情報提供・
服薬無しの 3 群に分類した。積極的支援群および動機付け支援群につ
いては指導の参加有無により、介入群と非介入群に区分した。2017年
～2019年度の結果について、2017年度の階層化区分ごとに、検査項目

（算出方法を変更した血圧を除く）の基準値内該当者割合および平均
値の変化について検討した。さらに介入群、非介入群について同様の
検討を行った。【結果】各項目の変化を比較すると、積極的支援群と
動機付け支援群では、情報提供・服薬無し群に比し、改善割合は
HbA1cでのみ低かったが、他の全ての項目で高かった。他方、情報
提供・服薬無し群に比し、積極的および動機付け支援群で悪化した割
合が低い項目は、男性腹囲、BMI、HbA1cで、女性腹囲、中性脂肪、
HDLコレステロール、空腹時血糖については悪化した割合が高かっ
た。検査項目の平均値は情報提供・服薬無し群ではHDLコレステロー
ルのみ改善していたが、他の項目では悪化傾向にあった。積極的支援
群と動機付け支援群では、空腹時血糖、HbA1cでは悪化していたが、
腹囲、中性脂肪、HDLコレステロールでは改善していた。介入群の
割合は積極的支援群（14.8％）よりも動機付け支援群（24.7％）で高かっ
た。介入群では積極的および動機付け支援群の男性腹囲、動機付け支
援群の空腹時血糖で、有意に改善割合が高く、動機付け支援群の女性
腹囲、空腹時血糖、HbA1cでは悪化割合は低かった。【考察】積極的
支援群、動機付け支援群では、行動変容に繋がり健康状態の改善を来
した可能性が推測された。介入群は非介入群に比し改善割合が高く、
悪化割合が低い傾向にあり、保健指導は有用であることが示された。

B-6-02
動機づけを活かし自己解決力に働きかける支援について考
える～初回面談から最終評価までのプロセスからわかるこ
と～
医療法人   社団以心会   中野胃腸病院

○野
の む ら

村　麻
ま や

耶 　深尾　俊一 　安藤　拓也 　中野浩一郎 
　前田　頼佑 　神谷　賢吾 　登　　若菜 　高橋　恭子 
　中石　　環 　下田　貴子
　

【目的】当日初回面談実施率向上を目指し、実施体制強化をはかった
ところ、途中終了者の増加が明らかとなった。その背景要因を分析し、
対象者主体の支援方法について検討し、今後の課題を明確にする。【方
法】対象はH30年 4 月 1 日～R2年 3 月31日内の特定保健指導実施者：
131名（積極的支援87名、動機づけ支援44名）。初回当日実施（当日群）
と後日予約実施（予約群）で支援継続状況を比較する。対象者の声は
場面別に分類、考察した。本研究は施設内の倫理委員会をもって審査・
承認を得た。【結果】実施完了者89名（当日群33名、予約群56名）。実
施完了率は当日群54.1％、予約群80％、途中終了率は当日群42.6％、
予約群12.9％であった。対象者の声から、「習慣を変えるのは難しい」、

「指導を受けて健康意識が変わった」「意識づけにつながった」などの
声が聞かれた。【考察】実施完了率は当日群より予約群の方が高く、
途中終了率は予約群より当日群の方が高かった。これは、後日自ら予
約をする予約群には主体的な動機づけがみられることに対し、健診当
日の指導勧奨による当日群は受動的な動機づけであることが影響して
いると考える。このことを念頭に置き、指導勧奨時の対象者の動機づ
けを適切に評価し、把握することは重要と考える。また、行動実践へ
の阻害要因に着目し、個々の健康観や生活習慣に応じた行動計画の立
案に努めたことは、動機づけの強化とその後の健康意識の向上に寄与
したと考える。継続支援では、実施者側が誘導的に解決策を提示し、
対象者自身が解決策を見出す機会を尊重できていない傾向にあること
に気づかされた。【結語】動機づけへの働きかけには、対象者自身が
健康問題と向き合い、自ら実践する生活改善行動を支援するカウンセ
リング技術の習得が必要である。対象者の動機づけや自己解決力を尊
重し、その力を引き出せるような支援を目指したい。

B-6-01
特定保健指導の腹囲変化と利用満足度の関係について
1 一般財団法人健康医学協会   東都クリニック   保健指導室      
2 学校法人青淵学園   東都大学   幕張ヒューマンケア学部   看護学科      
3 NPO法人生体機能探査推進機構

○清
きよかわ

川　拓
た く ま

馬1,2,3 　小池　有紗1 　谷井のりこ1 　井上　洋子1 
　佐藤　寧子1

　
【目的】2017年及び2018年に、当協会で実施した特定保健指導において、
利用者の腹囲の変化と利用満足度の変化の関係について検討を行った。

【方法】2017年及び2018年に当協会で特定保健指導を実施し、初回及
び最終評価時において利用満足度調査に協力いただいた者。利用満足
度は 4 段階で判定してもらった。特定保健指導時の情報をもとに、
Microsoft社の表計算ソフトExcelを使用して検討を行った。本研究は、
当施設で倫理的に問題がないか審査され承認を得て行われ、データ等
の保管は当施設内の鍵付の棚で行っている。

【結果】2017年から2018年で436件の特定保健指導を実施し、37件（8.5%）
で利用満足度の協力を得られた。初回において利用満足度の最高評価
は14件であった。最終評価において初回より満足度が維持・向上した
のは26件、低下したのは11件だった。協力を得られた者の腹囲の変化
の平均は2.6cmの減少であった。また、満足度が維持･向上した者の腹
囲は平均3.0cm減少し、低下した者は平均1.6cm減少していた。

【考察】当協会における特定保健指導は一定の成果を上げており、利
用満足度もおおむね良い評価を得ていた。しかし、平均的な腹囲の減
少よりも低い成果であった場合には、利用満足度も下がる傾向にある
ことが、示唆される。初回の満足度を維持・向上させるには、適切な
保健指導と当初の目標に沿って結果を出すことが求められていること
が確認できた。

B-5-04
A病院における改訂版禁煙指導の評価
1 一般財団法人   太田綜合病院附属太田熱海病院   予防医学センター      
2 一般財団法人   太田綜合病院附属太田熱海病院   内科

○青
あおやま

山　玲
れ い こ

子1 　関根　志保1 　田中鐵五郎2

　
【目的】A病院では禁煙指導の一環で掲示物を用いているが、目に付
かない場所に掲示されている等の課題がある。本研究では効果的な禁
煙指導を目指すため、改訂版禁煙指導を作成し評価することを目的と
した。【方法】対象者は2020年 9 月から11月にA病院を利用した760人

（改定前：378人、改定後：382人）とした。調査方法はまず対象者に
は禁煙指導の評価に関するアンケートを禁煙指導改訂前後に実施し
た。次いで、改定前にコミュニケーションの指標等を用い健康教育媒
体の評価を研究者が実施した。これらの結果をもとに掲示物の内容等
を変更した。調査項目は属性、禁煙指導に用いている媒体に関する評
価項目等であった。分析対象者はアンケートの項目・回答に相違がな
い計734人（改定前：370人、改定後：364人）。分析は、統計ソフトを
用い、カイ二乗検定、自由記載はKH　Coderを用いた。本研究はA病
院倫理委員会の承認を得て実施した。【結果】760人から回答を得た。
対象者の特徴は初回調査時男性201人（54.3％）、 2 回目は男性191人

（52.5％）であった。改訂後の調査時は前に比べ、ポスターを見た人
の割合が有意に高かった（P＜0.001）。改訂後は、禁煙にチャレンジ
したことがある人（P=0.044）、女性（P=0.015）がポスターを見た割
合が有意に高かった。「禁煙を勧めるために必要だと思うこと」の全
体の総文章数は131で、抽出語で最も多かった単語は、「タバコ（22回）」
であった。改定後の中心性の高い単語は「家族」「周囲」であり、「家
族」につながる言葉は「協力」等であった。特徴的であった単語は「難
しい」であり、「吸う」等につながっていた。【考察】本研究では改訂
後ポスターを見た対象者の割合が有意に高かったことから保健行動を
後押しできる可能性が示唆された。
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B-6-07
特定保健指導最終評価時の血液検査が翌年度健診に及ぼす
影響について
医療社団法人   高邦会   高木病院   予防医学センター

○石
いしなり

動　紘
ひ ろ こ

子 　谷口　治子 　梅村　　創 　宮川　純子 
　南　美和子 　藤本　一眞 　松尾　莉奈 　大山　　隆
　

【目的】当院では2018年度から特定保健指導の最終評価の際に希望者
に血液検査を実施している。健診時から最終評価時までの取り組みを
血液検査の変化と合わせてフィードバックすることが翌年度の健診に
影響を及ぼすのか検討した。【対象・方法】2018～2019年度に当院で
積極的支援に該当し、最終評価をした者のうち、翌年度の健診も受診
した175名を対象とした。175名を血液検査あり群（109名）と血液検
査なし群（66名）に分け、（1）（2）について比較検定した。（1）各群
内において健診時と翌年度健診時の体重、腹囲、BMI、収縮期血圧、
拡 張 期 血 圧、 血 糖 値、AST、ALT、HDL-C、TG、 γ-GT、non-
HDL-C、LDL-Cの数値の変化を比較した。（2）健診時、評価時、翌
年度健診時において、血液検査あり群は（1）の項目、血液検査なし
群は、体重、腹囲、BMIを 3 期間の相互の平均で比較した。【結果】（1）
健診時と翌年度健診時の比較では、血液検査あり群は、体重、腹囲、
BMI、血糖値、AST、ALT、γ-GT、TG、HDL-Cで有意な改善がみ
られた。（p＜0.05）血液検査なし群は、体重、腹囲、BMIは有意な改
善がみられたが、血液検査項目では、有意な改善はみられなかった。

（2） 3 期間の相互の平均値の比較では、血液検査あり群が健診時と評
価時期間で、体重、腹囲、BMI、AST、ALT、HDL-Cに有意な改善
がみられた。（p＜0.0167）血液検査なし群は、健診時と評価時期間で
は、BMI、腹囲に有意な改善がみられたが、体重には有意差がみられ
なかった。【考察・結論】血液検査あり群は、血液検査なし群と比較
して体重、腹囲以外の血液検査項目でも翌年度健診まで改善が維持で
きており、効果に違いがあった。とくに、血液データの改善は、評価
時までにみられており、希望者に最終評価時において血液検査を実施
することで特定保健指導の効果を翌年度健診まで持続できることが示
唆された。

B-6-06
情報通信技術（ICT）を活用した特定保健指導初回面接実施
状況の報告
1 医療法人社団   同友会   産業保健本部      
2 順天堂大学大学院医学研究科先端予防医学・健康情報学講座

○内
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子1 　福田　　洋2 　三輪　真也1 　脇神亜希子1 
　山下眞理子1 　志村麻衣子1 　高谷　典秀1

　
【目的】情報通信技術（以下ICT）を活用した特定保健指導が開始し、
その後新型コロナウイルス感染症の影響をふまえ今後の実績が期待さ
れている。しかし現状ICTを活用した面接の実際に関する報告は少な
い。当会では2018年度よりICTを活用した初回面接を開始し、初年度
36件、2019年度88件、2020年度425件と大幅に伸びており、当会での
実施状況とアンケート結果を報告する。【方法】web会議システム『リ
モートミーティング（以下RM）』（RSUPPORT株式会社）を使用。
準備として、対象事業所にRM対応PC環境確認の上、面接に使用する
部屋とPCの準備、RMと机上環境の説明書を送付の上通信テストを実
施し、当日の会場設定とRMの立ち上げを依頼した。面接時、支援者
は対象者とPC画面上で支援媒体を共有し、画面へペン機能で加筆し
ながら説明し一人40分の遠隔面接を行なった。減量目標や行動計画は
本人が持ち帰り用冊子に記入し、支援者は対象者の記載した連絡先や
署名をPCカメラで目視確認の上、アンケートとともに返送にて回収
した。アンケートは初回面接分割実施者以外のRM使用者108名に配
布した。【結果】初回面接では概ね音声画像トラブルは生じなかったが、
中には一時的に音声が乱れたケースがあった。アンケートは回収91名
中、説明資料のわかりやすさ98％、面接担当者の説明のわかりやすさ
99％、面接の満足度97％、生活習慣改善の重要性90％、生活習慣を見
直すきっかけとなった82％であった。【考察】アンケート結果から
ICTを活用した特定保健指導について、満足度や理解度に一定の効果
を得られたことが示唆された。一方、アンケート集計数が十分でなく、
比較対象として対面面接者へのアンケートが実施されていないこと、
アンケート項目の検証や特定保健指導の効果については今後の課題で
ある。

B-6-05
特定保健指導における歩数計と歩数記録用紙の導入の効果
について
JA長野厚生連   富士見医療福祉センター   富士見高原病院
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　野口　　梓 　中川佐和子
　

【はじめに】　当院でも特定保健指導を実施しているが、体重改善率が
上がらず指導方法に苦慮してきた。改善率向上のため新たな指導方法
を検討すべく、歩数計とセルフモニタリング用の記録用紙を導入し減
量への効果を検証した。【対象と方法】2018年～2019年度に特定保健
指導対象となった当院職員60名をA群とし、歩数計と記録用紙を配布。
記録用紙には目標体重、行動計画、毎日の達成度等を記入できるよう
にし、終了後アンケートを実施。2017年度の特定保健指導対象者35名
をB群とし、両群間で体重変化、自己申告による活動および食習慣の
行動変容と体重変化について分析した。両群とも指導期間は 3 ～ 6 ヶ
月である。検定はt検定、χ 2 検定、Cramerの連関係数を用いた。【結
果】　指導前後の体重変化では、A群では増加 9 名（15%）、不変18名

（30%）減少33名（55%）で、B群では増加15名（42.9%）不変 2 名（5.7%）、
減少18名（51.4%）。体重減少の割合に有意差はなかったが体重増加の
割合はA群で有意に低かった。　活動の行動変容では、A群では増加
29名（48.3%）、不変30名（50%）、減少 1 名（1.7%）、B群では増加 8
名（22.9%）、不変23名（65.7%）、減少 4 名（11.4%）。活動量増加の割
合がA群で有意に高かった。食習慣の行動変容では、A群では改善37
名（61.7%）、不変22名（36.7%）、悪化 1 名（1.7%）、B群では改善15
名（42.9%）、不変12名（34.3%）、悪化 8 名（22.9%）。食習慣改善の割
合がA群で有意に高かった。【考察】　A群はB群に比べ活動が増え、
食習慣が改善した割合が有意に高く歩数計と記録用紙の導入が行動変
容に有効であったと考えられる。しかし体重減少には至らなかった。
指導期間に限りがあること、保健師との関わりが月 1 回程度であるこ
とが要因として挙げられる。体重減少につなげるためには保健指導期
間を超えてもこれらを活用し、継続的かつ頻回に保健師が受診と関わ
りを持ち励ますことが必要と思われる。

B-6-04
ICTを活用した特定保健指導遠隔面接の取り組み
横浜リーフみなとみらい健診クリニック   診療検査部   健康管理科
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代恵 　佐藤　元美 　青木麻美子 　相場　俊亮 
　高木　重人
　

【目的】当クリニックの特定保健指導（以下、特保）は例年個別支援
またはグループ支援で行ってきた。2020年度新型コロナウイルス感染
予防対策にてグループ支援の実施が困難となったため、健保組合や事
業所の要望もありICTを活用した遠隔面接による個別支援に取り組ん
だ状況を報告する。

【対象】2020年度特保遠隔初回面接を実施した者。
【方法】健診当日（以下、当日実施）と後日（以下、後日実施）によっ
て方法を変更した。
当日実施は巡回健診会場でTeamsを使用。巡回スタッフがPC環境を
整備しブースを設置、対象者を誘導、クリニックスタッフにより遠隔
で初回面接を分割実施。
後日実施は事業所や健保担当者と日程時間割調整後、Teams、
Zoom、Skypeいずれかで一括実施。新規事業所には特保の概要を説明。
50名以上の事業所は自動予約システム導入。工場等 1 か所に対象者が
集中している場合、会社内に面接場所を設置（会社接続）。在宅勤務
者等はクリニックと個人PCを接続（個人接続）。使用帳票はICT環境
の良い場合PC上で資料共有、それ以外の場合は事前郵送。一部事業
所は面接終了後、遠隔面接についてアンケート聞き取りをした。

【結果】2019年度386件17.8%であったグループ支援はなくなり、代わ
りに2020年度新たに遠隔面接による個別支援を実施したのは255件
11%だった。当日実施 1 ％、後日実施99％。会社接続48％、個人接続
52％。新規事業所 1 件。アンケート良い88％、普通12％。

【考察】当日実施は巡回スタッフが通常業務に加え、遠隔作業が増え
スタッフ増員がなければ継続的な実施は困難と思われた。後日実施は
コロナ禍でも在宅勤務者は場所を選ばず気軽に利用できるとアンケー
ト結果から分かった。また新規は往復 3 日要する遠方の事業所で実現
できた。今後も勤務地や勤務形態の要因で特保を受けられない者に利
用機会を広げ、遠隔面接にふさわしい生活習慣改善意欲が高まる資料
を用意して健康増進に寄与したい。
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B-6-11
当施設における特定保健指導実施状況について
1 特定医療法人財団博愛会人間ドックセンターウェルネス      
2 特定医療法人財団博愛会ウェルネス天神クリニック      
3 特定医療法人財団博愛会   博愛会病院

○浪
なみうち

内　美
み わ

和1 　永松はるか1 　御幡　　周1 　小田千恵美1 
　鈴木　　静2 　橋本　俊彦2 　那須　　繁3

　
【目的】当施設では2008年度より健康保険組合からの委託を受け特定
保健指導（以下、特保）を実施しており、契約・実施件数ともに増加
している。特保の実施主体は保険者だが、実施率向上に健診施設が担
う役割は大きいと考え、実施状況から今後の課題・展望を検討した。

【対象・方法】2008年度から2019年度までに当施設を受診した特保契
約のある健康保険組合加入者のうち、特保対象となった2949名（男性
2560名、女性389名）について、1）当日・後日の特保実施件数、実施
率2）当日・後日の未実施理由3）積極的支援継続率を抽出し保健師業
務体制と併せて検討した。

【結果】1）2008年度は特保対象23名中、当日 0 名、後日22名（実施率
95.7％）であった。2009年度は当日 0 名、後日48名と件数は増えたが、
実施率は64.9％と下がった為、2010年度より当日初回面談が実施でき
る体制を検討し、当日実施の日数を増やしていった。2016年度には専
任部署を設置し毎日初回面談実施可能となり、2019年度は当日508名、
後日 1 名（実施率69.9％）であった。2）未実施理由は当日は自力で
改善希望66.7％、後日は音信不通48.1％、多忙12.7％、遠方9.4％だっ
た3）積極的支援継続率は2008年度80％、実施数増加に伴い2017年度
は41.4％まで下がったが、特保担当を受持ち制からシフト制に変更し
2019年度は67.7％まで上昇した。

【考察】健診当日特保実施の委託契約件数は2008年度 5 件から2019年
度19件と増えた。保健師は 1 名から3.5名になり、業務の見直しによ
り実施件数を増やし、積極的支援継続率も改善できた。後日案内は音
信不通や多忙、遠方での来所困難が未実施理由の 7 割を占めており、
受診当日に初回面談を実施することは実施率の向上に有効であると考
える。特保の目的は対象者が健康状態を自覚し生活改善に向けて自主
的な取り組みが出来るよう支援することであり、今後は改善率にも着
目し行動変容に繋げる為の知識や技術の習得に努めていきたい。

B-6-10
事業主、健康保険組合、健康診断施設の三身一体の特定保健
指導プロトコルは、大規模事業所の指導実施率を100%近
くまで上昇させる
1 医療法人渓仁会   渓仁会円山クリニック      
2 渓仁会健康保険組合 産業保健支援室      3 渓仁会法人本部   総務人事部      
4 社会福祉法人渓仁会   法人本部   人事部      
5 医療法人渓仁会   手稲渓仁会病院   診療部

○園
そ の だ

田　　博
ひろし

1,2 　木村　礼子2 　柳沢　容子2,3 　川井田能史2,3 
　谷口　直行2 　藤井　裕康2 　中田　結子1 　米谷美智子1 
　坂本　泰子2,4 　齋　　秀二2,5

　
【目的】事業主、健康保険組合、健康診断施設の三身一体の特定保健
指導プロトコル（渓仁会職員総合健診・特定保健指導プロトコル）は、
大規模事業所の特定保健指導率を改善させるかについて検討する。単
一健康保険組合をもつ当医療法人・社会福祉法人グループ（従業員数
約4800名、22拠点83事業所）では、2018年度から本取り組みを開始し、
2020年度まで継続的にプロトコルを修正、追加してきた。現行のプロ
トコルは、組織横断的チームの編成、事業所トップによる健康経営の
推進と特定保健指導率の数値目標の表明、健康保険組合と健康診断施
設の連携、事業所と健康診断施設の連携、事業所と健康保険組合の連
携の 5 つの柱からなる。【方法】2017年度から2020年度の間に当医療
法人・社会福祉法人に所属していた従業員のうち、定期健康診断を受
診し、かつ動機付け支援または積極的支援の該当となった者で、特定
保健指導を完了した者の割合を比較した。【結果】プロトコル実施前
の2017年度の特定保健指導終了者は6.4%（14/218名）、取り組み開始
1 年目の2018年度の特定保健指導終了者は26.3%（61/232名）、 2 年目
の2019年度の特定保健指導終了者は39.4%（82/208名）、 3 年目の2020
年度の2021年 4 月時点での特定保健指導終了見込み者（初回面談終了
者）は93.4%（281/301名）であった。2021年 4 月時点では98.5%を最
終目標としている。【考察】2021年 4 月時点の状況から、本プロトコ
ルを通じて大規模事業所の特定保健指導実施率を 3 年のうちに 6 %か
ら100%近くまで上昇させる効果がある可能性が示唆された。口演時
には2020年度の最終結果をふまえ、プロトコルの各要素の効果や、プ
ロトコルを円滑に実施していく条件などについて考察する。

B-6-09
特定保健指導実施率向上への取り組みを振り返って
地方独立行政法人   徳島県   鳴門病院   健康管理センター
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穂子 　佐藤　奈緒 　八木いづみ 　後藤　綾乃 
　冨崎　貴子 　中島　睦紀 　松並久美子 　磯部　美樹 
　棚橋　俊仁 　山村篤司郎
　

【目的】当施設では、協会けんぽ・契約健康保険組合から健診当日の
初回面談の委託を受けて実施しているが、特定保健指導受診率は10～
15％と低かった。そこで、当日利用者増加を目的として取り組みを行っ
た結果を振り返る。また、同時に指導未利用理由の聞き取りも行った
ので報告する。

【方法】取り組み前は診察時にBMI・腹囲が指導基準になる健診者を
抽出し、診察終了後に保健師 1 名で階層化し、階層化表を元に当日指
導の声掛けを行っていた。2019年 6 月より診察開始前に保健師 2 名で
全ての健診者の階層化を行い、診察終了とともに指導利用の声掛けを
した。その取り組み前後での当日指導受診率の変化を比較する。また、
指導未利用理由の聞き取りをまとめる。

【結果】保健指導受診率は取り組み前の2018年は10%だったが、取り
組み後の2019年は27.5%へ増えた。指導未利用理由は「自分で取り組
み済み・わかっている」が36.8%、次いで「時間がない・仕事がある」
が19.3%であった。

【考察】早い段階で指導対象者数を把握出来るため、保健師の確保が
可能となり、診察終了後待ち時間なくスムーズに利用勧奨、保健指導
が出来るようになった。また、ダブルチェックでより正確な階層化を
することで対象者の抽出漏れがなくなり、保健指導受診率が増えたと
考える。　しかし、第三期特定保健指導実施目標率45%からは乖離し
ており、さらなる対策が必要である。当施設の指導未利用理由として
多い「自分で取り組み済み・わかっている」を挙げる健診者へのアプ
ローチなども重要である。今後も受診率向上に努めて行きたい。

B-6-08
特定保健指導を希望しない健診者の概要とその理由
1 組合立   諏訪中央病院   ドック健診センター      2 組合立   諏訪中央病院
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枝1 　相原　優子1 　両角さゆり1 　川島　典子1 
　寺島　悠那1 　百瀬　智香1 　佐藤まり子1 　吉澤　　徹2

　
【目的】当センターでは健診当日、特定保健指導の該当者を選定して
申し込みを受付けているが、支援を希望しない人も多い。それらの健
診者を指導につなげるために、支援を希望しない人の概要と理由を明
らかにする。

【方法】2019年 3 月からの 1 年間に当センターを受診して特定保健指
導に該当した人のうち支援を希望しなかった人を対象とした。保健師
が保健指導の際に理由について聞き取り調査を行った。 6 つの選択肢

（カテゴリー）を準備し最も重要な理由一つを選んでもらった。その
他の理由を述べた場合は具体的な内容を記載した。その他の内容が 6
つのカテゴリーに該当する場合はそこに分類し、該当しない場合は新
たなカテゴリーを作成した。カテゴリー間の類似性から大カテゴリー
を導き出し、カテゴリー、大カテゴリーについて回答者の割合を支援
形態別に算出した。

【結果】支援を希望しない健診者は605名で該当者722名の83.8％を占
めていた。支援形態別では、動機付け支援が324名中248名（76.5％）、
積極的支援が394名中357名（90.7％）であった。理由は18カテゴリー
に分類され、 4 つの大カテゴリーが導き出された。［当センターの支
援は受けないが生活改善を行う見込みがあるか既に行っている］が
51.3％で最も高く、支援形態別でも動機付け支援61.7％、積極的支援
44.3％と最も高かった。［生活改善の意思はあるが実行できない］（動
機付け支援17.4％、積極的支援31.4％）、［健康に関心が向かない］（動
機付け支援4.0％、積極的支援7.6％）は、どちらも積極的支援の方が
割合が高かった。

【結論】支援を希望しない人が多く、積極的支援の割合も高かった。
生活改善を行う見込みがあるか既に行っているケースが多かったが、
意思はあっても実行できないケースや健康に関心が向かないケース
は、積極的支援の方が多かった。
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B-6-15
特定保健指導の指導効果についての検討�～3ヶ月後採血
コースを選択した人へのアンケート調査を行って～
独立行政法人地域医療機能推進機構   可児とうのう病院
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子
　

【はじめに】平成20年度から始まった特定保健指導による効果につい
ては、先行研究においてすでに明らかとなっている。A病院健康管理
センターでは、平成29年度の特定保健指導実施数は年間119名であっ
たが、健診当日の初回保健指導を始めたことで平成30年度は1079名、
平成31年度は1287名と実施数を増やした。【研究目的】 1 ．積極的支
援 3 ヶ月後採血コースを選んだ人の、初回と 3 ヶ月後の体重の変化を
知る。 2 ．減量が成功した人のアンケート結果の分析を行い、減量に
つながった要因を明らかにする事で、指導効果を上げられるよう今後
に活かす。【研究方法】研究対象：積極的支援 3 ヶ月後採血コースを
選択し来院した人。研究期間：令和 2 年 4 月 1 日から 8 月31日。デー
タ収集方法：無記名自記式質問用紙。回答方法：問 1 は 5 件法、問 2
は自由記述。倫理的配慮：看護研究倫理審査結果通知書No.201911承認。
分析方法：記述統計と自由記述の内容の分析。【結果】アンケートの
配布は37名、回収は30名（81． 1 ％）。健診時と比べ66． 7 ％の人が
減量していた。減量した20名の血液検査の値については、中性脂肪は
15名75％、HDLは 7 名35％、血糖は15名75％の人が、健診時と比べ
値が良くなっていた。アンケートの結果、初回面談で立てた目標体重
や計画を覚えていた約 6 割の人が減量に成功していた。【考察】初回
指導時の自己による目標設定への参加と意識付けおよび継続支援が、
特定保健指導における重要な点であると考える。【結論】 1 ．積極的
支援 3 ヶ月後採血コースを選んだ人の66． 7 ％に体重減少が認められ
た。 2 ．血液検査の値について中性脂肪は75％、HDLは35％、血糖
は75％の人に改善が見られた。 3 ．初回面談で立案した減量目標や計
画への参画、および計画を覚えていた人に減量できた人が多かった。

B-6-14
当施設における特定保健指導の効果判定～その後の指導に
向けて～
医療法人社団   つくば記念会   筑波記念病院   つくばトータルヘルスプラザ
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　山根　一秀
　

【目的】特定保健指導（以下特保）の効果を分析した。【対象】2017年
度に当施設で特保を実施した263名のうち、2019年度に当施設で人間
ドックを受診した103名（男性　80名、女性23名）。2019年度ドック受
診時の平均年齢53.6±8.3歳。内服開始や高齢による2019年度特保非該
当者は除いた。【方法】2017年度と2019年度の人間ドック結果をもとに、
対応のあるt検定を用いて、統計学的処理を行った。また、体重－
2 kg以上かつ腹囲－ 2 cm以上及び、特保選定基準のデータが改善し
た者を改善群、それ以外を非改善群とし比較検討を行った。【結果】
2017年度と2019年度の体重・腹囲、特保選定基準のデータは、いずれ
の項目にも有意差は認められなかった。しかし、103名のうち、改善
群は42名であり、体重・腹囲のみ改善した者14名、特保選定基準のデー
タのみ改善した者21名、両項目が改善した者 7 名であった。その結果、
2019年度特保非該当になった者は24名であった。非改善群は61名であ
り、検討項目全てにおいて改善しなかった。【考察】統計学的に有意
差は認められなかったが、体重・腹囲や特保選定基準のデータの改善
が全体の約40.8％に見られたことから、特保を受けたことによる一定
の効果はあったのではないかと考える。その理由として、積極的にフー
ドモデルを活用し適量を覚えてもらうことや、行動計画立案時により
具体的に目標を立てることを心がけたためである。しかし、全体の約
76.7％が再び2019年度特保該当者となっていることから、リピーター
率が高いと考える。今後は、リピーターを減らす為の対策が必要であ
ると考える。

B-6-13
特定保健指導参加者の生活習慣の変化と検査値について
医療法人社団善仁会   総合健診センター   ヘルチェック
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【目的】
当施設では、特定保健指導初回面談時、運動や食生活等に関する24項
目について、対象者が自ら振り返り、健康課題を明確にすることが出
来るチェック形式の生活習慣振り返りシート（以下、振り返りシート）
を使用し、行動計画を立案している。特定保健指導参加者の振り返り
シートの記入内容から生活習慣の変化と検査値を把握し、今後の支援
に活かす。

【対象】
当施設にて2018年度特定健診及び特定保健指導を実施した2,736名の
うち、翌年も同様に特定保健指導を実施した425名を対象とした。

【方法】
2 年連続特定保健指導参加者の初回面談時の振り返りシートから得ら
れた生活習慣の変化と、翌年健診時の収縮期血圧、拡張期血圧、
HDL-C、中性脂肪、空腹時血糖の結果を調査した。t検定を行ない、
有意水準は 5 ％未満とした。

【結果】
振り返りシートの24項目を、2018年度と翌年で比較したところ、「21
時以降に夕食を食べることが週 3 回以上ある」、「お菓子（スナック菓
子含む）、菓子パン、スイーツなどを週 3 日以上食べる」、「糖分入り
飲料（缶コーヒー、スポーツドリンク含む）をほぼ毎日飲む」「満腹
になるまで食べることが多い」の順に該当数が減少し、振り返りシー
トの該当数の合計も減少しており有意差が認められた。これらの食生
活に関連のある検査値の中性脂肪や空腹時血糖に有意差は認められな
かったが、収縮期血圧、拡張期血圧、HDL-Cには、有意差が認めら
れた。

【考察】
振り返りシートの該当数の合計に有意差が認められたことから、翌年
の生活習慣は改善傾向があったと考える。振り返りシートを使用する
ことで、健康課題を「見える化」し、対象者自ら問題点に気づくこと
で、健康行動のきっかけとなったと考える。これまでは初回面談時の
み使用していたが、今後は最終評価時にも振り返りシートを用い、取
り組みの成果や課題を再度明確にすることで健康行動の定着化を支援
し、モチベーションの維持に繋げていく。

B-6-12
特定保健指導の初回分割支援実施率の向上を目指して
医療法人社団新虎の門会   新浦安虎の門クリニック

○林
はやし

　　実
み さ き

咲 　齊藤　華子 　松本　　楓 　鶴岡　尚志 
　沼本美由紀 　大前　由美 　大前　利道
　

【目的】特定保健指導該当者に対して健診受診当日に初回分割支援を
行うことは実施率の向上に寄与することが知られている。当法人の
酒々井虎の門クリニックでは令和 2 年 8 月より千葉県印旛郡酒々井町
の健診および初回分割支援を開始し高い実施率を得られた。一方当院
では、平成30年 4 月から協会健保の巡回健診においても初回分割支援
を開始しているが、実施率は一向に低い結果となっている。両者を比
較して、実施率に差が出る条件の違いを明らかにする。【対象】令和
2 年 8 月から令和 3 年 3 月までの酒々井健診受診者271名のうち特定
保健指導該当者36名と、巡回健診受診者2741名のうち特定保健指導該
当者723名。【方法】酒々井健診受診者での特定保健指導該当者をA1群、
初回分割支援開始者をA2群とする。また同様に巡回健診での特定保
健指導該当者をB1群、初回分割支援開始者をB2群とする。それぞれ
人数を算出し、両者の実施率を比較する。【結果】酒々井健診受診者
は271名で、A1群36名のうちA2群は31名（86％）であった。また巡
回健診受診者は2741名で、B1群723名のうちB2群20名（3％）であり、
A2群がB2群の実施率より高かった。【考察】A2群では支援該当者の
ふるい分けに対する柔軟な対応や、受診者の理解を得るために健診開
始時に特定保健指導該当の可能性を説明するなど、職員全体の協働体
制が整っている。一方B2群ではそのような柔軟な対応や、健診開始
時に受診者へ特定保険指導該当の可能性を説明するといった体制が
整っていないため、特定保健指導を健診の流れに組み込むことが出来
ていない。よって、初回分割支援実施率向上のためには、指導する管
理栄養士だけでなく職員全体が協働する体制づくりが重要と考えられ
る。
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B-8-02
当施設における人間ドック受診者の健康相談満足度調査
－肥満群と非肥満群との比較－
社会医療法人財団   白十字会   佐世保中央病院   健康増進センター

○一
い ち の せ

ノ瀬みずき 　山口　千佳 　田口久美子 　深井　絵美 
　齋藤　陽子 　伊藤　恵美 　川内奈津美 　中尾　治彦
　

【目的】当施設では全ての人間ドック受診者に対し、健康相談として、
保健指導、事後フォロー、各種相談を行っている。今回、健康相談の
満足度を調査し、肥満群と非肥満群に満足度の差があったので報告す
る。

【対象・方法】2021年 2 月15日～ 3 月10日に当施設で人間ドックを受
診した104名に対し、健康相談の満足度を 5 点満点評価の無記名自記
式質問紙で調査した。分析は肥満群（BMI25.0以上）と非肥満群

（BMI25.0未満）で、Mann-WhitneyのU検定を用いて比較した。また、
健康相談の記録から健康相談内容を、「生活習慣修正（保健指導）」、「医
師結果説明の補足」、「事後フォロー（二次受診対応等）」、「情報提供（各
種疾患や健康に関する相談等）」に分類し、満足度を比較した。

【結果】肥満群30名、非肥満群74名。健康相談の平均所要時間は、肥
満群16.0分、非肥満群12.2分。満足度の平均は、肥満群4.74点、非肥
満群4.34点で、統計分析で有意差を認めた。健康相談内容別の満足度
の平均では、「生活習慣修正」は、肥満群4.77点、非肥満群4.31点、「医
師結果説明の補足」は、肥満群4.60点、非肥満群4.00点、「事後フォロー」
は、肥満群4.80点、非肥満群4.80点、「情報提供」は、非肥満群4.35点（肥
満群は該当者なし）であった。

【考察】満足度は全体的に高い結果であったが、肥満群と非肥満群の
満足度に差が生じていた。肥満群等、健診結果で問題点が明確である
対象への健康相談は充実しているが、非肥満群等では、対象が求める
健康相談に不足や乖離が生じていることも考えられた。人間ドックに
おける健康相談は、病気や健診結果だけに着目せず、将来的な健康問
題の発生予測や個々の健康への不安や疑問に対しても指導・援助し、
将来的な健康へ導くような介入が求められる。全ての受診者に、人間
ドックを受けて良かったと感じてもらえるよう、個々の健康問題や健
康観の把握に努め、「健康相談」の内容も充実を図りたいと考える。

B-8-01
A病院の交代制勤務と非交代制勤務者の睡眠、肥満の調査
からわかったこと
北見赤十字病院   健康管理センター

○小
お の

野　玲
れ い こ

子 　松沼三千代 　須永　道明
　

【序論】
病院などでは交代制勤務に従事する（6ヵ月以内に22時から翌日 5 時
の間にひとつき 4 回以上深夜業に従事している者）労働者は、勤務の
ために睡眠時間帯が変化し、短時間睡眠（5時間未満）、睡眠不足にな
りやすいと考えられる。また、覚醒時間が長い者は食事回数の増加、
非交代制勤務者より菓子類や嗜好飲料の摂取量が多いなど肥満になり
やすいと考えられる。これまでの研究で短時間睡眠が肥満や生活習慣
病と関係があると明らかになっているが、勤務形態と睡眠との関連性
や睡眠の質と肥満との関連性は明確にされていなかった。本研究では、
勤務形態と睡眠、睡眠の質（アテネ不眠尺度使用：以下AIS）と肥満
との関連について検討した。

【研究の方法】
A病院倫理審査委員会の認可を受け、研究の趣旨に同意をした者が自
由意思で定期健康診断の質問票と併せて睡眠調査に回答するように依
頼した。交代制勤務者と非交代制勤務者の過去 1 ヵ月の平均睡眠時間、
AIS、BMIの比較をした。

【結果】
1 ．勤務形態と睡眠との関連について、交代制勤務者は非交代制勤務
者よりも過去 1 ヵ月間の平均睡眠時間が有意に短かく（p＜0.05）、睡
眠の質が悪かった（p＜0.01）。
2 ．AISと肥満、勤務形態と肥満に有意差はなかった。

【考察】
睡眠不足は集中力が低下し作業能力の低下を招きやすい。特に交代制
勤務者には睡眠時間、睡眠の質を確保するため仮眠や夜勤前後の活動
等に配慮が必要と考える。また、標準的な22項目の質問票の回答より
睡眠による休息が不十分な者には生活リズム、睡眠時間確保のため工
夫について働きかけていきたい。
AISと肥満に有意な差がなかったことから、睡眠の質の低さは食事回
数や間食の摂取量に直接影響していないことが考えられる。そして、
勤務形態と肥満についても有意な差が認められなかったことから、勤
務形態に関係なくエネルギー摂取と消費のバランスを整えることによ
り肥満の予防に繋げていきたい。

B-7-01
高ストレスにおける健診調査結果の検討
1 一般財団法人   近畿健康管理センター   三重事業部      
2 一般財団法人   近畿健康管理センター   総合企画本部IT推進部

○前
ま え だ

田　啓
ひろゆき

行1 　大西　大介1 　森田　泰人1 　岡村　浩樹1 
　林　　博子2 　西川　政勝1

　
I．はじめに

（一財）近畿健康管理センター（以下KKC）三重事業部で収集した 1
年分のストレスチェック情報及び健診情報を基に、高ストレス者／非
高ストレス者における健診データを解析し生活習慣との関連を検討し
たので報告する。
II.対象および方法
2018年 4 月から2019年 3 月までの 1 年間、KKC三重事業部において
ストレスチェックを受診した者で、健診データが存在する15,231名で
あり、高ストレス者は2,125名、非高ストレス者13,093名であった。今
回解析した項目は、健診データでは年齢・性別・病歴・自他覚症状・
BMI・血圧・血液生化学所見等、生活データでは飲酒・喫煙・運動（歩
行）習慣・睡眠・食習慣等である。高ストレス群と非高ストレス群の
二群間の比較はχ 2 乗検定等を用いて行った。
III.結果
高ストレス者2,125名（全対象者の14％）の性別では、男性1,409名（男
性対象者の18.9％）、女性716名（女性対象者13％）であった。年齢ブロッ
ク別では高ストレス者の比率は30-34歳（対象者の18.6％）がピークで
あった。ほとんどの項目が高ストレス者比率9.5％～20.0％大差はな
かったが、χ 2 乗検定では「睡眠時間」（P=0.007）と「睡眠休養」（P
＜0.01）については、有意差を認めた。即ち、睡眠時間が短い場合及
び睡眠休養が不十分の場合に高ストレス者が多かった。更に項目を詳
細に分類し検討する必要がある。
IV.まとめ
分析の結果有意差が出たのは睡眠時間と睡眠休養の 2 項目だけであっ
た。今回の結果を踏まえ、受診者のストレス軽減を目的として上記デー
タを有効活用する必要があると考える。今後、縦断研究も含め更なる
解析・検討を予定している。

B-6-16
特定保健指導継続支援におけるLINEWORKSの取り組み
と評価
小牧市民病院   健診センター

○大
おおだいら

平　圭
けいすけ

祐 　宮田　章宏 　小塚　明弘 　小椋　朱根 
　京極　美咲 　坪井　麻紀 　望月　盈宏 　末永　裕之
　

【目的】当センターの継続支援方法は電話が約 9 割を占めているが、
脱落率が多い（令和元年度脱落率20％、継続率80％）。脱落の多い理
由として電話連絡の1.指定時間がある2.休日は支援が出来ない3.対象
者の仕事の都合に左右されやすいことである。今回、継続率改善のた
めLINEWORKS（以下LINE）を導入し、その取り組み経過について
報告する。また、継続支援初回での電話、LINE支援継続率について
も比較、検討した。【方法】令和 2 年11月から令和 3 年 1 月に初回支
援を実施した145名（男性95名、女性50名、年齢52.3±8.0歳、BMI27.1
±3.0、腹囲91.2±7.8cm）を対象とした。初回支援の際に対象者が
LINE、電話から継続支援方法を選択。LINE支援選択者の背景要因（性
別、年齢、過去指導歴）、電話支援選択者の理由ついて調査を行った。
同対象者のうち 1 ヶ月支援が経過したLINE群（35名）、電話群（19名）
の 1 ヶ月支援完了率、 1 ヶ月支援完了までに要した連絡回数を比較し
た。【結果】継続支援選択はLINE93名（64.1％）、電話52名（35.8％）
であった。LINE選択の背後要因は性別、年齢、過去指導歴において
有意差は認められなかった。電話支援選択者52名のうちの選択理由が
確認出来たのは25名であった。選択理由としては1.会社の電話が良い

（6件）2.LINE登録無し（4件）3.過去支援と同様に電話が良い（3件）
が多い結果であった。 1 ヶ月支援の完了率は、LINE91％（32名）、電
話63％（12名）であり、LINEが有意に完了率が高い結果であった（P
＜0.05）。 1 ヶ月支援完了までの連絡回数はLINE1.2±0.6回、電話1.7
±1.0回でありLINEが有意に少ない結果であった（P＜0.05）。【考察お
よび結論】特定保健指導におけるLINE利用により、継続率、連絡回
数の改善がみられた。LINEでの支援完了率が高い要因として、時間
に縛りがないこと、返信が簡便であるなどが考えられた。
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C-1-04
時間外労働とヒヤリハット件数減少に向けた取組みと評価
医療法人JR広島病院

○浅
あさかわ

川　　聡
さとし

 　野村　秀一 　田中美和子 　栗栖　貴子 
　田中　美和 　石橋　　努
　

【目的】健診センター事務部門の恒常的な時間外労働とヒヤリハット
発生が課題であり、その要因は確認漏れ、繁忙、知識不足であると考
えられた。当日の予約変更や電話対応に時間を取られダブルチェック
が午前中に着手できず確認も十分でないという状況を改善するため、
2020年11月に業務マニュアルを改良して仕事の進め方を見直した。本
研究の目的はこの取組みが時間外労働やヒヤリハットの減少につな
がったかどうかを検証することである。【方法】チェックポイントを
スタッフが正しく理解できるよう業務マニュアルを改良し、ミーティ
ングの機会を増やして習熟度を確認した。この取組みの開始前（2020
年 6 月～10月）と開始後（2020年11月～2021年 2 月）について、事務
職員の時間外労働の月毎の合計時間数とヒヤリハットの報告件数を比
較した。また、受診者数の差を考慮し受診者 1 人あたりの時間外労働
の時間数も比較した。月毎の時間外労働時間はmedian（25パーセン
タイル値－75パーセンタイル値）で表示し、前後の時間数の差の評価
にはMann-Whitney U検定を用いた。【結果】時間外労働の合計時間
数は取組み開始前がmedian 181時間（179時間－188時間）、取組み開
始後がmedian 63.5時間（56.5時間－66.8時間）で有意に減少した（p
＝0.0159）。受診者 1 人あたりの時間外労働の時間数は取組み開始前
がmedian 16分（15分－19分）、取組み開始後がmedian 5分（5分－ 6 分）
で有意に減少した（p＝0.0159）。ヒヤリハットの報告件数は取組み前
の 5 ヵ月間の 6 件から取組み後の 4 ヵ月間の 1 件に減少した。【考察】
マニュアルの改善やミーティングの回数を増やすなど業務を見直した
ことにより時間外労働は有意に減少し、ヒヤリハットの報告件数も減
少したと考えられる。今後、さらにマニュアルを改良して、円滑な事
務業務推進に努める所存である。

C-1-03
当センターにおける健診受診者に対する健診後の健康づく
り支援について
公益財団法人春日井市健康管理事業団   春日井市総合保健医療センター

○仙
せ ん だ

田　力
り き や

也 　高尾多重美 　冨樫　ゆか 　平山　幹生 
　伊藤　和幸
　

【目的】健診受診者に対して、健康に対する意識の向上と知識の普及
を図るとともに、継続的な健康づくりの実践の場を提供し、健康寿命
の延伸につなげることを目的とする当センターの健診後の健康づくり
を支援する取り組みを紹介する。【内容】健診後の健康づくりを支援
するために、重症化予防教室及び一次予防サイクル事業を実施した。
重症化予防教室は、人間ドック等を受診し結果が要経過観察に該当し
た者を対象に、重症化への進行を防ぐため、「生活習慣病重症化予防」

「CKD重症化予防」「ロコモティブシンドローム予防」等をテーマと
した教室を実施している。これらの教室は集団指導と位置づけ、医師・
保健師・管理栄養士による講話、健康運動指導士による運動実践を組
み合わせた内容であり、令和元年度の実績は実施回数48回、延べ参加
者数808人であった。次に、一次予防サイクル事業は、健診受診者の
うち希望者が体力年齢を把握するための体力測定を実施し、その結果
に応じて健康運動指導士・保健師・管理栄養士による個別指導を実施
した後、通年開催する事後支援講習会（個々の能力に合った強度で参
加できるウォーキング・エアロビクス等の運動教室及び栄養料理実習）
を受講することで、継続的な運動と食生活の改善を実践するものであ
る。長期にわたり自分の健康状態を把握する 1 年周期のサイクル（健
診受診⇒体力測定⇒個別指導⇒事後支援講習会⇒効果測定⇒健診受
診）を構築する内容であり、令和元年度の実績は体力測定実施回数81
回、参加者数749人、事後支援講習会実施回数710回、延べ参加者数
26,053人であった。【結語】健診により把握された不良な健康状態の
進展を防ぐことを目的とした重症化予防教室及び健診から始まる一次
予防サイクルは、疾病の早期発見と生活習慣の見直しによる疾病予防
に寄与することから、健康寿命の延伸に有効な取り組みであると考え
今後その効果を検証していく。

C-1-02
健診予約業務内製化への取り組み
一般社団法人衛生文化協会   城西病院   予防医学部施設健診課

　江渡　暁子 ○栗
くりさわ

澤　美
み か

香 　吉岡　明美 　小石川知史 
　笠原　　督 　玉城　成雄
　

【はじめに】当法人施設健診課は、杉並区荻窪（以下荻窪健診センター）
と中央区築地（以下築地健診プラザ）に施設を有する。開設以来、赤
字経営が続いた築地健診プラザの業務改善の中で、予約関連業務を外
部委託から内製化したことで業務効率化が進展し大幅な費用削減が達
成されたことを報告する。【背景】2015年 7 月に開設した築地健診プ
ラザは、受診者数及び医業収益は年々増加していたものの、年度決算
で黒字に至らない状況が 4 年間続いたこともあり黒字化が至上命題と
なった。【取り組み】2018年11月に業務改善プロジェクトが始動、業
務の棚卸しの中で外注していた予約関連の業務委託費用が年々増加し
ていたことが判明、さらに委託料の値上げを要求されていた。検討の
結果、予約業務内製化により築地健診プラザの費用削減効果のみなら
ず、施設健診課全体の業務改革にもつながることが期待された。予約
関連業務を荻窪健診センターに集中化、予約方法として新たにWEB
予約システムを導入することで担当の増員を最小限にとどめた。【結
果】従来は電話予約主体であったが内製化約 1 年後にはWEB予約が
70％程度を占め、それに伴い導入当初より担当人員は削減した。また、
本プロジェクトを通して部署間の障壁が下がり連携が取りやすくなっ
た。業務改善の結果、約34,000千円かかっていた費用は15,000千円ま
で減少し、2019年度は当初の目標であった築地健診プラザの黒字化が
達成できた。【考察】築地健診プラザ開設当初、予約関連業務を外注
することで効率化を推進できると想定していたが、現実には黒字化が
達成されず我々は改革を迫られた。単に内製化するだけでは職員の労
務負担は改善されないが、近年の情報技術の進歩に伴いWEB予約が
洗練されたこともあり導入に踏み切った。その結果、効率的な運用が
可能となり収支も改善した。今後は内製化により蓄積したノウハウを
用い、来たるべき業務自動化に向け準備していきたい。

C-1-01
健康管理センター立上げ以降に導入したシステムによる業
務改善の報告
医療法院   協仁会   小松病院   健康管理センター

○井
いのうえ

上　拓
た く や

弥 　河嶋わかお 　栗岡　聡一 　福間　博和 
　高原里永子 　三輪　直子 　井上　　綾 　田浦　益生 
　石坂　和之 　河嶋　　亨
　

【目的】健康管理センター立上げ（2013年）より増加する受診者数に
対して、様々な変化やニーズに対応するため、また、より効率の良い
組織運営や受診者満足の獲得を目的とし、ここ 5 年間に導入したシス
テムとその経過を報告する。【導入システムと経過】1.血液検査依頼
システム　従来は検査会社の依頼用紙へ氏名、IDと依頼番号記入し
ていた。各健保や事業所により検査内容が異なる為、作業が繁雑化し
ミスなどもあった。そこで検査内容を健診システムでデータ化し、依
頼可能なシステムを導入。導入後は検査依頼業務が円滑になり、作業
時間の短縮、ミスの減少に繋がった。2.人間ドックＷＥＢ予約　従来
の予約方法は電話、FAX及び来院での予約のみであったがアンケー
トなどからインターネットを利用した予約の要望が多かったことによ
り2017年 4 月より導入。結果2020年度の予約者数は224名と全体の
10％を占める方に利用いただき受診者数増加につながった。3.遠隔読
影システム　従来、読影業務は放射線科担当医師が診療時間を割いて
行っていたが、他業務多忙と受診者増加を考慮し、2017年 1 月遠隔読
影システムを検討し導入。対象は胸部・胃部X線検査。読影結果は健
診用に判定と所見を依頼。2020年度の依頼件数は胸部：10292件／胃
部：2797件であった。4.健診サポートアプリ　当センターご利用の方
の満足度やリピート率を上げるため、また他と差別化を図り付加価値
を作る為に導入した。健診結果をスマートフォンアプリにて閲覧でき
るように提供。紙媒体とは異なりいつでも自身の結果を確認できる。
また受診案内をアプリにて実施し年に 1 度のワンショットの関係とな
らないように活用している。【考察】導入したシステムは現在の健康
管理センター運営に必要不可欠であり、更なる受診者増加に対応する
ツールとなっている。今後もシステムによる業務効率改善や受診者の
方へ満足頂けるサービスを継続して提供していきたいと考える。
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C-2-04
病院併設型健診センターの受診者待ち時間における過去5
年間の推移
横浜市立みなと赤十字病院   健診センター

○角
か ど や

谷　沙
さ お り

織 　伊藤美奈子 　與那覇佳子 　津々楽泰江 
　菅野　みほ 　松本　明美 　守岡　　謙 　板倉　沙奈
　

【目的】
　待ち時間は受診者満足度に影響を与える大きな要因の 1 つである。
当センターでは限られたスペースや人員、併設型の特性のため、待ち
時間短縮は簡単ではない。しかし、時間差受付や受付時間を早めるこ
とで待ち時間の短縮を実現し、当学会で報告した。直近 5 年間は待ち
時間を短縮させるような環境因子はほとんど変化していない。どのよ
うな因子が待ち時間に影響を与えているかを検討するために過去 5 年
間の推移を分析した。

【方法】
　対象は2016～2020年度（すべて平日 5 日間）に内科診察を含むコー
スの受診者とした。なお、30分以上遅刻した者、当日オプションの追
加やキャンセルをした者、不測対応があった者は除外した。調査方法
は、調査用紙に各項目の受付時間と開始時間、終了時間を各部署の担
当者が記入し、平均待ち時間を算出した。

【成績】
　複数列で行う受付や採血、計測、腹部超音波、胃X線は、受診者数
の増減に伴い待ち時間も増減していた。 1 列で行う診察やMRI、上部
消化管内視鏡は、件数が 1 件増えると 1 件当たりの所要時間分、待ち
時間が増加していた。外来診療と並列で行う頚動脈超音波やマンモグ
ラフィー、骨密度、胸部CT、子宮がん検診は、外来患者数によって
待ち時間が左右されると思われる。心電図と胸部X線の待ち時間は、
5 年間で大きな変化はみられなかった。

【結論】
　受診者数、何列で行うか、枠の増加、外来患者数が待ち時間に影響
を与えることが示唆された。しかし、これらの因子を改善することは
現状では困難である。すでに、体感時間を短くするためにWi-Fi設置
や待ち時間中の保健指導実施などを行っている。今回の検討では、30
分以上の遅刻、オプション検査の追加などがあった場合、待ち時間が
長くなるので除外したが、これらの症例にも注目し、突発的なことが
生じても効率的かつ安全性の高い対応を行うことで、受診者サービス
の向上をめざしたい。

C-2-03
受診者の満足度向上を目指したアンケート調査～満足度評
価に影響する因子の考察～
1 公立学校共済組合   近畿中央病院   人間ドック棟      
2 公立学校共済組合   近畿中央病院   健康管理センター

○松
ま つ お

尾　直
な お み

美1 　松井　奈々1 　木村亜里澄1 　小神　恵子1 
　花岡　まり1 　上村　尚子1 　中田　佐江1 　西川　由利1 
　斎藤　　博2

　
【背景・目的】日本人間ドック学会の運営方針の一つに施設・組織の
質向上が掲げられている。当院では、人間ドック受診者満足度の向上
を目的に2015年から満足度調査を実施している。今回の満足度調査で
は、総合満足度評価と個別の満足度評価の相関を用いて人間ドック受
診者の満足度に影響する因子を検討した。【方法】調査期間は2020年
6 月～2021年 2 月。人間ドック及び協会けんぽ生活習慣病健診の受診
者を対象にアンケートを配布（1013名）・回収（746名）した（回収率
74.38%）。未記入は省き、615名のアンケート調査を実施した。総合満
足度評価と書類予約・受付・案内・検査・職員対応の13項目を 1 ～ 5
点で評価した。総合満足度評価の平均点を求め、総合満足度評価と各
13項目をPearsonの積率相関係数により解析し、 5 ％の有意水準で有
意判定した。【結果】総合満足度評価の平均点は4.581（n=615）であっ
た。総合満足度評価に対して相関係数が0.4～0.7を示したものは10項
目であった。検査職員の対応0.533、事務の対応0.533、職員の各検査
への案内0.496、医師の診察や結果説明0.483、プライバシーの配慮
0.481、看護師の問診や相談対応、診察介助0.476などであった。相関
係数が0.2～0.4を示したものは 3 項目であり、検査の待ち時間0.285、
予約0.390、来院時の受付0.391であった。【考察】総合満足度評価の平
均点は4.581であり、満足度は高いといえる。総合満足度評価と正の
相関がみられたのは職員の対応に関する内容であり、接遇は満足度評
価に影響する因子だと考えた。職員は採用時や定期的に接遇研修を実
践・参加しており、今後も職員全体の接遇の向上を図る取り組みを継
続する必要性が示唆された。弱い正の相関を示した各検査の待ち時間
の短縮及びスムーズな誘導、予約方法と受付の見直しが課題として挙
げられる。今後も定期的な満足度調査を実施し、受診者サービスの向
上を目指したい。

C-2-02
婦人科待合へのアロマテラピー導入に関する研究
船員保険   北海道健康管理センター

○川
かわさき

崎美
み さ こ

沙子 　山下　千帆 　安部香与子 　尾崎　小枝 
　山田　浩子 　村上　晃子 　岡田亜衣子 　石山　緑里 
　川代　昭子 　齋藤　忠範
　

【目的】婦人科待合へのアロマテラピー（以下アロマ）の導入と受診
者満足度との関係を明らかにし、婦人科待合へのアロマ導入のための
方策を検討する。

【対象と方法】調査対象は2020年11～12月に婦人科待合を利用した受
診者とした。調査開始前にアロマライトを用い、婦人科待合内にリフ
レッシュ作用のある精油（レモン）の香りを拡散させた。その後、受
診者に研究協力を依頼し、承諾が得られた200名を対象に、独自に作
成した無記名式の質問紙調査を行った。調査内容は、年齢、日常生活
におけるアロマ実施の有無などの属性、ならびに婦人科待合へのアロ
マ導入に対する満足度などを問う選択式の質問とした。本研究は所属
施設の倫理審査を受審し承認を得た。

【結果】回収数200（回収率100％）、有効回答率は98％であった。回答
者の平均年齢は42． 8 歳（SD＝10． 6 歳）であった。婦人科待合へ
のアロマ導入に対する満足度については「とても満足」（33． 7 ％）、

「やや満足」（34． 2 ％）、「どちらともいえない」（30． 6 ％）、「やや
不満」（1． 0 ％）、「とても不満」（0． 0 ％）であった。アロマ導入は
当施設への満足度を向上させているかについては「向上させている」

（78． 6 ％）、「向上させていない」（18． 4 ％）であった。香りの強さ
については「強かった」（2． 0 ％）、「ちょうどよかった」（52． 6 ％）、

「弱かった」（42． 9 ％）であった。アロマ導入が満足度を向上させて
いるかどうかは、受診者の香りの強さの感じ方において有意な関係が
みられた（カイ二乗値＝15．36、p＜ 0 ．001）。レモン以外の好みの
香りでは「グレープフルーツ」、「ラベンダー」、「オレンジ」の順で多
かった。

【考察】婦人科待合へのアロマ導入は受診者満足度に寄与している可
能性がある。しかし、香りの強さの感じ方や好みは個人差があるため、
アロマ導入にはさらに検討が必要である。

C-2-01
上部消化管内視鏡検査増加を目指した内視鏡室の空き時間
の有効利用ヘの工夫
SUBARU健康保険組合   太田記念病院

　天笠　　豊 　中村　哲之 ○小
お ぬ き

貫　澄
す み え

江 　鈴木あけみ 
　松浦　直太 　福田　　恵 　須永小百合 　権田　晴江 
　須藤　保美 　長谷川亜矢子
　
背景：当施設は病院併設型健診センターで受診者は年間約17,000人。
上部消化管内視鏡検査（EGD）の要望は多いが健診で使用可能な内
視鏡検査室数は他の診療科と共同利用の為制限があり毎年約300件の
EGDをお断りしていた。2014年度の上部消化管検査はEGD4,663件、
上部消化管X線透視7,622件でEGDの割合は38％。検査進捗でEGD前
に行う必要がある腹部エコー等の為にEGDへの進捗が遅くなり内視
鏡室が利用されない時間帯（AM8：30～ 9 ：30）があり問題となっ
ていた。目的：内視鏡室を十分活用しEGD件数増加よって受診者の
要望に応える。上部消化管検査のEGD比率を高め健診の質の向上を
目指す。対象と方法：EGD枠不足により健診当日のEGD（当日EGD）
予約が取れないことに対応する為、別日にEGDのみに来院していた
だく 後゙日EGD の゙運用を2015年度から開始。後日EGD枠を通常利用
されないAM8：30～ 9 ：30に設け2015年度～2019年度までの人間ドッ
クEGD件数の年次推移を検証。結果：2015年度～2019年度のEGDは
4,843件、5,447件、5,878件、5,830件、6,041件と年々増加。上部消化管
検査のEGD比率も38％、45%、48%、48%、49%と増加。当日EGDは4,812
件、4,936件、5,121件、5,030件、4,914件で大きな年次差異は無かったが、
後日EGDは31件、511件、757件、800件、1,271件で著明に増加。考察：
EGD件数、上部消化管検査のEGD比率共に2015年度以降年々増加。
当日EGDの件数は、ほぼ年次差異は無かったが後日EGDは著明に増
加。2019年度の後日EGDは平均4.4件/日で、設定枠4.5件/日に対して
約98％の稼働率となった。EGD件数の増加は後日EGDの増加が要因
と判断された。上部消化管検査中のEGD割合も増加し健診の質の向
上にも繋がった。後日EGDの問題点で 2 度の来院という不便さがあ
るが後日EGDの件数増加と稼働率の高さから不便さを上回るEGD要
望の高さが伺える。受診者の要望に応え健診の質の向上を目指し今後
もEGD件数を増やす工夫を検討したい。
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C-2-08
車イス利用受診者の健康診断　　＜安心・安全に配慮する
ためのチェック表を活用して＞
公立西知多綜合病院   健診センター

○宮
みやがわ

川　敬
け い こ

子 　近藤　友紀 　横幕ひろみ 　玉井　幸枝 
　松村　明美 　石井　尚子 　原山　浩聡
　

【はじめに】当健診センターでは、車イス利用受診者（以下受診者と
する）が年間40～50名に上っている。人間ドック受診者の付き添い者
から「他院の健診センターでは、もっとスムーズに受診できた」との
指摘を発端に、安心・安全な受診対応の標準化に取り組み、その効果
について評価したので報告する。【対象】受診者25名（2020年 8 月～
2021年 3 月）と担当した看護師 6 名、検査技師 1 名【方法】1.受診者
の健康診断予約後、当日の担当スタッフを事前に決定する。2.担当ス
タッフは、事前にチェック表を用いて受診者の受診項目、過去の受診
歴や計測値、受診者メモの記載内容から注意点を確認し記入する。3.安
全に配慮し、動線を考えた検査順序を決定する。4.当日は、事前の確
認内容に従い、付添う。5.健康診断終了後、受診者または付添い者、
担当スタッフへアンケート記入を依頼する。【アンケート結果】1.受
診者および付き添い者から検査順序について「よかった」「まあまあ
よかった」が92%、担当スタッフ制について「よかった」「まあまあ
よかった」が96％であった。2.担当スタッフのチェック表利用の有用
点は、「検査項目の把握ができた」、「他職種への連絡がもれなくできた」

「検査順序をあらかじめ決めることができた」の順で多かった。担当
スタッフ制については、「転倒予防など安全に配慮した健康診断が実
施できる」、「事前に検査順序を計画し、誘導することで動線や時間短
縮ができる」の意見が多い反面、マンパワー不足による他業務への負
担増等を危惧する声もあった。【考察】チェック表の利用で、受診者
への対応を標準化することができた。加えて、転倒予防の視点が醸成
され、看護師のみならず、検査や放射線技師等の関係職種の意識の向
上にもつながり介助必要時の支援も可能となった。業務への負担増に
対しては、予約可能な範囲で時間調整するなどし、安心・安全な受診
ができるよう努めたい。

C-2-07
はるさき健診センターにおけるオプション検査の取り組み
と傾向について
一般社団法人   岡崎市医師会   はるさき健診センター

○市
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川　桃
も も こ

子 　近田　真志 　土方万由子 　岩波　有美 
　深津　　満 　山田　珠樹
　

【背景・目的】
当センターでは、オプション検査（以下：OP）の新規立ち上げ及び、
多くの受診者にOPを利用していただくための取り組みを積極的に実
施している。今回、各種の取り組みと、過去 5 年間におけるOPの受
診数の傾向について報告する。

【対象】
・2014～2018年度の 5 年間に当センター人間ドック及び協会けんぽを
受診された284,096名
・2018年度時点で受託可能であったOP（31項目）

【方法】
1.新規OPの企画
a.ご意見箱の設置
b.ツイートキャッチ（受診者の声を従業員が拾い上げる仕組み）の利
用
2.OPの案内
a.受診票と共にOPの案内を同封
b.当センター待合に電子掲示板を設置
3.各年度のOP受診数について集計を行い、2014年度に対する2018年
度の増減率（%）を求めた

【結果】
年間受診者数は17%増（2018年度：61,266名）、OP受診数は12%増（78,143
名）であった。乳房超音波は178%増（2,917名）、胃内視鏡は59%増（8,275
名）、マンモグラフィ 2 方向は54%増（3,213名）と、著明に増加した。
一方、子宮・卵巣MRIは29%減（149名）、血清ヘリコバクター・ピロ
リ抗体は22%減（2,500名）、胸腹部CTは16％減（966名）であった。

【考察・結語】
2014年度と比較して2018年度では、受診者数と共にOP受診数も増加
した。特に、乳房超音波、胃内視鏡、マンモグラフィは、著明に増加
した。近年、高濃度乳房に対するマンモグラフィの検査精度の問題が
注目されているため、乳房超音波は増加したと考えられる。減少した
OPに関しては、疾病発見症例を提示することで、検査の重要性を示
していきたい。その他、2016年度から新規に開始したアレルギーセッ
ト（全 4 種類）は、初年度1,162名の追加受診を認め、当センターの
人気OPの一つとなった。今後も引き続き受診者の声を拾い上げ、そ
の結果から新たなOP項目と、より効果的な案内方法についてさらに
検討していく予定である。

C-2-06
検査所要時間測定調査と待ち時間短縮への取り組み
医療法人恒和会   東部健診センター
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子 　古多部　幸 　羽森準一郎 　養父　智子 
　村上　勝規 　谷中　信也 　木本奈緒美 　河合　礼子
　

【背景と目的】健診者からの意見が最も多い「待ち時間」に焦点を当て、
各検査の待ち時間測定を行なうことで現状を把握した。最長の「結果
説明待ち時間」短縮を目的に色々な角度から分析・改善策を検討・実
践した結果を報告する。【方法】2017/11/14-11/18に各健診者の来所
時間と検査毎（心電図、胸部X線、胃部X線、胃内視鏡、マンモグラフィ、
子宮がん検診、腹部超音波、結果説明）の受付・開始・終了時間を記
録し、検査の所要時間と待ち時間を算出した。業務改善後2018/10/2-
10/13に来所時間と結果説明の受付・開始時間を記録し、待ち時間を
算出した。【結果】時間測定で待ち時間45分以上の健診者は結果説明
22%、腹部超音波 7 %、胃部X線検査 4 %の順に多かった。このため「結
果説明待ち時間45分以内」を目標とした。まず要因を健診者・結果説
明・体制・環境から分析した。重要要因に対する対策を系統図法で目
的と手段を展開し、手段を効果性・実現性・持続性・重要性からスコ
ア化し、実施対象とする対策を決定した。スコアの高い対策：1.ファ
イルのまわし方、2.所要時間と待ち人数の視える化、3.情報の共有、4.問
診票の確認、に対して5W1Hで実施計画をまとめ、実践した。対策後
の結果説明待ち時間調査の結果、最長待ち時間40分で、45分以内とい
う目標を満たしていた。【考察】結果説明待ち時間短縮を目的とした
改善計画で、有形効果として、目的であった待ち時間が短縮した。健
診全体所要時間も短縮した。さらに無形効果としてスタッフの意識が
変化し、スタッフ間の情報共有と健診者への配慮ができるようになっ
た。波及効果として全スタッフがその日の全体の状況を意識し、健診
者一人一人の状態を把握でき、業務の調整・確認ができるようになっ
た。今後、待ち時間は短縮しているが、健診者は待ち時間についてど
のように感じているのかについてアンケートを実施し、業務改善効果
と健診者のニーズを検証する予定である。

C-2-05
コミュニケーションスキルを活用した受診者満足度向上へ
の取り組み　～超音波検査時におけるロールプレイ研修～
日本赤十字社熊本健康管理センター

○竹
たけもと

本　京
きょうこ

子 　光永　雅美 　木場　博幸 　山口　香織 
　奥村　彰太 　田中　信次 　石本　裕美 　盛川恵美子 
　大竹　宏冶 　吉田　　稔
　

【はじめに】当センターは人間ドックにて年間約 3 万人の超音波検査
（腹部、乳腺、甲状腺、頸部）を検査技師が行っている。安全安心な
検査の提供として検査技術の向上に努めるのは勿論のこと、受診者に
対する接遇も重要視されている。コミュニケーションスキルを高める
ことは、検査効率を良くすると共に受診者満足度の向上にも繋がると
思われる。今回、コミュニケーションスキルを活用した超音波検査時
のロールプレイ研修を実施し、研修前と研修直後および研修後 4 ヶ月
における技師の意識調査を行ったので報告する。

【対象】臨床検査技師23名（男性 7 名　女性16名）
【方法】 2 回のロールプレイおよびロールプレイ後のディスカッショ
ン
・ 1 回目研修（対応困難だった 3 事例のロールプレイ）　
・ 2 回目研修（日本サイコオンコロジー学会SHAREプログラムのコ
ミュニケーションスキルを活用したロールプレイ）
　 1 回目、 2 回目ともロールプレイ後、医療メディエータ―研修修了
者の助言を得ながらディスカッションを行った。また、 2 回目の研修
前、研修直後、研修後 4 ヶ月のアンケート調査にて技師の意識調査を
行った。

【結果】コミュニケーションスキルについての理解度は、研修前は
64％、研修後は95％が理解していた。受診者の訴えを把握する事の重
要性は、研修前は86％、研修後は全員が重要性を理解していた。受診
者とのコミュニケーションおよび受診者が話しやすい雰囲気を作る自
信があるとの回答が研修後 4 ヶ月で増加していた。また医師や他部署
との連携については研修前87％、研修後は全員が必要性を理解してい
た。

【結語】対応困難な状況に陥った事例をロールプレイで行い、疑似体
験により経験値を上げる事ができた。また、 2 回の研修により日々の
検査でコミュニケーションスキルが活かされ、自信に繋がったと思わ
れた。今後も研修を継続し、受診者満足度の向上に繋げていきたい。
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C-2-12
スマートフォン動画撮影による自発的な接遇改善方法の検討
1 医療法人順秀会   東山内科・東山健康管理センター      
2 医療法人順秀会   守山内科・守山健康管理センター      
3 医療法人順秀会   スカイル内科・スカイル健康管理センター      
4 医療法人順秀会   メディカルパーク今池
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　　正
まさみつ

光1 　鵜飼　宏司2 　椎尾　啓輔3 　平山　治雄4 
　加藤　秀平1

　
【目的】接遇改善のためにマナー講習や接遇DVDの閲覧を行っていた。
これらは受動的な接遇改善方法のためか持続的な効果は得られなかっ
た。また、COVID-19対策（マスクや衝立の使用など）により、受診
者への接遇が正確にできているか懸念があった。そこで、職員による
模擬的な接遇場面を設定し、各自が所有するスマートフォンで動画撮
影を行い、更に自身の動画を自ら接遇チェック表を用いて一定期間評
価することで自発的に接遇改善ができるか検討した。

【方法】説明が最も難しい状況を健診職員（総数11名）にて、受診者役、
医療従事者役にわかれて模擬的に接遇を行う。
受診者からの目線や聞こえ方を考慮して、受診者役が動画撮影（医療
従事者役が所有するスマートフォンを使用）を行い、接遇チェック表
を用いて医療従事者役自ら評価する。接遇チェック表は事前準備（身
だしなみ、消毒など）が 8 項目、応対（説明のわかりやすさ、声の大
きさなど）が22項目。各項目は優 4 点・良 3 点・可 2 点・不可 1 点で
評価。 2 か月ごとに 3 回、動画撮影及び評価を行う。

【結果】11名の平均点は、事前準備が初回27.0、 2 回目27.6、 3 回目
29.9、応対が初回50.5、 2 回目59.2、 3 回目67.2となり、初回から順に
接遇は向上した。個々においては 1 名のみが応対 2 回目46点から 3 回
目45点に下がったが、他は全て初回から順に評価が向上した。また、
各項目の評価は最高点の優 4 点にはならずに良 3 点などの評価で頭打
ちになる傾向も見られた。

【考察】自分の接遇が受診者から見てどのような様子だったか、受診
者目線で撮影された動画を通して自らを省みることができたことや、
接遇チェック表を基に、自身に不足している項目を重点的に強化する
ことで、自発的な接遇の改善を達成する事ができた。
評価点が最高点に至らない項目は、施設設備の改善、職員間の連携及
び協力を得ることで改善される可能性が示唆された。

C-2-11
人間ドックの接遇力向上を目指して
社会医療法人黎明会   健診センター・キタデ
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子 　山本　　香
　

【はじめに】当法人では、接遇力の向上に力を入れており、各部署に
おいても独自で様々な研修を行っている。コロナ過においては多くの
人数が集まれないため、WEBでの研修を自分達で実施しているが、
2019年度から始めた接遇力向上の取り組みについて興味深い結果が出
たのでWEB研修にてスタッフと情報共有を行った。今回はその内容
を紹介したい。【目的】人間ドック実施時におけるすべてのスタッフ
の接遇を評価し、接遇力UPを狙う。【対象】事務スタッフ（受付、検
査助手）、臨床検査技師（心電図、腹部エコー、肺機能、眼底等）、放
射線技師（胸部X線、胃部X線、CT，MRI、マンモグラフィ等）、医
師（診察、結果説明、内視鏡）、看護師（採血、血圧、内視鏡、問診等）、
保健師・管理栄養士（保健指導）【方法】システムに予約オーダーさ
れている検査項目に〇を標記した実施検査項目シートを作成し、受付
時にお客様に説明し、持っていただく。このシートの最初の目的は、
自分の希望した検査にきちんと〇があるか、あとどれくらい検査が
残っているかを受診者が分かるようにしたものであるが、施設長の発
案によりその検査項目の欄に担当スタッフの接遇評価の記入欄を設け
た。スタッフはお客様から直接の評価をもらい、自身の接遇力の向上
につなげることができる。評価は加点方式で採点し、担当部署別にラ
ンキングを発表している。更に低評価取得率と高評価取得率の変化を
2019年度、2020年度で比較検討した。【結果】高評価取得率が40％を
超えた担当箇所が一年で倍増した。また、最低評価をもらってしまっ
た担当箇所も半減した。スタッフが緊張感をもって接遇に取り組むこ
とができること、高評価いただくことでモチベーションがあがると
いった効果がみられた。さらに、お客様からのフリーコメント欄も設
けているため、忌憚のない感想を記入していただき、施設の改善に役
立てることができた。

C-2-10
密の回避と待ち時間対策に有用だった時間差受付について
医療法人   協愛会   阿知須共立病院
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子 　藤井　郁英 　中尾　和美 　原田　奈々 
　林　　美優 　佐藤　夏実 　濱野　裕也 　三好　正規
　

【目的】当施設では、以前より待ち時間短縮のため時間差受付の運用
が検討されていた。今回、COVID-19の感染防止対策として、施設内
での密を回避するためにも、時間差受付を開始した。課題であった各
検査の待ち時間に対する満足度を含むアンケート調査を行ったので報
告する。【対象と方法】2020年10月 1 日から2021年 2 月28日までの、（1）
当施設内で健診を受けられた全受診者2657名を対象に、各検査までの
待ち時間に対する満足度。（2）人間ドック健診を受診した676名を対
象に、健診全般の流れ・待ち時間に対する満足度と各検査自体に対し
ての満足度。（1）（2）に対して 5 段階評価方式でアンケート調査を行っ
た。【結果】（1）全受診者を対象にした各検査までの待ち時間に対す
る満足度は平均4.2。中でも、胸部X線撮影、腹部超音波検査では4.4、
採血、心電図、マンモグラフィでは4.3と高い評価を受けた。（2）人
間ドック健診受診者の健診全般の流れ・待ち時間に対しての満足度は
4.2で、各検査に対しての満足度については平均4.5。中でも胸部X線
撮影、腹部超音波検査、採血、心電図、マンモグラフィが4.6と高い
評価を受けた。【考察】アンケート調査の結果、待ち時間に対する満
足度が2016年に調査した際の4.0より高い評価となっており、時間差
受付での効果が現れていた。待ち時間の満足度で評価が高い検査と検
査自体の満足度の高い検査とでは、ほぼ一致しており、待ち時間の改
善が検査自体の満足度の向上と関連していることが示唆された。【結
語】今回はCOVID-19の感染防止策として密を回避するため、時間差
受付を開始することで、密を回避する目的は達成できた。同時に、待
ち時間も改善することができ、受診者のさらなる満足度向上に繋げる
ことができた。今後も当施設の基本方針に沿って、快適で、安心、満
足いただける環境を提供できるよう努めてまいります。

C-2-09
当院における院内アンケート回収率向上の為の改善
医療法人社団   MYメディカル   MYメディカルクリニック
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【背景】
当院では受診者満足度向上の為、院内アンケート調査を実施している
が、回収率が低くあまり機能していないのが現状である。

【目的】
アンケート回収率の向上とその効果を検証し、効果的アンケート運用
を行うことで満足度の向上および継続的な受診率向上に繋げたい。

【方法】
改善前：受付カウンターにアンケート用紙を設置。待ち時間等を利用
し任意で記入。積極的な声掛けなどは実施していない。
改善 1 アンケート用紙が目立つようにポップの作成と、配置箇所の増
設（2→4）
改善 2 アンケート協力のQR付きポスターの作成。院内掲示。
改善 3 受診者に手渡すタグの裏にQR付きアンケートの設置。
改善前の2019年と改善後の2020年の 6 月～ 9 月の 4 カ月でそれぞれ集
計。改善後はアンケート内容に回答した手段も盛り込み、最も効果的
だったものを検討。

【結果】
2019年：72件
6 月17件
7 月18件
8 月17件
9 月20件
2020年：144件（アンケート用紙：20％ポスター：20%タグ：60%）
6 月35件（アンケート用紙： 9 ポスター： 8 タグ：18）
7 月33件（アンケート用紙：11ポスター： 6 タグ：16）
8 月38件（アンケート用紙： 4 ポスター： 9 タグ：25）
9 月38件（アンケート用紙： 5 ポスター： 6 タグ：27）
今回最も効果的だったのはタグの裏にアンケートのQRを設置すると
いうものだった。

【考察】
自身がアンケート回答側になったとき、一番に求めるものは『手軽さ』
である。
そういった面で待ち時間に席を移動せず、かつ簡単に回答できるQR
付きアンケートをタグの裏に設置したものが最も効率的だったのは想
定内の結果であった。
しかし、今回の検証で意外にも従来通りの紙による記入も全体として
2 割を占めていることが分かった。機械化が進む昨今では手書きのア
ンケート用紙は集計面や管理面で課題が残る。今後は更なる工夫を凝
らし、回収率の向上と紙媒体においても回収後の取り扱いについて改
善を行い、一人でも多くの受診者の声に耳を傾けられる環境を目指し
ていくことが重要である。
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C-2-16
健診データの分析と事業所への情報提供に向けた取り組み
社会福祉法人恩賜財団   済生会支部   福井県済生会病院   健診センター

○上
う え だ

田　薫
か お り

里
　

【目的】前年度はコロナ禍での健診スタートとなり感染対策と健診受
診との両立を考える 1 年になった。検査項目の削減や日程の変更など、
事業所の求める健診事業を提供することの難しい時期だったが、事業
所によって健康管理を行う上で必要とされる健診内容にも違いがある
ことに改めて気付かされた。そこでより事業所の内情や要望に沿った
健診を提案するために、事業所別の累積データの分析と、それを利用
した事業所への情報提供を考えた。【対象者】現在契約している団体
の中から、受診者数、男女比、検査項目数、選択可能コースなど様々
なアプローチが可能な団体をピックアップし、分析を行った。【内容】
まずメタボリックシンドロームについて焦点を絞り、過去 5 年間の受
診者を元に分析を行った。メタボ判定・腹囲・空腹時血糖・中性脂肪
などの項目を主要コースの全受診者と事業所受診者とで比較し、かつ
各項目の経年の変化をグラフで評価した。【結果･考察】各項目の 5 年
分の値を比較すると、腹囲と血圧･脂質･糖代謝から判定するメタボ判
定でみた場合、各団体で受診者のうち 6 ・ 7 割が正常だった。腹囲判
定に項目を絞った場合は逆に 6 割近くが異常値となる団体が複数見ら
れた。空腹時血糖の値を経年で比較してみると、メタボ予備軍の割合
が増加傾向にある団体が多かったが、減少している団体も見られた。
さらに年代別で比較した場合は、増加傾向にある年代については各団
体で違いがみられた。【結語】データを分析しそれをグラフにするこ
とで事業所ごとの特色や差異が掴みやすくなった。また事業所にデー
タを提供することで健康経営への一助となり、より個人の健康につな
げていけるのではと考える。今後分析項目を広げることも視野に入れ
てさらに充実した内容としていきたい。

C-2-15
マンモグラフィ受診環境改善の取り組み
社団医療法人かなめ会   山内ホスピタル   人間ドック・健診センター

○石
いしじま

島妃
ひ な こ

奈子 　市原　綾子 　金森　　誠 　山内　裕子 
　木田　　恆 　山内　雅裕 　山内　貴裕
　

【背景と目的】当健診センターでは、快適にマンモグラフィを受診し
ていただくために様々な取り組みを行ってきた。2018年11月には妊娠
等確認項目に関する掲示物を作成し、2019年 9 月にはマンモケープを
導入、2020年 1 月には検査手順説明書を設置した。今回これらの取り
組みが受診者にどのように受け止められているか現状確認するととも
に、改善点を探ることにした。

【方法】2020年 5 月13日から 8 月31日までのマンモグラフィ受診者に
対して任意のアンケート調査を行った。上記の 3 項目に加え、年代、
マンモグラフィ受診歴、室内環境（室温、明るさ、におい）、清掃状
況についての 4 項目を合わせた計 7 つの設問と自由記入欄を含めたア
ンケートを作成した。アンケート用紙は担当技師が受診者に配布し、
設置したボックスに回収した。

【結果】回答者707人（～30代　10％、40代　44%、50代　37%、60代
～　 9 ％）。掲示物に関しては、全ての年代で分かりやすいという回
答だった。ケープに関しては、30代までは約30%が使用していること
に対し、60代以上では約10%しか使用しておらず、年代が上がるごと
に使用率が下がる結果が出た。説明書に関しては、全ての年代で分か
りやすいという回答が最多だった。次いで読む時間がなかったという
意見が多かった。

【まとめ】ケープに関して、年代が上がるにつれて使用率が下がる理
由として、検査に対する慣れや羞恥心の薄れがあると考えた。ただど
の年代でも肌を見せることに抵抗がある方が一定数存在したため、
ケープの導入によってニーズに応えられた。これを考慮して、さらに
使いやすいようケープ使用案内の掲示物と未使用であることを示すタ
グを作成して設置した。また説明書を読む時間がなかった理由として、
他の検査や案内の直後に撮影する機会が多いことが挙げられる。待ち
時間が少ない受診者でも目を通せるような掲示方法を今後は検討する
必要があると思われた。

C-2-14
県外受診者へのリピーターアップの営業の取り組み
社会医療法人財団   池友会   福岡和白総合健診クリニック

○多
た だ

田　裕
ゆ う き

規 　仙波　泰之 　塚田裕一郎 　大塚　拓也 
　山永　義之
　

【背景】福岡和白総合健診クリニックの総受診者は年間約50,000名で
ある。2019年度における受診者数の内訳は、人間ドック及びPETドッ
クは約23,000名。協会けんぽ、企業健診、特定健診等で約27,000名。【目
的】2019年度の実績では人間ドック及びPETドック受診者、約24,000
名のうち、県外受診者は約5,700名となっており、送迎利用者は約
31,00名となっている。 4 分の 1 が県外からの受診者である。県外受
診者を対象に実施している送迎サービスについて、お客様の利用満足
度の向上を目的とした取り組みを紹介する。【方法】（1）送迎拠点及
び宿泊施設の紹介。（2）お迎えからお送りまでの紹介。（3）送迎車両
について（4）新型コロナウイルス感染対策【結果】お客様からも送
迎システムについて高い評価を頂いており、2018年度と比較して2019
年度は利用者の増加に伴い送迎便の数も増加している中、アンケート
による利用者満足度も上がっている。【結論】これからも送迎を通じ
て広範囲からのお客様にお越しいただけるよう安全第一で業務を行う
とともに、当クリニックの理念である、笑顔と真心でより質の高い総
合健診クリニックをを目指していく。

C-2-13
施設健診運用システムの変更による業務効率化
一般社団法人半田市医師会健康管理センター

○小
こ ざ い

材　真
ま な

奈 　水野真奈未 　小田美保子 　新美　直樹 
　倉部　輝久 　河野　太郎
　

【背景】システム更新時期に伴い、施設健診の運用システムを日立シ
ステムからTAKシステムへ変更した。【取り組み・改善内容】新シス
テム導入に伴い、ノート台帳の廃止や受託書のPDF化などに取り組
み、業務の効率化を図った。また、新たに来所システムを導入した。

（1）予約方法の改善新システム導入前は、ノート台帳に予約を記入す
ることで予約枠を管理していたが、システム上に予約時間ごとの人数
枠を設定して予約を入力することにより、一目見て空枠を確認するこ
とが可能になった。また、ノート台帳では複数の予約担当が同時に空
枠を確認する事ができなかったが、システム上では複数人が同時に確
認できるので、予約を効率的に取れるようになった。受託書をPDF
でシステムに取り込む事により、関係スタッフ全員がシステム上で受
託内容を確認できるようになった。（2）来所システムの導入来所シス
テムは、入館時に健診の案内用紙のバーコードを読み込む事で、予約
時間枠内での来所順、来所時間を登録し、番号札を出力することがで
きる。来所順が明確になったことで、受付の呼び出し順が前後するリ
スクを減らすことができた。また、来所時に予約時間の確認がしやす
くなった為、予約時間より前に来所した受診者を別の待合へ案内する
事で受診者の密を避け、コロナ対策にも活用することができた。（3）
後日受診への対応受診当日に受けられない項目があって後日受診する
場合、システム上に後日受診の予約入力ができるようになった。これ
によって、後日受診者のリストなどを事前に準備することが可能にな
り、以前はできていなかった人数や受診項目の把握が容易になった。

【結果・まとめ】予約情報などをシステム上に入力することで、複数
人での情報共有が可能になり、業務の効率化につながった。まだ完全
にシステムに移行しきれていない部分もあるため、徐々に移行して、
さらなる効率化を図りたい。
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C-4-01
生活習慣病重症化予防のための受診勧奨の取組み（第一報）
公益財団法人   兵庫県健康財団   保健検診センター

○中
な か た

田麻
ま り な

理菜 　白石　紀江 　紙名　祝子 　大路　純子 
　熊谷　仁人
　

【はじめに】当センターでは人間ドック等の健診を施設内で実施して
いるが、健診当日に保健指導を実施しているのは一部のドック受診者
のみである。健診当日に専門職が介入する事は生活習慣病予防の働き
かけや要医療群への受診勧奨の機会となる。特に要医療と判定された
対象者に受療行動を促すためには、診察医師の関与が重要である。そ
こで、生活習慣病の未治療者や治療中断者が健診後医療機関を受診す
ることを目的に、令和元年度より診察医師と連携を図り保健指導を
行った。【取組み】対象は、 1 血圧や尿検査等、健診当日に結果が確
認できる項目に要医療判定がある者、 2 過去の血液検査結果等で要医
療判定を受けたが受診していない者、 3 その他医師が保健指導を要す
ると判断した者とした。令和元年度は、固定医師 1 名が診察時に対象
を選定し、医療機関受診や生活習慣改善の必要性を伝え、保健指導を
勧めた。保健師・看護師は、医師の保健指導指示書をもとに、未受診
の理由や健康観を踏まえた上で、受診や生活習慣改善の必要性を再度
伝え、受診しやすい医療機関について対象者と共に検討した。受療状
況は、健診結果同封の紹介状の返書の有無で確認した。要医療判定を
受けたが数年間治療を放置していた者の受療行動につながった事例か
ら、介入効果を実感し、令和 2 年度は複数の医師と実施した。さらに、
保健師・看護師が受診日から約 1 か月後に電話でのフォローを行い、
受診状況の把握と未受診者への再受診勧奨を行った。2 年間の実施で、
1 重症化予防と受療につながる保健指導の技術の獲得、 2 明確な選定
基準を設ける事、3 フォロー体制を構築する事の 3 つの課題が生じた。

【今後の展望】令和 3 年度では、重症化予防に重きを置いた指導ツー
ルの作成等で指導内容の充実を図り、明確な対象基準を提示する。 1
か月後のフォロー時に未受診だった者に更に文書で勧奨する。これら
の結果を第二報で報告する。

C-3-01
病院併設型施設における病棟から健診センターへ異動した
看護師の意識調査
三井記念病院総合健診センター

○金
かなやま

山由
ゆ み こ

美子 　石坂　裕子
　

【はじめに】病院に勤務する看護師の異動は、業務量や人的変化によ
る病院全体の調整と、個々の看護師の能力開発や成長発達を目的とし
て実施されることが多い。健診センターにおける看護業務には、採血、
検査介助業務だけではなく、受診者に対し重症化予防の指導や病院受
診勧奨を行う、また医師や他部署との連携のため、調整能力、相談対
応能力が必要であり、病棟から異動してきた看護師にとって、戸惑い
や不安を感じる可能性が考えられる。一方、健診部門にとって病棟で
の経験は非常に重要であると考えている。異動を経験した看護師の気
持ちの変化や職場適応に関する研究には、手術室、外来などの部署に
関するものが見られる。しかし、病棟から健診センターへ異動した看
護師を対象にしたものは見られなかった。そこで、今回当センターに
おいて病棟から異動した看護師を対象に、異動による心理やキャリア
に関してどのように考え、経験しているのかを明らかにした。【方法】
三井記念病院から異動した看護師に対し、異動後 3 か月後の感想を自
由記述アンケートした。その結果をもとにインタビューガイドを作成
した。異動 1 年後、インタビューガイドを用いた半構成的インタビュー
を個別に 1 回実施した。インタビュー内容は、病棟勤務時の健診セン
ターに対するイメージ、異動決定時、異動後の心理、立場の変化や価
値観についてとした。インタビューはプライバシーが保護された個室
を使用して行い、同意を得てICレコーダーに録音した。【結果】年齢
は24歳～28歳の女性 3 名。異動時の看護師経験年数は平均 4 年だった。
健診センターに対するイメージがない、医師や受診者、また他部署と
の調整をすることが多く、病棟勤務との違いに戸惑うといった回答が
聞かれた。【結語】異動する看護師が異動の価値を見出し、異動した
経験が力になる実感と今後のキャリアについて前向きに捉えられるよ
う、周囲からの関わり方、支援が必要である。

C-2-18
盲導犬ユーザー受け入れに対する取り組み
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

○高
たかはし

橋　京
きょうこ

子 　田中佐和子 　小泉　智美 　豊島　幸子 
　吉岡　裕子 　内藤　隆志
　

【目的】
当健診センターで2019年10月に初めて盲導犬ユーザーの健診を受け入
れた。受け入れに関して取り組んだ内容を報告する。

【背景】
これまで、当健診センターでは視覚障がい・聴覚障がいのある方など
を受け入れてきた。今回初めて盲導犬同伴のレディース検診の予約が
入った為、受け入れ体制の再確認をすることとした。

【方法】
（1）受け入れ基準の見直し
（2）日本盲導犬協会の職員（盲導犬同伴）による館内の視察・指導
（3）全部署のスタッフを対象とした勉強会の開催
【内容】
（1）身体障害者補助犬法が施行され認定を受けた補助犬の同伴受け入
れが義務化された。また障害者差別解消法が施行され、障害があると
いうことだけで正当な理由なくサービスの提供を拒否したり制限した
り条件をつける行為が禁止された。これを受け当健診センターでも対
応基準を見直した。

（2）日本盲導犬協会による視察を受け、盲導犬ユーザーへの声かけ・
誘導方法などの基本的な案内方法、受診者の健診の流れに沿った盲導
犬ユーザーと盲導犬の待機場所、他のお客様へのインフォメーション、
臨機応変な対応についてご指導いただいた。

（3）館内視察で指導されたことをベースに事務職員ほぼ全員が取得し
ているサービスケアアテンダントの知識を盛りこんだ勉強会を開催し
た。（基本的な知識・案内の注意点・他の受診者への対応）

【考察】
日本盲導犬協会による館内視察、指導を受けたこと、また受け入れ前
に勉強会を開催し盲導犬同伴の方へのご案内方法を全部署で共有した
ことで、誤ったイメージを払拭でき、スムーズにご案内することがで
きたと考えられる。

【結語】
受け入れには全部署の協力が必要だと分かった為、現在ワーキンググ
ループを発足し各部署の視点でマニュアルの作成を進めている。引き
続き障害がある方もない方同様に安心して受診できるよう今後も受け
入れ体制の整備に努めていきたい。

C-2-17
検査同意書電子化の取り組み
済生会熊本病院   予防医療センター

○末
すえとみ

富　奈
な な

奈 　大塚　浩士 　野口　忠祥 　小妻　幸男 
　野村美緒子 　満崎　克彦
　

【はじめに】
当センターでは2020年 1 月に電子検査同意書の導入を行った。検査同
意書の電子化に向けた取り組みや導入の成果について報告する。

【背景】
当センターでは侵襲性の高い内視鏡検査・大腸CT検査において、受
診者から同意書を取得し実施している。これまでの運用は問診で検査
説明を行い、検査実施、薬剤使用等について複写式同意書に署名を得
る。同意書は受診者自身が検査で持ち回るボードに添付されるため同
意書の紛失や取り違えのリスクがあった。また、同意書作成費用が発
生すること、紙媒体保管管理業務の負担があった。

【方法と運用】
富士フイルムメディカルITソリューションズ社の文書作成支援シス
テム（yahgee）を用いて同社との共同開発で「検査同意書の電子化」
を行った。画面の作成（視認性の工夫）、サインタブレットを使用し
た電子署名システムの構築、健診システムとの連携、担当者名のログ
イン者名連動入力機能、現場との運用構築などを行った。運用方法は
以下の（1）～（4）である。

（1）問診時、PCで検査内容を説明し受診者の同意を得る。
（2）サインタブレットを用いて電子サインを行う。
（3）検査施行前に検査ブースのPCで同意書を確認し担当者名を入力
する。

（4）検査終了後に検査同意書の控えを受診者に渡す。
【結果】
検査同意書を電子化したことで検査同意書を持ち回る必要がなくなり
同意書の取り違えや紛失等の個人情報漏洩の回避につながった。また
専用紙媒体の作成費用が年間約61万円削減され、紙媒体保管に関する
業務の負担軽減につながった。

【結語】
結果を踏まえ、検査同意書の電子化は有用である。その他のメリット
として情報の一元化による検索性・共有性の向上、情報の流失・紛失
といったリスク軽減、紙媒体保管場所が不要になったことでのスペー
ス確保などが考えられる。今後は検査同意書以外の紙媒体の電子化に
ついて模索し、安全で効率的な健診運用を構築していきたい。
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C-4-05
当施設における前回便潜血精検未受診者への取り組み
1 特定医療法人財団   博愛会   人間ドックセンターウェルネス      
2 特定医療法人財団   博愛会   博愛会病院

○弓
ゆ げ

削　幸
さ ち え

恵1 　御幡　　周1 　永松はるか1 　浪内　美和1 
　西藤　亮子1 　吉村　理江1 　橋本　俊彦1 　那須　　繁2

　
【背景・目的】
当施設の大腸がん検診（便潜血）精検受診率は他検査と比べて低い。
2016年11月より、通常の精検未受診者に対する手紙勧奨（2・4 か月後）
に加え、前回便潜血精検未受診者に対して保健師問診を導入し、この
取り組みが精検受診向上に寄与する可能性があることを報告した

（JSGCS九州地方会、2018）。今回対象期間を延長し再検討を行った。
【方法】
2016年11月から2020年10月までの便潜血検査受診者のうち、前回便潜
血精検未受診者431名に対して保健師による問診調査を行い、（1）精
検未受診理由や健診機関へ求める事、精密医療機関の選択基準の把握、

（2）今回要精検者の精検受診状況、（3）業務効率化を目的に問診項目
を最小限とした2019年 1 月からの精検受診率変化、について検討した。

【結果】
（1）精検未受診の主な理由は、時間がない、自覚症状がない、病気以
外が原因と思った、重要性を感じていなかった、であった。健診機関
へは検査の説明・相談をできる環境や専門医のいる医療機関への紹介
を求めており、精密医療機関の選択基準は、専門医がいる、利便性、
土日・夜間診療、などが挙げられた。（2）431名中86名が今回も便潜
血陽性であった。そのうち33名が精検受診し、結果は癌 7 名、腺腫14
名、潰瘍性大腸炎 2 名の計23名が要治療の疾患であった。（3）精検受
診率は、問診項目を最小限にする前が37.0％、後が40.0％で大きな差
は見られなかった。

【考察】
問診調査から、精検受診の必要性に対する受診者理解が十分でないこ
とがうかがえた。人間ドック健診の繁忙な業務の中、受診者が精検受
診の必要性を認識し、精検受診行動に繋がるような効率の良い受診勧
奨方法を今後も検討していく必要がある。

C-4-04
眼底検査における眼科判定医師との密な取り組み～受診率
70％を目指して～
医療法人社団蘇生会   蘇生会総合病院   健康増進センター

○明
みょうご

後　祐
ゆ う こ

子 　松本　泳子 　中村　昭光 　佐々木浩一 
　的場　聡子 　田中　香織 　山鳥　紀子 　箕浦　孝晃
　

【目的】当センターにおいての眼底検査後の受診率を向上させる取り
組みについては、前回本大会で報告した。さらなる要精査・要治療（D
判定）率の改善を目指し、眼科判定医師への情報伝達方法を工夫した。
その取り組みと効果について検討したので報告する。【対象および方
法】2019年 2 月～2020年 2 月の人間ドック受診者で、受診当日結果に
D判定がありその後書面でのみ受診勧奨した対象者をA群、前回結果
で視神経乳頭陥凹所見がありD判定となった受診者に当日保健指導時
眼科情報を聴取、それを眼科判定医師に書面で伝達した対象者をB群
とし、その各判定率および受診率を算出、比較・検討した。【結果】
D判定率において、A群18． 1 ％、B群13． 4 ％であった。要経過観
察（C判定）率において、A群 3 ． 2 ％、B群10． 0 ％であった。ま
た治療中（E判定）において、A群 7 ． 3 ％、B群 6 ． 9 ％であった。
D判定者受診率は、A群74． 3 ％、B群66． 1 ％であった。【考察】眼
底検査のD判定者受診率を上げるには、D判定率を減少させる必要が
あると考え、眼科判定医師との密な情報伝達方法を工夫したことから、
D判定率は減少した。しかし、D判定受診率の向上とはならなかった。
D判定率の減少については、眼科判定医への情報提供が不十分であっ
たことからD判定となっていた者が、当日の情報聴取内容を提供する
ことで本来あるべき判定となったことが考えられる。またD判定者受
診率を上げることにつながらなかった一因として、新型コロナウイル
ス感染拡大による医療機関への受診控えの影響と考える。【まとめ】
今回受診率70％を達成することはできなかったが、D判定率を減少さ
せることができた。これは、保健指導での情報収集及び判定医への情
報提供の重要性が示唆された。コロナ禍においても、未受診者の受診
行動につながる保健指導を実施していくことが必要になってくると考
える。

C-4-03
当院における2次精査受診率向上への取り組み
三重県厚生農業協同組合連合会   松阪中央総合病院   健康管理施設エポック

○福
ふくもと
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ち さ と

里 　中村　繁美 　中西早百合 　木平　悦子 
　寺島　沙織
　

【目的】当院では、 2 次精査対象者に対し受診勧奨用紙を結果発送時
に同封している。2015年度より 6 カ月以内に受診結果返信が無い方に
再度受診勧奨用紙の送付を開始した。先行研究の結果、 2 次精査受診
数の約半数が 3 カ月以内に受診していることがわかった。そこで再受
診勧奨送付の時期を 6 カ月後から 3 カ月後に変更することによりさら
なる受診率の向上に繋がると考えた。今回、再受診勧奨の時期を変更
し、早期受診勧奨の有効性について検証した結果を第 2 報として報告
する。【対象・方法】2017年度健診受診者8892名中、要精査者4467名。
6 カ月後の未返信者2510名に対し、2 次精査受診状況調査票を送付（以
下A群）。2018年度健診受診者8983名中、要精査者4011名。 3 カ月後
の未返信者2613名に対し、2 次精査受診状況調査票を送付（以下B群）。
A群とB群の追跡調査を行い、2 次精査受診率を比較検討した。【結果】
A群の 6 カ月以内受診者数1907名（42.7％）。再受診勧奨票の返信受診
者数342名（13.6％）の中、受診勧奨後の受診者数122名（4.9％）、年
度受診者数2249名（50.3％）であった。B群の 3 カ月以内受診者数
1398名（34.9％）。再受診勧奨票の返信受診者数377名（14.4％）の中、
受診勧奨後の受診者数191名（7.3％）、年度受診者数1775名（44.3％）
であった。【考察】年度の受診率向上は認めなかった。しかし、再受
診勧奨送付後の受診率についてはB群が高く出たことから、再受診勧
奨送付時期を早めたことで一定の効果が示唆された。時間の経過と共
に下がる傾向がみられることから、早期受診勧奨が 2 次精査受診率向
上の一要因になると考える。今後、返信システムの構築や未受診者の
理由分析を行い、各精査項目に適した受診勧奨時期を検討し、個別に
合ったアプローチを工夫して 2 次精査受診率向上に努めたい。

C-4-02
胃X線検査受診者におけるピロリ菌除菌の現状（電話のア
ンケート調査より）
1 医療法人社団美心会   黒沢病院附属ヘルスパーククリニック   高崎健康管
理センター      
2 黒沢病院附属ヘルスパーククリニック   内科・高崎健康管理センター      
3 黒沢病院附属ヘルスパーククリニック   検査部      4 黒沢病院   統括技術室      
5 医療法人社団美心会   黒沢病院
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やまざき

崎　牧
ま き こ

子1 　田子　千寛1 　矢島　義昭2 　井戸谷　恵1 
　天川　友介3 　見田　　尊3 　三輪　篤史4 　黒澤　　功5

　
【目的】当院人間ドック・健診では、胃X線検査で慢性胃炎と診断さ
れた受診者には2020年 7 月より当日に医師による画像所見の説明とピ
ロリ菌の除菌の意義をスライドで説明し（パニック画像対応）、オプ
ション検査としてピロリ菌（以下、Hp）抗体検査を推奨している。
保険適応でHpを除菌するには胃内視鏡検査（以下、二次精検）が必
須となっており、後日改めて二次精検を受診する必要がある。パニッ
ク画像対応前後の二次精検受診率の比較については今回別途報告する
が、パニック画像対応後も当院での二次精検率は32％と低率であった。
そこで未受診例に対して下記の電話アンケート調査をおこなった。【方
法】2020年 7 月 3 日から2021年 1 月31日に当院で胃X線検査を経て
Hp感染性慢性胃炎（過去のHp陽性者も含む）と診断された受診者で、
当院での二次精検が未受診の方を対象とした。他院での精検受診の有
無、および未受診者についてはその理由を電話により調査した。【結果】
対象者182名のうち回答者110名（回答率60.4%）であった。回答者の
なかでは他院精検受診者32名（29.1%）、未受診者は78名（70.9%）であっ
た。未受診の理由は、「時間がない」25名（32.1%）、「次年度に胃内視
鏡検査を選択しようと思っている」17名（21.8%）、「胃内視鏡検査に
抵抗がある」15名（19.2%）、「除菌の必要性を感じていない」 8 名

（10.3％）、「コロナ感染拡大のため」3 名（3.8％）、「その他」10名（12.8％）
であった。【結論】電話アンケート調査の結果、近医での二次精検例
が（100％－32％）×29％＝19.7％であった。当院での二次精検例と
合計すると二次精検率は約50％に達する。残りの50％の未受診例につ
いては次年度に胃内視鏡検査を選択するように配慮することが重要と
考えられた。
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C-4-09
便潜血陽性者の精検受診率向上への取り組み～病院併設型
健診センターにおける精密検査外来の新設～
トヨタ自動車株式会社   トヨタ記念病院   健診センター
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久井え
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り子 　樋口　直美 　中村加奈子 　宇野稚香子 
　福島恵里奈 　高宮　浩一 　上原　　晋 　呉原　裕樹
　

【背景】2019年度 5 大がん検診において、精検受診率の平均は84%で
あった。その中で便潜血陽性者の精検受診率は66%であり、精検受診
率許容値70%を唯一下回っていた。また、精密検査未受診者アンケー
トでは「当院消化器内科の予約が取れない」という意見が多かったこ
とから、2020年 8 月に便潜血陽性者の精検受診率向上を目的として、
当センター内に週 1 回の精密検査外来を新設した。外来大腸内視鏡検
査を精密検査外来専用枠として、優先的に予約が取得できるようにし
た。【目的】精密検査外来新設前後の便潜血陽性者の精検受診率につ
いて調査したので報告する。【方法】2020年 8 月~11月の便潜血陽性
者を対象に、精検受診率及び当院受診率について、カイ 2 乗検定を使
用し、2019年同期間と比較した。【結果】2020年 8 月～11月の便潜血
陽性者は232名、精密検査受診者は162名（69.8%）、当院で精密検査を
受診した方は103名（63.6%）であり、そのうち精密検査外来受診者は
80名（77.7%）であった。2019年同期間の便潜血陽性者は223名、精密
検査受診者数は157名（68.6%）、当院で精密検査を受診した方は89名

（56.7%）であった。両群を比較し、精検受診率及び当院受診率に有意
差は認められなかった。（精検査受診率p＝0.84、当院受診率p＝0.25）

【考察】当院で精密検査を受診した方のうち、精密検査外来を選択し
た受診者は約 8 割を占めており、予約の取りやすさなど精密検査外来
の需要及び新設意義はあると考えられる。明らかな有意差がみられな
かったことは、データ数が少ないことや新型コロナウイルス感染拡大
による受診控えの影響が推測される。【結語】便潜血陽性者の精検受
診率及び当院受診率は、精密検査外来新設前後で有意な差は得られな
かった。今年度より病棟や外来と連携し、受診者より要望の多い鎮静
剤使用の大腸内視鏡検査予約を開始している。受診しやすさをアピー
ルし、更なる精検受診率向上にむけ、引き続き調査も継続していきた
い。

C-4-08
亀田京橋クリニックの人間ドック受診者に対する適切なタ
イミングでの受診勧奨の取り組み
亀田京橋クリニック

○郭
かく

　　友
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輝 　吉田　民子 　町田　洋一 　小西　里奈 
　小沼　清治 　吉澤　瑛子 　吉野　悦子 　地畠　　暁 
　難波　雄亮 　金子　教宏
　
亀田京橋クリニックでは健康診断、人間ドック部門の受診者は10506
名（2020年度）である。当院の人間ドックで腫瘍性病変を疑うG判定（要
精査）が指摘された方で、外来予約が速やかにとれないなどの理由で
受診が遅れてしまった例があった。要精査になった方を速やかな受診
につなげるために次の取り組みを行った。ドック当日に検査技師や診
察医が検査異常（G判定（要精査）やD（要治療）になりそうな異常）
に気が付いた時、本人へ当日結果を伝え、後日の外来予約を行う。後
日対応で、読影の放射線科医師が指摘した異常（G判定やD判定）に
ついてTEAMSに記載する、ドック医師が対応、必要に応じて本人に
電話をして外来予約をとる。後日カンファレンスで対応が適切だった
か検討している。2020年 6 月からこれらの取り組みを行っている。
2020年 6 月から2021年 3 月にかけてTEAMSで共有された症例が110
名だった。内訳としては、レントゲン異常46例、超音波検査26例、そ
の他38例だった。医師やスタッフ間での情報共有が行いやすくなり、
受診者の速やかな受診につなげることが可能になった。一方でどんな
症例をTEAMSに記載すべきか、電話すべきかなど課題も出現してい
る。2021年度は当日の結果説明を充実させ外来受診につなげるような
工夫をはじめている。現状と今後の課題も含めて発表していきたい。

C-4-07
精密検査受診率向上を目的とした5大がんに対する受診勧
奨の取り組み
1 京都第二赤十字病院   健診部      2 京都第二赤十字病院   健診課

○釜
かまぐち

口　麻
ま い

衣1 　雨宮　可奈1 　井上　　衛1 　西大路賢一1 
　中川　陽子2 　山本　岳人2 　北岡　慶子2 　寺口　洋子2

　
【目的】人間ドック健診施設機能評価Ver.4.0の受審に際し、がん検診
に対する精密検査受診率（精検受診率）が「厚生労働省がん検診事業
の評価に関する委員会」の示すプロセス指標の許容値に達していない
項目が確認された。そこで、精検受診率向上を目的に2019年より受診
勧奨を開始したので、結果を報告する。【対象】2019年度（2019年 4
月～2020年 3 月）に当院人間ドックを受診した4947人のうち、肺・胃・
大腸・乳・子宮頚部がんのいわゆる 5 大がんに対する検査で要精密検
査・要治療と判定された受診者。【方法】胸部X線検査・低線量胸部
CT検査・上部消化管検査・便潜血検査・乳がん検査（マンモクラフィー
と乳腺超音波検査）・子宮頸部細胞診検査で要精密検査・要治療と判
定された受診者のうち、人間ドック結果報告書送付より 1 か月以内に
当院外来への精密検査予約をしていない受診者に対し、受診勧奨の案
内文・医療機関への紹介状と結果報告書返信用紙を送付した。ただし、
癌が強く疑われる場合や生検・細胞診で悪性所見が検出されている場
合には従来通り電話で受診勧奨を行った。返信の結果報告書に基づき
結果を健診システムで管理し、精検受診率を2018年度と比較した。【結
果】2018年度5134人の受診者における胸部X線検査・低線量胸部CT
検査・上部消化管検査・便潜血検査・乳がん検査・子宮頸部細胞診検
査の精検受診率はそれぞれ67.7％・88.9％・87.7％・50.2％・48.4％・
54.2％であった。受診勧奨を行った2019年度はそれぞれ84.7％・
75.9％・91.7％・64.8％・72.0％・66.7％であった。特に、肺がん・胃
がんについてはプロセス指標の許容値70％以上を達成した。【結語】
今回機能評価受診を契機として、当院健診センターの精検受診率につ
いての問題点が明らかになった。受診勧奨を積極的に行った結果、受
診率が向上した。しかし、一部プロセス指標に達していない項目もあ
り、受診勧奨のさらなる強化が必要と考えられた。

C-4-06
高血糖要医療指示者に対する医療機関受診率向上の取組み
社会医療法人かりゆし会   ハートライフ病院   予防医学センター

○安
あ し と み

次富道
み ち よ

代 　呉屋みなみ 　桃原　勝美 　友寄　一乃 
　山里　尚子 　山内　敦子 　高宮江利子 　奥島しょう子 
　大城　志乃 　大城　義人
　

【目的】当施設は、高血糖要医療指示者（以下「指示者」と略す）に
対し、医療機関受診率向上を図るため、次の取り組みを行っている。
即ち1.医師による結果説明後、当日の紹介状発行2.保健師による糖尿
病病態や合併症の説明と、生活習慣改善指導3.糖尿病専門医の在籍す
る医療機関の紹介4.後日未受診の方への手紙や電話による受診勧奨実
施の 4 点である。当施設には、関連施設に糖尿病専門医の在籍する内
科クリニックがある。クリニックの糖尿病専門医の増員により、指示
者へ積極的に当日受診案内が行える体制が出来た。今回、クリニック
側と当施設で、予約受付方法、受診後の具体的な検査内容、健診時に
行った説明・指導とそれに対する指示者の反応に関する記録の情報共
有方法についての検討を行った。それに基づき指示者へは受診に関連
する事項についてより詳細な情報提供を開始した。その前後で受診率
への効果を検証したので報告する。【対象】2020年 4 月 1 日～2021年
3 月31日の間で当施設を受診した15017名のうち、HbA1cが8.0％以上、
かつ、糖尿病治療中ではない人61名。【方法】詳細な情報提供を開始
する以前に受診した者を前群、以後に受診した者を後群とし、医療機
関受診率の比較検討を行った。 【結果】前群は受診率48％（13/28人）、
後群は62％（21/34人）へと上昇していた。（4/13時点）33人中22人が
当施設のクリニックの受診をしていた。また後群のうち、クリニック
を受診した人の91％は健診後 1 週間以内に受診・治療開始をしていた。

【考察】受診後の具体的な検査の紹介ができた事、健診当日にクリニッ
クへ予約受付ができるようになった事、健診施設とクリニックとで健
診情報・指導内容の共有・連携が取れている事を伝える事、以上の 3
点が受診率上昇の要因と考えた。
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C-5-01
事業場における健康管理体制強化の取り組みについて
社会医療法人生長会   ベルクリニック

○根
ね ぎ

木　晃
あきつぐ

嗣 　中村　成志 　家久　慎伍 　鈴田　明宏 
　堀ノ内雅和 　田中　仁朗 　眞田　千晴 　鮫島　敬子 
　岡部佳代子 　小林　　亮
　

【目的】
A事業所では受診勧奨を行っても受診せず、次年度の健診で悪化して
いる方や療養のため休職する方が増加傾向にあった。当施設はA事業
所の衛生担当者（以下、担当者）より健康管理体制を見直したい旨相
談をうけ、2016年度より産業医契約を結ぶこととした。担当者と共同
し二次検査の受診率向上による疾患の発症予防・重症化予防に取り組
むこととしたので報告する。

【方法】
産業医等による健康教室を開催し従業員の健康意識を高めることから
始めた。長時間労働者が毎月多数いるため2017年度からは労災二次健
診の受診を促した。2018年度からは健保組合（以下、健保）の運営上、
特定保健指導を健診の翌年に実施していたが、健保と共同し健診当日
に実施出来るようにした。さらに2020年度からは他医療機関で受診し
た方の指導も速やかに行えるようしくみを整えた（全国の拠点でA事
業所のみ）。またこれまで担当者が「二次検査受診通知書（以下、通
知書）」を発行していたが、2019年度より産業医が発行し、受診状況
を管理することとした。今回「通知書」を集計し返却率（受診率）を
調査した。

【結果】
健康管理の仕組みを整えることでスムーズなフォローが可能となり、
特定保健指導実施率は47． 8 ％（2019年度）から87． 1 %（2020年度）
に上昇した。2019年度から産業医が「通知書」を発行するようにした
ことで、担当者の事務手続きが効率化され受診勧奨・フォローが強化
された。通知書の返却率（受診率）は2018年度まではデータが残って
いないが2019年度は23． 8 %、2020年度は77． 1 ％へ向上した。

【結論】
産業医契約を活用し事業所、健保と連携することで健康管理体制がよ
り強固なものとなり、さらに組織として二次検査受診の後押しがなさ
れ、受診率が向上したと考えられる。今後は二次検査受診から一歩進
み、個人の有所見率低減につながるよう活動していきたい。

C-4-12
取り下げ

C-4-11
3度高血圧症への受診勧奨の取り組み
一般財団法人淳風会   淳風会健康管理センター

○太
お お た

田　奈
な お

緒 　岡田　恭子 　清水　信義 　井上　和彦 
　河原　洋介 　家本　昭子 　小橋　裕子 　渡邊恵里子 
　後藤　夢実 　長尾　衣莉
　

【目的】当施設では2019年度から 3 度高血圧症に対する健診当日の受
診勧奨を開始した。本報告では 3 度高血圧受診者の背景の検討を行う
とともに、郵送のみであった2018年度と直接受診勧奨を行った2019年
における受診率について比較検討した。【対象と方法】 3 度高血圧に
該当した2018年度受診者131名と2019年度受診者210名を対象とした。
その性別、年齢、肥満・肝機能異常・脂質異常の有無、高血圧の治療
状況を調査した。そして、2018年度と2019年度の 1 年後までの受診結
果を比較し、直接受診勧奨による効果を検証した。【結果】2018年度
131名と2019年度210名の中で、男性はそれぞれ73％と77％、40～50代
は男性で72％と74％、女性で72％と68％を占めていた。合併症は2018
年度と2019年度でそれぞれ、肥満は63％と66％、肝機能異常は37％と
30％、脂質異常症は33％と18％であり、高血圧治療の有無については
治療なしが72％と93％であった。そして、 1 年後までの医療機関受診
者は2018年度の131名中52名（34％）から2019年度は210名中99名（47％）
と増加傾向であったが、有意差はなかった。また、性別、年齢、合併
疾患の有無によって受診率に有意な変化が認められたものはなかっ
た。【考察】郵送だけではなく、人間ドック受診当日に直接保健師や
看護師が直接受診勧奨することで、有意差は認められないものの受診
率が向上する傾向がみられた。それぞれの背景・生活習慣を考えなが
ら、具体的な行動変容につながるような説得力のある説明と具体的な
声かけが必要と考えられ、今後の受診勧奨に活かしたい。

C-4-10
受診勧奨レターの評価と今後の課題～確実な受診行動に繋
げるために～
慶應義塾大学病院   予防医療センター

○梶
かじかわ

川　幸
ゆ き

季 　中野久美子 　加藤貴美代 　阿部　淳志 
　清水　良子 　柏木　和弘 　井上　　詠 　高山美智代 
　吉田　諭史 　高石　官均
　

【目的】当センターでは開設当初より要精検所見のある受診者に対し、
結果報告書送付時に受診勧奨レターを同封してきたがその評価は施行
しなかった。そこで2019年 6 月より健診システムの変更に伴い、要精
検内容を明らかにし具体的な対応方法を記載するよう様式を変更し
た。今回受診勧奨レターが受診者にとってわかりやすく、受診行動に
繋がっているかアンケートを施行し評価すると共に今後の課題を検討
した。【方法】2020年11月～12月の受診者（1029名）のうち、要精検
所見があり結果表に受診勧奨レターを同封した432名に（1）レターの
存在や受診行動、案内文のわかりやすさ（2）レターを受け取ってか
ら受診行動までの期間（3）改善して欲しい受診勧奨内容について無
記名アンケートを送付した。送付時期は受診から 3 ヵ月程度とした。

【結果】回答者は432名中124名（28.7％）。（1）については85％が「わ
かりやすい」と返答した。また（2）については、すぐに行動した
60％、 2 週間以内14％、 1 ヵ月以上13％、検討中 9 ％、受診予定なし
2 ％だった。（3）については「より具体的な所見内容が記載されてい
ると良い」「目立つ用紙が良い」「レター以外の別手段が良い」との意
見があった。【考察】今回ドック受診後に受診行動に至るまでの期間
を知ることができた。レターを受け取ってすぐに行動したと回答した
受診者は、ドック当日に施行の結果説明時に受診や再検査に繋いでい
ることも多く、早期の受診介入ができていると評価できた。現在当セ
ンターの受診後 3 ヵ月までの精検受診率は60％前後であり、ドック当
日～結果表到着直後の介入が受診行動に繋がりやすいと思われた。反
対にすぐに行動しない理由として「毎年指摘されるため緊急性を感じ
ない」「忘れていた、読んでいなかった」との意見がみられた。今後
早期の受診行動に繋がらない受診者に対し、用紙の変更やレター以外
の勧奨方法・介入時期などを検討し精検受診率の更なる上昇に繋げて
いきたい。
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C-11-02
当施設における院内勉強会への取り組み
医療財団法人立川中央病院附属健康クリニック

○入
い り て

手　千
ち さ と

里 　舟津　美月 　川村麻里恵 　中澤　康子 
　瀧澤志緒理 　鈴木　晴美 　坂井　春男 　木村　政人
　

【目的】当施設では以前より職員のスキルアップを目的とする院内勉
強会を 1 ヶ月に 1 、 2 回ペースで開催、2017年度からは都度アンケー
トやレポートを回収してきた。今回職員が勉強会自体をどう捉え、今
後どのような内容を期待されているか検討した。【方法】勉強会を『各
部署発表』『外部講師研修』『接遇研修』『症例検討会』に分類しアンケー
トを実施。参加率、スキルアップ実感、理解度、今後の希望を調査（回
答56/94名）。【結果】アンケート回答＝看護科・検査科・放射線科（以
下健診スタッフ）＝28名：事務職＝28名。常勤の参加率（毎回参加・
ほとんど参加）＝89％：パート参加率（毎回参加・ほとんど参加）＝
55％。勉強会への参加意欲＝常勤健診スタッフ＝92％：常勤事務職＝
89％：パート＝100％。【考察】健診スタッフと事務職更に常勤・パー
ト職員と分け考察。健診スタッフの常勤・パート職員はどの勉強会に
も比較的参加率が高かった。事務職は「ほとんど参加」か「あまり参
加していない」で分かれた。参加できない理由は健診スタッフ・事務
職含め業務都合が多く、特に就業時間が限定される若しくは業務上現
場を離れることが難しいパート職員に顕著だった。しかし殆どのス
タッフは「業務に支障がない場合は参加希望」と回答。また少数では
あるが「自身の業務外にあたる勉強会は参加したくない」との回答も
あった。『接遇研修』は殆どのスタッフから好評を得ており継続の声
が最も高い。その他健診スタッフから『症例検討会』の継続や『医師
や外部講師による勉強会』『事務的な一連の流れ』、事務職から『医療
知識のスキルアップ』『発信型ではなく同じテーマでの意見交換会』『シ
ステムトラブルの対処』への開催が望まれていた。

C-11-01
健康管理センター看護師における急変対応能力の向上を目
指した取り組み～BLS研修を通して～
1 独立行政法人   地域医療推進機構   神戸中央病院   健康管理センター      
2 独立行政法人   地域医療推進機構   神戸中央病院附属   健康管理センター

○冨
ふ か み

賀見素
も と こ

子1 　田中麻衣子2 　田村　陽子1 　千森　真理1 
　岡本　将裕1 　小黒　　厚2

　
【目的】当院は病院併設型の本院健康管理センター、サテライト型の
附属健康管理センター、兵庫県全域を巡回する健診バスで構成されて
いる。受診者数は年間約50000人で年齢層も幅広い。過去には健診中、
VVR、心電図異常、既往に起因する意識消失発作等も発生しており、
今後も受診者が急変の可能性は十分にある。そこで一時救命処置（以
下BLS）研修を実施することで急変時対応能力が向上するのではない
かと考えた。【方法】1.対象は健康管理センター看護師16人、2.期間は
令和 2 年 8 月 1 日～11月30日、3.手順は対象者に急変対応についての
調査後BLS の講義と実技研修を 2 回行い、研修前と研修後に技術
チェックを行う。結果はフリードマン検定を用いP＜0.05をもって有
意差ありとした。また、急変対応についての調査を研修後にも行い比
較した。【結果】急変対応についての調査では、急変遭遇は15人/16人
が経験している。急変時の不安は、とても感じるが81％、少し感じる
が19％であった。研修後は、とても感じるが31％、少し感じるが
50％、あまり感じないが19％となった。BLS研修前後の技術チェック
での平均値は回数を重ねるごとに上昇し、P値0.011、 2 回目の研修後
はP値0.001未満となり、いずれもBLSの研修をする毎のデータ間に有
意差を認めた。【考察food】今回の急変対応についての調査から講義
だけでなく、実技研修をすることでイメージを持て、急変に遭遇した
際の不安の感じ方に変化を持たせたのではないかと考える。研修前後
の技術チェックの平均値は研修前よりも 1 回目、 2 回目と上昇し、実
技の習得の評価が上がっていることを示唆していると考える。研修を
行うことで以前学習した事を思い出し、知識を既知のものとでき不安
の軽減につながったと考える。今回の研修で急変に対する知識、自信、
意欲を向上させ、今後は急変に以前とは違う意識で関われるきっかけ
となったと考える。

C-6-02
総合コメント自動作成プログラムの開発
岡山県健康づくり財団

○関
せき

　　明
あ き ほ

穂 　佐々木佐起子 　正本　幸美 　栗原　文子 
　難波　澄恵 　切山　涼子 　後藤　礼子 　羽田　美和
　

【目的】当施設では検診結果報告書に、異常を認めた検査項目に対す
る項目ごとの診断名・判定・指導事項に加えて、検診全体を通しての
指導事項を総合コメントとして記載するようにしている。この総合コ
メント作成をこれまでは担当医が各自手入力してきていたが、相応の
時間を要することと、担当医によってコメントの内容や質が一定では
ないこととが問題であった。そこで、この問題を解消することを目的
として、総合コメント自動作成プログラムの開発を試みた。

【方法】個別の検査項目に対する診断名・判定・指導事項を取り込み、
それぞれの判定の重さ（経過観察・要精密検査・要治療や治療中・管
理中など）、異常を認めた項目が内科系の項目であるかどうか、また、
治療中・管理中の項目がある場合にはそれが内科系の項目であるかど
うかなどに基づいたアルゴリズムによって、あらかじめ用意した文例
集の中から適切な文例を選択して、総合コメントとして自動的に検診
システムに入力するプログラムを開発した。

【結果】従来は担当医が総合コメントを作成するのに、受診者一人当
たり15秒から45秒程度を要していたが、この時間が不要となった。ま
た、総合コメント入力後に再確認の作業を行っているが、再確認で修
正を要する件数が 5 分の 1 以下に減少し、再確認に要する時間も約 3
分の 1 に短縮できた。

【考察】総合コメント自動作成プログラムの導入により、総合コメン
トの質を一定に保てるようになるとともに、その作成と点検に要する
時間を大幅に削減することができた。現在は個別の検査項目の結果を
もとに総合コメント作成を行っているが、前回検診からの体重増減や
問診内容（飲酒歴・喫煙歴・身体活動状況など）も含めて総合コメン
トを生成するようにバージョンアップを図ることにより、より受診者
一人一人に的確な総合コメントを届けることができるようになるもの
と考えられる。

C-6-01
自動フォローアップシステムの開発について
医療法人社団 菫会 伊川谷病院

　松本　浩行 　松井　洋子 　田村　和世 　岡崎亜佐子 
○丸

まるもと

本　瑠
る み

美 　宮本緩乃香
　

【背景・目的】人間ドックの事後管理には、重症化予防や悪性疾患に
対するフォローアップが含まれる。当センター立ち上げ時は追跡調査
が難しく、受診率の把握ができていなかった。これを改善し、また様々
な要望に対応すべく、センター独自のシステムを改良し2019年に運用
を始めた。今回はこの新しく開発したシステムの中からフォローアッ
プと追跡調査の自動化システムについて取り上げ、その成果及び有用
性を報告する。【方法】結果報告書を印刷する際、判定が要治療・要
精検・経過観察 3 ・ 6 か月後要再検に該当した場合、その項目に対応
した診療情報提供書が同時に自動出力され、返信用封筒と共に結果を
郵送する。返送された情報は受診者個人のファイルに取り込み、返送
がなかった場合は受診後 4 ・ 7 か月後の時点で半自動的に受診勧奨の
葉書が出力される。返送された内容や経過も同じく受診者個人のファ
イルに取り込める。また、当センター発行以外の情報も取り込むこと
ができる。【成果】2019年 4 月から、自動化システムにより人員を割
かずに受診者のフォローアップと追跡調査を行えるようになった。
2019年度に診療情報提供書を発行した方からの返送率は21％。返送が
ない方へ再度葉書にて受診勧奨した場合の返送率は41． 2 ％まで上昇
した。【まとめ】フォローアップと追跡調査が自動的に行えるように
なったことで、センターでの各判定率の把握やその後の動向をデータ
化しやすくなった。返送がなかった方に対して葉書を再度送付するこ
とにより、返送率が約20％も上昇した。またこれらの情報を収集しな
がら受診者の健康促進、意識付けに役立っている。2020年度の集計は
現在追跡中のため、今後はさらに改善を加えながら追跡調査率の向上
に継続的に取り組んでいくことを課題とする。
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E-1-03
BEFORE�/�WITH�CORONAにおける人間ドック結果の
比較
医療法人社団   筑波記念会   筑波記念病院   つくばトータルヘルスプラザ

○小
お が わ

川　英
は な え

恵 　山根　一秀 　中原　　朗
　

【目的】WITH CORONA時代では、外出自粛やテレワーク、 3 密の
回避等の新しい生活様式が余儀なくされている。その結果、我々の健
康 は 影 響 を 受 け て い る の か を、 人 間 ド ッ ク の 結 果 でBEFORE 
CORONAの 1 年間と比較検討した。【方法】新型コロナウイルス感染
症流行前の 1 年間（2019年 3 月- 2020年 2 月）の人間ドック受診者
12264名（男性7167名、女性5097名）をA群、コロナ禍の 1 年間（2020
年 3 月- 2021年 2 月）の11490名（男性6792名、女性4698名）をB群と
した。A群とB群の体重、腹囲、収縮期血圧（SBP）、拡張期血圧（DBP）、
中性脂肪（TG）、HDLコレステロール（HDL-C）、LDLコレステロー
ル（LDL-C）、空腹時血糖値（FBS）、HbA1cの平均値を比較した。【結
果】A群の受診者は、年齢52.7±10.4歳、体重64.1±12.8kg、腹囲83.7
±9.8cm、SBP 125.7±16.5mmHg、DBP 77.3±12.3mmHg、TG 109.7
±82.4mg/dL、HDL-C 61.8±15.6mg/dL、LDL-C 122.7±29.9mg/dL、
FBS 103.0±17.4mg/dL、HbA1c 5.73±0.63%だ っ た。B群 は、 年 齢
52.5±10.3歳、 体 重64.6±12.9kg、 腹 囲84.1±9.9cm、SBP 125.6±
16.6mmHg、DBP 76.9±12.2mmHg、TG 110.3±82.0mg/dL、HDL-C 
61.7±15.5mg/dL、LDL-C 123.4±30.1mg/dL、FBS 104.0±18.1mg/
dL、HbA1c 5.77±0.64%だった。A群と比較し、B群では体重（p＜0.01）、
腹囲（p＜0.01）、FBS（p＜0.01）、HbA1c（p＜0.01）が有意に増加し
た。DBP（p＜0.05）は有意に低下した。【考察】人間ドック結果の比
較から体型と糖代謝で悪化傾向があり、新しい生活様式のもとで我々
の健康は影響を受けたことを認めた。背景に運動不足や食生活の変化
が考えられる。通勤やジム利用、保健指導等が制限され他人の力に頼
れない一方、個人の時間は増え、今まで以上に自分の健康を自己管理
する必要性があると考えた。

E-1-02
新型コロナウイルス感染症は生活習慣病関連因子に影響を
及ぼしたか？
横浜市立みなと赤十字病院   健診センター

○伊
い と う

藤美
み な こ

奈子 　與那覇佳子 　菅野　みほ 　松本　明美 
　守岡　　謙 　津々楽泰江 　角谷　沙織 　板倉　沙奈
　

【目的】新型コロナウイルス感染症は人類の生活様式を一変させた。
外出自粛要請やテレワークの普及などにより人の活動量が減った結
果、肥満保有者が増えたとされる。逆に長時間の通勤が不要となり夕
食や就寝時間が早まったり会食の機会が減ったり、比較的健康的な生
活を送れている人も少なくない。コロナ禍の前後で生活習慣病関連因
子がどう変化したかは興味深く、パンデミックが人類に与える影響を
分析する。【方法】対象は2019年 6 ～ 9 月に当センターで人間ドック
健診を受けた者の内、前年も受けた者（コロナ禍前群907例）、および
2020年 6 ～ 9 月の受診者の内、前年も受けた者（コロナ禍後群1046例）
とした。コロナ禍前群とコロナ禍後群について、 1 回目受診時と 2 回
目受診時の腹囲、血液検査データ、生活習慣における変化を比較した。
また 3 年連続で受診した者の内、2018年に比べ2019年の腹囲が増加し
ていない者を対象に、2019年に比べ2020年の腹囲が増加した群（214例）
と減少不変群（155例）に分け、2019年のデータを基準値とした2020
年の変化を比較した。【成績】コロナ禍後群は前群に比べ、腹囲、収
縮期血圧、中性脂肪、空腹時血糖、飲酒習慣が有意に悪化し、通勤時
間と仕事活動量が減少し有意差を認めた。他因子調整後、腹囲増加、
収縮期血圧・中性脂肪・空腹時血糖・尿酸上昇、通勤時間減少が正の
相関、睡眠時間減少は負の相関を示した。また腹囲増加群は減少不変
群と比べ若年で、男性の割合が高く、収縮期血圧、尿酸、飲酒習慣が
悪化し歩行時間と通勤時間が減少したが、朝食習慣は改善した。他因
子調整後、男性、収縮期血圧・尿酸上昇、飲酒習慣悪化が正の相関、
年齢、朝食習慣悪化、夕食習慣悪化は負の相関を示した。【結論】新
型コロナ感染症は生活習慣病関連因子に影響を及ぼしたことが明らか
となった。パンデミックにより生活習慣病関連因子を悪化させないた
めに、特に若年者や男性では生活習慣を整える工夫が必要である。

E-1-01
COVID-19の感染拡大による生活習慣の変化と脂肪肝の
関連について（報告）
1 日本橋室町クリニック   超音波検査科      2 新赤坂クリニック      
3 横浜北幸クリニック

○足
あ だ ち

立　輝
て る み

美1 　稲村　千里1 　石井ひさ子1 　合木祐美子2 
　村田　恵美3 　早川いずみ2 　中村　恭子2 　松木　隆央2

　
COVID-19の感染が起こってから 1 年以上が経過しているが、いまだ
収束の目処が立っていない。今回私たちは健診腹部超音波検査におい
て脂肪肝の増加傾向があるのではないかと疑問を持った。これはコロ
ナ禍における、リモートによる在宅勤務の増加、自粛生活での運動不
足など生活習慣における何らかの変化がみられるのではと疑い、
COVID-19感染拡大による影響が腹部超音波検査に及ぼす変化につい
て調査を進めてみることとした。期間：2020年 7 月～12月方法：2020
年 7 月～12月までに腹部超音波検査で脂肪肝と診断のついた7590例に
ついて、前年度検査結果との比較、血液検査データ、運動、生活習慣
の変化などを調査した。結果：2020年 7 月～12月までに腹部超音波検
査において脂肪肝と診断のついた7590例中、前年度脂肪肝を指摘され
ていなかったものは28％であった。さらに2019年度 7 月～12月ドック
受診者との比較、血液検査、生活習慣を詳細に調査、分析を行い、
COVID-19感染拡大が健診結果に及ぼした影響を報告し、今後の当ク
リニックの保健支援に寄与したい。

C-11-03
経口ブドウ糖負荷試験検査のシステム化における業務改善
済生会熊本病院   予防医療センター

○島
しまさき

崎　　希
のぞみ

 　出水　美穂 　廣本　智美 　荒木　祐子 
　坂田　香織 　津野田陽子 　高尾　祐治 　坂本　祐二 
　和田　博文 　満崎　克彦
　

【背景】当センターは年間約35,000名の受診者を受け入れ、2 日間ドッ
ク受診者約5,000名の経口ブドウ糖試験検査（以下、OGTT）を実施
している。OGTTは、ブドウ糖負荷による高血糖・低血糖や悪心・嘔
吐等の偶発症リスクを伴うため、検査実施の除外項目を設定している。
受診歴や既往歴、受診日の空腹時血糖値等から目視で除外対象者を選
択するため、OGTT実施不可である受診者を検査してしまうケアレス
ミスが発生していた。そこで、禁忌事項確認や情報収集、情報の引継
ぎ方法等の課題改善のため、健診システム更新を機に、安全かつ効率
的な運用の見直しを図ったので、その取り組みについて報告する。

【方法】
（1）業務プロセスの把握：OGTT対象者の事前準備内容（情報収集項
目、作業時間等）の洗い出し

（2）健診システム構築：以下の内容についてMOMテクノロジー社へ
開発依頼を行った。
1）採血確認画面作成（ペーパーレス化、注意事項・過去情報参照機
能を電子化）
2）採血同意取得画面作成
3）OGTT確認画面作成
4）OGTT実施可否判断の自動化（空腹時血糖値入力と除外項目登録
により実施可否を自動判定）

【結果】業務プロセスの見直しにより、前日準備に費やしていた30分
を削減できた。また、採血禁忌事項の有無やOGTT除外項目を健診シ
ステムへ登録し、情報共有することで伝達漏れ等がなくなった。さら
に、OGTT実施可否を空腹時血糖値と除外項目の入力値から自動判定
化したことで、適確に除外対象者を拾い上げ、安全な検査提供が可能
となった。

【結語】日々の業務プロセスの見直しにより洗い出された課題に対す
る改善点を、新システムへ反映させることで、OGTTに関する情報収
集・情報共有の効率化や実施可否判断の自動化を実現させた。さらに、
スタッフの業務負担を軽減し、検査データ見落とし等の人的要因によ
るインシデントを減少させた。
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E-1-07
健診継続受診者における緊急事態宣言発令後の検査データ
と行動変容ステージの変化の検討
社会医療法人大道会   帝国ホテルクリニック   検診技術科

○仁
に い

井　貴
あ つ こ

子 　橋本　里佳 　田中美穂子 　田畑まどか 
　阪本ひなこ 　西田　千春 　沖永　晶子 　鍵谷　俊文
　

【背景・目的】新型コロナウイルスによる緊急事態宣言発令に伴い、
生活様式が変化し行動制限状況下におかれる人が増加した。当施設の
受診者においても、問診に「在宅勤務により体重が増加した」という
記載が多くみられた。今後の保健指導への参考とする事を目的とし、
行動制限による体重と検査データ、及び行動変容ステージの変化につ
いて比較検討した。【方法】緊急事態宣言一時解除後、健診を再開し
た2020年 6 月 1 ヶ月間の継続受診者のデータや行動変容への意識（問
診票記載内容）について比較検討した。【対象】継続受診者450名（男
性251名、女性199名　年齢幅27～80歳　平均値53歳）。【結果】前回と
今回の変動値は体重平均＋0.31kg（p=0.008）、血糖値平均+0.85mg/dl

（p=0.190）、HbA1c平均＋0.06％（p=0.0006）であった。前回保健指
導希望せず360名（80％）、希望あり90名（20％）。今回保健指導希望
せず305名（68％）、希望あり145名（32％）と指導希望者が増加し、
145名中、前回保健指導希望せず→今回希望ありに変更した人は75名

（17％）であった。また、75名中42名に体重増加がみられた（中央値
＋1.4kg）。生活習慣改善の意識調査において、前回改善するつもりは
ないと答えた164名中、約54％の87名に意識変化がみられた。内訳今
回改善するつもり（6ヶ月以内：31名19％、 1 ヶ月以内： 9 名 5 ％）、
改善取り組み中（6ヶ月未満：22名13％、 6 ヶ月以上：25名15％）。前
回及び今回保健指導希望せず285名のうち 3 項目（体重・血糖値・
HbA1c）増加傾向にある受診者は37名であった。【結論】体重・
HbA1cの 2 項目において前回値より増加がみられ、生活習慣改善へ
の意識・行動も変化した人が多くみられた。意識の改善がみられるタ
イミングを逃さずに今後保健指導を強化させていく必要がある。

E-1-06
緊急事態宣言中の生活習慣が体重に及ぼす変化と健診結果
との関連性
1 社会医療法人愛仁会   愛仁会総合健康センター      2 あいわクリニック

○毛
も う り

利　華
は な え

衣1 　小嶋　友美1 　藤井あずさ1 　田辺　　司1 
　田所　茉衣1 　田中　芳生1 　石川　優子1 　跡部　　優1 
　岡村　雅雄2 　冨永　洋一1

　
【背景・目的】大阪府では、令和 2 年 4 月 7 日～ 5 月21日に緊急事態
宣言による外出自粛の要請が発令され、生活習慣が大きく変化した。
緊急事態宣言解除後、問診や特定保健指導の際、体重の変化は緊急事
態宣言中の自粛の影響と答える人が多かった為、緊急事態宣言前・宣
言中・宣言後の生活習慣が体重の変化に及ぼす影響を調査したいと考
えた。

【研究方法・対象】令和 2 年 9 月～令和 3 年 1 月、当施設の健康診断
受診者に同意書、アンケートを配布し、回答が得られた1642名の中で、
緊急事態宣言中に体重が増加した人344名（A群）、減少した人84名（B
群）を抽出し健診結果と照合し分析した。

【結果】昨年と今年の健診結果を比較するとA群は昨年より体重・腹
囲が増加した人が多かった。LDL-C、血糖値はA群、B群ともに昨年
より改善が見られた。HDL-CはA群、B群ともにやや悪化した。デー
タが改善した人の割合はB群が多かった。アンケートでは体重測定や
運動を習慣としている人はB群が多かった。緊急事態宣言中はA群、
B群ともに外食の頻度が減り、自炊の頻度が増えた。ストレスはA群・
B群ともに緊急事態宣言中に増加していた。

【考察】外食は栄養バランスの偏りからLDL-Cや血糖値を上昇させる
と言われ、外食の頻度が減少し、自炊の頻度が増加した事により数値
の改善が見られたと考える。HDL-Cは運動不足により減少する。緊
急事態宣言中は活動が制限され、運動の頻度が減少したことが悪化の
要因となったと推測する。継続的な体重測定や運動習慣は減量効果が
期待できる。B群はこれらが習慣化していたため、体重が減少したと
考える。また、緊急事態宣言中にストレスが増加したとの結果が得ら
れた。高ストレス該当者は肥満になりやすいと言われており、今後も
肥満者が増加することが示唆される。新型コロナウイルス感染症対策
による生活習慣の変化や特徴を捉え、食生活・運動・家庭環境やスト
レスに着目した保健指導が重要と考える。

E-1-05
新型コロナウイルス感染症流行による健診受診者の健康状
態への影響
1 一般財団法人   柏戸記念財団   ポートスクエア柏戸クリニック      
2 一般財団法人   柏戸記念財団

○内
う ち だ

田　裕
ゆ み

美1 　奥田　桂子1 　間　　夕佳1 　藤井　清孝1 
　仲野　敏彦1 　中山　　章1 　柏戸　正英2 　瀧澤　弘隆1 
　湯口　恭利1 　長尾　啓一1

　
【目的】新型コロナウイルス感染症（コロナ）流行によって外出機会
が減り不健康になったという話が聞かれる。当施設健診受診者におい
て、コロナ流行後に日常生活および健康診断結果に変化があったか否
かについて健診結果を後方視的に検討した。【対象と方法】対象は、
1 回目の緊急事態宣言により停止されていた健診が再開された2020年
6 月から12月までの健診受診者中、 3 年間当施設人間ドック・健康診
断を継続受診された　9985名（男性　5927名、女性　4058名、20-91歳、
平均54歳）である。これらの受診者の健診結果と生活習慣（運動・睡
眠・飲酒）について、コロナ流行前後で比較検討した。 【成績】コロ
ナ流行後の対象者全体の体重平均は2019年64.5kgから2020年65.2kgに
増加していた。体重減少4191人、不変207人、増加5587人。体重増加
群では平均1.8kgの増加が見られ、血液検査項目では糖・脂質・肝機能・
腎機能が悪化した傾向が見られた。対象者全体の平均運動量（METs・
時/週）は2018年、2019年、2020年（コロナ流行後）と毎年増加して
いた。運動量が増加した人の割合はコロナの影響のない時（2018→2019
年）よりコロナ流行前後（2019→2020）の方が多かった。この運動量
増加は、体重の増加群・減少群間に差はなく、男女間でも差はなかっ
た。しかし、運動量の多寡から見ると多い群でより体重減少の割合が
高かった。対象者全体の飲酒量（ml／週）は体重変化に関わらずコ
ロナ流行前後で変わらなかった。コロナ流行前後の睡眠時間平均は増
えていたが、男女間、体重増加群減少群間で差はなかった。【結論】
当施設の健診受診者に関して、コロナにより外出時間が減少または在
宅時間が延長したという根拠はない。しかし今回の検討結果からはコ
ロナ流行は受診者の生活習慣に何らかの影響を与え、健診結果にもそ
の影響が反映されていると考えられる。さらに検討を加えて報告する。

E-1-04
職域健診における高血圧治療状況と新型コロナウイルス感
染症による影響
医療法人順風会   順風会健診センター

○渡
わたなべ

邉　早
さ な え

苗 　長谷部靖子 　八木　　完
　

【目的】健康長寿を達成するために「脳卒中と循環器病克服第 5 ヵ年
計画」が公表され、2021年度から第二次計画が開始された。高血圧に
対する対策が求められている一方、健診受診者の中には未治療高血圧
者も多い。そこで今回、当センター健診受診者における高血圧の治療
状況および背景について明らかにする。

【方法】2018年度および2019年度に継続して健診を受診し、生活習慣
病の各項目および生活習慣に関する質問票の回答を得た66,613名（男
性 38,104名，女性 28,509名，平均年齢46.6±13.0歳）を対象とし、高
血圧の治療および管理状況、背景について評価した。また、新型コロ
ナウイルス感染症による高血圧治療への影響を検討するため、2020年
度の治療管理状況についても比較検討した。

【結果】2018年度における血圧区分は、正常血圧19,971人（30.0％）、
正常高値血圧11,318人（17.0％）、高値血圧14,869人（22.3％）、高血圧
20,369人（30.6％）であった。高血圧者のうち治療中は8,725人（治療
率 42.8％）、治療中管理良好は4,531人（管理率 51.9％）であり、高血
圧者の3/4が管理不良であった。未治療高血圧者の次年度治療開始率
は、I度高血圧4.7％、II度高血圧18.3％、III度高血圧35.7％であり、そ
れぞれの管理率は55.0％、41.3％、20.5％であった。治療開始群では、
治療開始前の年齢、血圧、他の生活習慣病の合併率が有意に高く、治
療開始後は血圧以外の生活習慣病も改善していた。2020年度の高血圧
治療率および管理率は前年度より低下、特に60歳代、70歳代において
低下が著明であった（治療率；60歳代 58.7％→57.7％, 70歳代 69.1％
→66.8％，管理率；60歳代 52.2％→49.3％, 70歳代 50.6％→45.2％）。

【結語】職域健診における高血圧者の多くはコントロールされていな
い状態であった。また、2020年度は治療率および管理率の低下が見ら
れ、新型コロナウイルス感染症による受診控えの影響が示唆された。
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E-1-11
健診施設・クリニック受診者における新型コロナ抗体保有
率の推移
1 東京ミッドタウンクリニック      
2 日本橋室町三井タワーミッドタウンクリニック

○田
た ぐ ち

口　淳
じゅんいち

一1 　若月　弓枝1 　山門　　實2 　古川真依子1 
　落合　　出1 　藤巻　力也1 　佐野　純子1

　
（目的・方法）　新型コロナ感染症では不顕性感染が多いことが知られ
ている。2020年 6 月15日より当院においてBML社のSARS-CoV-2抗体
検査（ロシュ社）が利用可能となった。 1 ヶ月単位で人間ドック及び
外来において抗体検査を受けた人における陽性率、陽性者のカルテレ
ビューを行なった。（結果）2020年 6 月15日より2021年 4 月14日まで
に初回のSARS-CoV-2抗体検査を受けた総数は3654名であった。 1 ヶ
月ごとの陽性率は、2020年 6 月～2021年 3 月でそれぞれ、2.0%,、1.2％、
1.2％、1.7％、3.4％、2.7％、4.1％、4.2％、8.8％、11.3％と上昇してい
た。初回陽性者112名の特徴は、男性　80名、女性32名であり、年齢
20代～70代の各割合は、8.9％、29.5％、24.1％、29.5％、6.3％、1.8％
であった。症状に関しては、過去にSARS-CoV-2 PCR陽性者（A）は
14.3％、濃厚接触者、疑い症例、風邪・下痢症状がありPCR陰性もし
くは未施行の症例（B）は13.4％であり、症状や明らかな接触歴のなかっ
た症例（C）は72.3％であった。各群における抗体価（平均±標準偏
差（範囲））は、A：95.3 ± 61.8（3.7～206），、B：57.8 ± 56.3（2.1～
133）、C：50.7 ± 53.0（1～232）であった。AとCには有意差（P=0.004）
を認めた。（考察および結語）厚労省が2020年12月14～26日に検討し
た結果、東京都は1.35%の抗体保有率であった。当院の同時期の結果
は4.1％であった。この差は厚労省では 2 つの抗体検査を併用し厳密
性を求めたことと、対象者グループの違いが考えられる。また無症状
の人が 7 割以上と不顕性感染が高率で、PCR陽性者の 5 倍であった。
また不顕性感染例では抗体価が低い可能性を認めた。当クリニックで
は診療を契機とした感染はなかった。新型コロナ感染症不顕性感染は
は明らかに増加しており、今後もワクチン接種とともに感染防御に努
める必要がある。

E-1-10
コロナ禍における身体活動量の低下がもたらす体組成の変
化
医療法人社団蘇生会   蘇生会総合病院   健康増進センター
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よ う こ

子 　明後　祐子 　中村　昭光 　佐々木浩一 
　的場　聡子 　田中　香織 　山鳥　紀子 　箕浦　孝晃
　

【目的】世界的に流行している新型コロナウイルスはリモートワーク
や不要不急の外出を控える動きとなり身体活動量が低下したと感じる
人は増加している。そこで、コロナ禍での活動量低下が身体に及ぼす
影響を体組成の観点から調査したので報告する。【対象】2019年 4 月
～2020年 3 月に当センターで体成分分析を実施した40歳～79歳のうち
緊急事態宣言後（2020年 4 月）～2021年 2 月までに再度実施した226
名（男性176名女性50名）を対象とした。なお、この期間ダイエット
を実施したものは除外した。【方法】体成分分析装置InBody470

（InBody社製）を使用。2019年 4 月～2020年 3 月までをA群 、2020年
4 月～2021年 2 月までをB群とし、各年代別（40代・50代・60代・70代）
の体重・体脂肪量・筋肉量と部位別の骨格筋発達率・体脂肪率の相関
を検討した。解析結果はp＜0.05を統計的に有意差ありとした。【結果】
体重に関してはどの年代もA群とB群に有意差は認められなかった。
しかし女性では40代で体幹及び下肢に2.0％、60代では下肢3.0％、70
代では体幹2.6％とB群の筋発達率は有意に低下していた。体脂肪率は
60代体幹で11.5％の増加が認められた。男性では50代60代の体幹・下
肢に1.1％筋発達率の低下、体幹体脂肪率ではそれぞれ5.2％・4.0％の
増加が認められた。【考察】筋発達率の低下は下肢においては女性の
方が顕著であり体脂肪率は体幹の増加が明らかとなった。女性は閉経
後、男性は加齢により内臓脂肪面積が増加するという先行研究から体
幹体脂肪率の上昇は内臓脂肪の影響が示唆された。今回の研究では体
重に変化は見られなかった。このことは体重測定を習慣としていても
変化に気付きにくいことが予想される。体重測定だけではなく体組成
の変化を見ることが重要と考える。【結語】コロナ禍における身体活
動量減少の結果体組成の変化が見られた。以前の活動量まで戻せるよ
うな指導には男女や年代の特性に合わせた内容が求められる。

E-1-09
新型コロナウイルス感染症流行下における健診受診者の生
活習慣の変移
一般財団法人淳風会   淳風会健康管理センター

○佐
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奈子 　光宗　皇彦 　菅原　隆籍 　大橋　敦子 
　遠藤　恵子 　井上　和彦 　清水　信義
　

【はじめに】
2020年、新型コロナウイルス感染症（以下、コロナ）の影響で、職場
健診の延期や受診控えが問題になったが、生活習慣が悪くなりがちな
人がいる一方、かえって規則正しい生活となった人もいるようである。
このため、我々はコロナ流行によって健診受診者の生活習慣がどのよ
うに変移したのか検討した。

【対象】
2019年12月に淳風会健康管理センターを受診した3063名（男性1437名、
女性1626名、19～78歳、平均年齢50.6歳）を対象とした。

【方法】
当該受診者の2019年と翌年の生活習慣を問診により把握しその変化を
調査した。生活習慣の把握は特定健診の標準問診項目を使用した。ま
た、健診結果及びメタボリックシンドローム判定の変化を調査した。

【結果】
喫煙習慣、運動習慣、身体活動、遅い夕食習慣、間食習慣、朝食抜き
習慣、睡眠休養、生活習慣改善意欲は、男女ともコロナ流行下で改善
傾向が見られたが、飲酒頻度は増加傾向であった。年代別の変移では、
喫煙再開または開始、夕食が遅くなる傾向、朝食抜き傾向は男女とも
若い年代に多く見られ、若い女性の運動離れが目立った。間食の増加
割合は男性の若い年代に若干多く見られた。男女とも、年齢が上がる
につれて飲酒頻度の増加傾向があった。睡眠休養減少傾向は、男性は
若い年代に、女性は高い年代に見られた。男女ともに若い年代ほど生
活習慣改善意欲が減退した結果であった。男女とも体重および腹囲の
増加傾向が見られ、メタボリックシンドロームの増加傾向も見られた
が、女性より男性にその傾向が強かった。

【考察】
男女とも飲酒頻度以外は生活習慣が改善傾向にあり、コロナ流行が少
なくとも生活習慣に悪影響を及ぼすものではなかったと考える。全体
として生活習慣改善傾向にあったもののメタボリックシンドロームが
増加していた点については今後の検討課題とし、個々の対象者を取り
巻く環境を考慮しその背景に寄り添った保健指導を心掛けたい。

E-1-08
新型コロナウイルス感染症の蔓延が健康診断・人間ドック
受診者の検査結果・問診情報に与えた影響
1 川崎医科大学附属病院   健康診断センター      
2 川崎医療福祉大学   健康体育学科      3 川崎医科大学   健康管理学教室
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わきもと

本　敏
としひろ

裕1,2 　矢島　大樹1 　門利　知美1,2 　濱田　大幹1,2 
　藤本　荘八1,3 　山中　義之1,3 　高尾　俊弘1,2,3

　
　2019年末、新型コロナウイルス感染症（以下コロナとする）が発生
し、全世界へ伝播した。我が国においても2020年 4 月に緊急事態宣言
が発令され、国民生活に大きな影響が生じた。本研究は、コロナ発生
前後における健康診断・人間ドック結果の変化、および問診情報から
推測される生活習慣の変化を検討することを目的とした。対象は2019
年 4 月から2020年 1 月、2020年 4 月から2021年 1 月までの間に約12か
月間の間隔で当院健康診断センターにおいて健康診断、人間ドックを
受診した受診者2936名とした。各受診者のコロナ感染症発生前後の人
間ドック・健康診断受診間隔は366±59日であった。コロナ前後にお
ける検査結果、問診情報を比較した。　コロナ前後における検査結果
を対応のあるt検定により解析した。腹囲（前：82.8±10.3cm、後：
83.1±10.6cm, p＜0.001）、収縮期血圧（前：123±18mmHg、後：125
±19mmHg, p＜0.001）、 中 性 脂 肪（ 前：100±94mg/dl、 後：103±
79mg/dl, p＜0.05）、総コレステロール（前：199±33mg/dl、後：203
±33mg/dl, p＜0.001）、LDLコレステロール（前：140±32mg/dl、後：
144±31mg/dl, p＜0.001）にそれぞれ有意な検査値の上昇が認められ
た。コロナ前後における問診情報をχ 2 検定により解析した。「就寝
前の 2 時間以内に夕食を摂取することが週 3 回以上ある」ではp＜0.01
水準で「はい」と答えた者がコロナ後において有意に減少した。「睡
眠で休養が十分とれている」ではp＜0.05水準で「はい」と答えた者
がコロナ後において有意に増加した。　生活習慣には顕著な変化は認
められず、一部の項目で改善が認められた。一方で、検査結果には一
貫して悪化する傾向が認められた。検査結果の変化は軽微だが、新型
コロナウイルス感染症の蔓延が継続することで、有疾患者が増加する
可能性が考えられ、検査結果等の変化に応じた保健指導を展開するこ
とが必要であると考える。
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E-1-15
COVID-19感染症に伴い変化した社会生活が人間ドック
受診者のメタボリックシンドローム関連項目に及ぼした影
響
東京逓信病院   人間ドックセンター

○雅
う た が わ

楽川英
ひ で き

樹 　西田　久実 　野地　秀一 　秋元　和子 
　古畑総一郎
　

【背景】COVID-19感染症（以下、コロナ）により社会生活の変更を
余儀なくされ、健康に配慮した食事が十分にできなくなり、身体活動
や運動機会が減少した。その結果として、当人間ドックセンター受診
者（以下、受診者）の検査結果にも何らかの影響があったのではない
かと考えた。コロナ流行前後の受診者の中でちょうど 1 年の間隔をお
いて受診した受診者のメタボリックシンドロームの関連項目に生じた
変化を調べたので報告する。【対象】2021年 1 月（コロナ 1 年後）の
受診者806名、このうち 1 年前の2020年 1 月（コロナ直前）にも受診
した424人、さらにこのうち2019年 1 月（コロナ 1 年前）にも受診し
た183人、を対象とした。【方法】コロナ 1 年前からコロナ直前の 1 年
間（コロナ前の 1 年間）とコロナ直前からコロナ 1 年後の 1 年間（コ
ロナ後の 1 年間）とで、腹囲／中性脂肪／空腹時血糖／収縮期血圧が
増悪した受診者の割合をそれぞれ計算した。また、BMIや体重、高血
圧や高血糖の治療考慮、年齢層別の計算、喫煙や飲酒の有無の変化、
について同様の割合を計算した（結果は発表にて）。また主な項目に
関しては、対となる集団に対するT検定を行った。【結果】腹囲は
41％／39％、中性脂肪は66％／30％、空腹時血糖は39％／57％、収縮
期血圧は40％／56％、であった。空腹時血糖と収縮期血圧はコロナ後
の 1 年間で増悪した受診者の割合が多いが、腹囲には差がなく、中性
脂肪はむしろ増悪した受診者の割合は減っている。しかし、中性脂肪

（150mg/dl以 上 ） ／ 空 腹 時 血 糖（110mg/dl以 上 ） ／ 収 縮 期 血 圧
（130mmHg以上）で計算すると違う結果が得られた。【結論】受診者
のコロナ前後の検査結果の状況を報告した。一貫した説明は難しいが
コロナ前後で受診者の検査結果に有意な変化の認められる項目が多く
みられた。

E-1-14
コロナ禍における新しい生活様式がもたらす検査結果への
影響
東京慈恵会医科大学   総合健診・予防医学センター

○小
お が わ

川　美
み さ き

咲 　伊藤　恭子 　加藤　智弘
　

【はじめに】新型コロナウイルス（以下コロナ）の流行に伴い、2020
年 4 月 7 日、東京都に 1 回目の緊急事態宣言が発出し、2021年 1 月 8
日、コロナ感染再拡大を受け 2 回目となる緊急事態宣言が発出した。
当院においても院内感染の拡大をうけ2020年 4 月から 3 ヵ月間、健診
業務を停止した。健診業務再開後、当院を訪れる人間ドック受診者の
多くは外出を自粛し、リモートワークを取り入れるなど、新しい生活
様式を意識しながら過ごしていた。本研究では、コロナ禍での新しい
生活様式が与える生活習慣に関わる検査結果への影響について検討し
たので報告する。【方法】コロナ禍における新しい生活様式での変化
を捉えるため、2020年 4 月から2021年 3 月に人間ドックを受診した健
診者を主軸とし、コロナ流行前の2018年から 3 年連続で人間ドックを
受診している2696名を対象とした。 1 回目の人間ドックと 2 回目の人
間ドックでコロナ前の変化、 2 回目と 3 回目の変化をコロナ後の変化
として統計学的に検証した。【結果】腹囲、体脂肪率、LDL-Cに関し
ては、コロナ前では変化を認めなかったが、コロナ後では有意に上昇

（いずれもp＜0.01）を認めた。一方、筋肉量に関しては、コロナ前は
上昇（p＝0.01）しているが、コロナ後は有意に減少（p＜0.01）して
いた。また体重については、コロナ前に上昇（p＜0.01）し、コロナ
後に変化は認めなかった。身体活動時間に関しては、コロナ前は変化
を認めなかったが、コロナ後は有意に減少（p＝0.01）した。【結論】
コロナ禍で外出を自粛し、生活の幅が狭まった結果、体脂肪率が上昇
し筋肉量が減少するなどサルコペニアの進行が懸念される。また、生
活様式の変化により、脂質異常症などが増悪している可能性もあるこ
とから、定期的な健診の重要性が示唆された。

E-1-13
COVID-19パンデミックが人間ドック受診者の健康に与
えた影響の調査
1 医療法人財団   慈生会   野村病院   予防医学センター      
2 医療法人財団   慈生会   野村病院

○小
お が わ

川　和
かずまさ

雅1 　瀬谷　　彰1 　吉野　秀朗2 　野村　幸史2

　
【背景】　COVID-19パンデミックは外出自粛やテレワーク推進等を通
じて、依然少なからぬ受診者の生活に影響を残している。【方法】 
COVID-19パンデミックの影響を受けた2020年度下半期の当院人間
ドック受診者のうち、2018年度、2019年度にも連続して受診していた
5177名を対象とし、 3 年分の各種データを解析した。【結果と考
察】　2019-2020年度間の体重の変化量は5177名の中央値では＋0.2

（-19.8-15.6）kgと僅かであったが、体重が 1 年間で 1 kg以上増加した
受診者（増加群）は1696名（32.8 %）、 1 kg以上減少した受診者（減
少群）は1313名（25.4 %）と、2018年から2019年度間の1526名（29.5 %）
/1188名（22.9 %）と比較してそれぞれ統計学的有意に増加しており、
COVID-19の影響が受診者によって異なることが推測された。増加群
の予測因子として、通勤時間・飲酒頻度・喫煙・外食回数・定期運動
習慣・ 1 日 1 時間以上歩行・不規則な就寝時刻・睡眠時間の 8 つの生
活習慣で多変量解析を行ったところ、外食回数（オッズ比1.02）、定
期運動習慣（オッズ比0.87）、 1 日 1 時間以上歩行（オッズ比0.76）、
不規則な就寝時刻（オッズ比1.29）がそれぞれ独立因子として抽出さ
れた。一方、同様の解析で減少群の予測因子としても定期運動習慣

（オッズ比1.21）が抽出され、コロナ禍での運動習慣の重要性がうか
がえる。増加群では腹囲（+2.3 cm）、収縮期血圧（+2.0 mmHg）、拡
張期血圧（+4.0 mmHg）、総コレステロール（+10 mg/dL）、LDLコ
レステロール（+6 mg/dL）、HDLコレステロール（-1 mg/dL）、中
性脂肪（+10 mg/dL）、空腹時血糖（+1 mg/dL）、HbA1c（+0.1 %）、
尿酸（+0.1 mg/dL）、GOT（+2 IU/L）、GPT（+3 IU/L）、γGTP（+2 
IU/L）が非増加群と比較して統計学的有意に前年度よりも増加して
いた。【結論】　COVID-19パンデミックの影響は受診者によって異な
るが、とりわけ定期的な運動習慣の確保はコロナ禍での保健指導の鍵
となり得る。

E-1-12
新型コロナウイルス感染爆発による緊急事態宣言の健診
データ、生活習慣に及ぼす影響
1 新潟県労働衛生医学協会      
2 新潟大学大学院   生活習慣病予防・健診医学講座

○田
た な か

中　一
かずなり

成1 　加藤　公則1,2 　小林　園子1 　佐藤　祐美1 
　松田　和博1 　小林　隆司1 　佐藤　幸示1

　
【目的】新型コロナウイルス感染爆発により新潟県に緊急事態宣言
（2020年4/24～5/14）が発令された。この緊急事態宣言の健診データ
への影響と生活習慣の変化を確認するため、2019年と2020年の健診結
果を比較検討した。【方法】 1 月～12月にかけて人間ドック・定期健
診を受診され血液データが得られた352,984名（2020年）と360,411名

（2019年）を対象として、検査データの異常率について比較検討した。
また、特定健診の標準的な質問票から得られた生活習慣の状況につい
ても比較検討を行い、統計学的検討は年齢と性別で調整した多変量解
析を用いた。【結果】緊急事態宣言発令直下において異常率の前年同
月との差が 2 %を超える変動が多く認められ、2019年及び2020年の異
常率は 4 月ではBMI （≧25）： 25.3%/27.7%、空腹時中性脂肪（FTG）（≧
150mg/dL）：17.5％/19.5%、食後中性脂肪（PTG）（≧176mg/dL）：
19.2%/21.3%、LDL（≧120mg/dL）：49.8%/52.1%、ALT（≧31U/L）：
20.6%/23.0%、収縮期血圧（SBP）（≧130mmHg）：24.8%/29.6%、拡
張期血圧（DBP）（≧85mmHg）：18.1/21.9%。 5 月では腹囲（男性≧
85cm、 女 性 ≧90cm）： 29.3%/31.7%、BMI：25.2%/27.8%、PTG：
18.4%/21.2%、ALT：17.9%/21.7%、空腹時血糖（FPG）（≧100mg/
dL）：27.4%/30.5%、SBP：21.8％/27.9％、DBP：16.9%/21.1%であった。
4 月、 5 月 以 外 で 2 %以 上 変 動 し た 項 目 は 7 月 のPTG：
17.6%/19.6%、LDL： 47.7%/50.6%、10月のALT：19.6%/21.6%、12月
のFPG：32.5%/34.8%であった。この 4 月、 5 月における質問事項に
おいて前年同月との差が 2 ％を超えた質問項目は「20歳の時の体重か
ら10kg以 上 増 加 し て い ま す か 」 で、 4 月：31.4%/33.7%、 5 月：
31.4%/33.8%、「睡眠で休養が十分とれていますか」で、 4 月：68. 8% 
/71.8%、 5 月：67.2%/71.2%であった。【結論】検査値の悪化は緊急事
態宣言の時期に集中しており、その多くは体重増加に伴うメタボリッ
クシンドロームに関連する検査であった。
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E-2-04
COVID-19パンデミック下の人間ドック上部消化管内視
鏡検査における新しい感染防止デバイスを用いた感染対策
飯塚病院   内視鏡センター

○赤
あかほし

星　和
か ず や

也
　
SARScoronavirus2virus（SCV2）は気道分泌物、胃液中に存在する
ため、多量の飛沫やエアロゾルが発生する嘔吐反射やげっぷを誘発す
る上部消化管内視鏡検査（EGD）はCOVID-19感染のリスクが高い検
査と考えられている。そのため内視鏡室内に飛散したSCV2から内視
鏡スタッフを防護するマスク・フェイスシールド・手袋・ガウン等
PPEの着用による感染防護に加え、人間ドックEGD被検者の防護等
内視鏡検査に特化したさらなる感染対策も要求されている。EGD中
のSCV2発生源は主に被検者の口と内視鏡本体の生検鉗子孔キャップ
である。我々はEGD中に内視鏡室がSCV2に汚染されない様、発生源
である被検者の口と内視鏡生検鉗子孔キャップから発生する飛沫やエ
アロゾルをブロックする安価・簡便・効果的な感染防止デバイスを開
発し、昨年 4 月以降のEGDにこのデバイスを用いた感染対策を実践
してきた。SCV2発生源の一つである内視鏡鉗子孔キャップに装着す
る感染防止デバイス（World J Gastrointest Endosc 2021）は市販の
ビニル袋に内視鏡処置具挿入用の挿入孔を設けた簡単なもので、約 2
分で内視鏡鉗子キャップ周囲に取り付け可能である。汚染分泌物に見
立てたIndigo carmine 染色液（IC）を内視鏡先端の鉗子孔から逆行
性に注入し鉗子孔キャップから噴出させる模擬飛沫発生実験でIC飛
沫はビニル袋外への噴出は視認されなかった。もう一つのSCV2発生
源の一つである被検者の口に装着する感染防止デバイス（Dig 
Endosc in press）はサージカルマスクと市販のビニル袋を組み合わ
せた二重フィルター方式の簡単な感染防止デバイスで、約 3 分で内視
鏡先端に取り付け可能である。散布チューブをマネキンの口の中に
セットしICをマネキンの口から噴出させる模擬飛沫発生実験でIC飛
沫はデバイス外への噴出は視認されなかった。本発表では我々の開発
した新しい感染防止デバイスを用いたEGD中のCOVID-19感染対策の
実際をVideoも含め紹介する。

E-2-03
コロナ禍の健診業務における内視鏡室での感染対策見直し
を振り返って
新浦安虎の門クリニック

○定
じょうだ

田加
か よ こ

代子 　村山利恵子 　今井　紫音 　鶴岡　尚志 
　沼本美由紀 　大前　由美 　大前　利道
　
背景：2020.2月からのCOVID-19感染は、今までの健診業務を見直す
きっかけとなった。多くの病院診療所で健診業務が一時停止する事態
となり、私たち医療従事者は試行錯誤の日々が続いた。そのような状
況の中、新年度の市町村、健保からの健診が停止した。しかしそれま
での 1 次健診で消化器に何らかの異常が見つかり精密検査になった方
について、外来診療も行っている当院では、 2 次検査を維持できた。
その後健診業務も再開され内視鏡検査件数は増えていった。感染予防
については、今まで以上の注意を払い感染事象の発生なく検査を続け
早期治療へとつなげられた。今回内視鏡室で行った感染対策やコメ
ディカルの意識付けについて見直しを行いまとめた。目的：感染対策
を見直し感染リスクの高い内視鏡検査を、患者・コメディカルともに
感染を予防できる環境を確保する。方法： 1 ． 【体調管理表】被
験者の健康状態を把握しリスク回避 2 ． 【内視鏡室感染対策指針】当
院の感染予防対策事項をまとめスタッフの意識統一 3 ． 換 気・
消毒の徹底 4 ． 検査効率の評価考察：被験者の体調管理や感染
リスクを把握するための体調管理表の運用は、被験者自身の体調管理
の意識づけとなり体調不良者の来院を防止できた。対応にばらつきの
あった感染対策の手技をマニュアル化し周知した。内視鏡室感染対策
指針を整備したことで感染予防の認識を統一できた。また検査と並行
して実施する感染予防対策によって手間が増えたが、導線や配置など
の見直しをすることで以前と同様の検査件数を維持できた。 1 次健診
で異常が見つかり内視鏡検査を希望する方の悪性疾患の早期発見につ
ながった症例も経験した。結語：内視鏡検査は感染リスクが高い検査
ではあるが、感染対策を徹底することで検査を続けることは可能で
あった。それにより悪性疾患の早期発見治療につながり健康診断、ドッ
ク業務を維持できたと考察する。

E-2-02
新型コロナウイルス感染防護策としての上部消化管内視鏡
検査用マスクの試作と実用化
1 ポートスクエア柏戸クリニック      
2 千葉大学 大学院工学研究院 機械工学コース

○新
し ん ぼ

保　　泉
いずみ

1 　河田　美和1 　内田　裕美1 　藤井　清孝1 
　奥田　桂子1 　仲野　敏彦1 　瀧澤　弘隆1 　湯口　恭利1 
　長尾　啓一1 　田中　　学2

　
【背景】 上部消化管内視鏡の実施に際しては、咽頭反射やくしゃみに
よりエアロゾルを誘発させる可能性があるため、より安全な感染防護
策が求められている.
【目的】エアロゾル飛散低減のために内視鏡検査用マスク（以下、マ
スク）を試作し、効果の検証を行った上、被験者の受容の可否につい
てアンケートにて調査した．
【方法・結果】
１．内視鏡検査用マスクの試作　マスクは 2 層の不織布の内側に吸水
シートを貼った 3 層構造で、コーヒーフィルター様の立体形状とした．
内視鏡挿入孔は直径15mmとした．
２．可視化した咳嗽の拡散比較実験　咳嗽時の呼気を可視化して、マ
スクの効果検証を行った．マネキンモデルで咳嗽のミストを再現し、
マスクをしない状態とマスク使用時（内視鏡挿入孔に経鼻用スコープ
挿入）で飛距離と最大速度を比較した．
　その結果、マスクなし場合のミストの飛距離と最大速度は、マスク
を装着することにより大幅に減少することが明らかになった．発表で
は動画も提示する。
３．被験者アンケート調査の結果　予めインフォームドコンセントを
取得した上で、マスクを装着していただいた被験者に対し、マスクに
対する抵抗感・不快感・安心感について「ある・ややある・どちらで
もない・ない・あまりない」の 5 段階評価のアンケート調査を行った．
対象は覚醒状態で内視鏡検査を行った30～80代の被験者143名（男性
112名・女性31名、経鼻125名・経口18名）である．なお、本研究は事
前に柏戸記念財団倫理委員会の承認を得ている。
　その結果、マスクに対する抵抗感が「ない・あまりない」が
93.7％、不快感が「ない・あまりない」が97.9％、安心感が「ある・
ややある」が58.1％であり、被験者のマスクに対する受容も比較的良
好なことが判明した.  
【結論】内視鏡検査用マスクはエアロゾルの飛散低減の有効な手段の
ひとつであり、より安心で安全な内視鏡検査に寄与すると思われた. 

E-2-01
当院人間ドックにおける新型コロナウイルス感染症対策を
含めた胃内視鏡検診の取り組み
1 JA北海道厚生連札幌厚生病院   健康管理科      
2 JA北海道厚生連札幌厚生病院   健康指導科

○赤
あかいけ

池　　淳
じゅん

1 　西園　雅代1 　小川　秀久1 　平塚　正幸1 
　加藤麻衣子2 　山田　明美2

　
【目的】当院人間ドックでは胃癌検診として胃バリウム検査に加え、
2012年 6 月より内視鏡検診（経鼻）を導入している。COVID-19感染
拡大に伴い、当健診センターでは2020年 4 月17日から健診業務の休止
を余儀なくされた。健診業務再開にあたり、特に内視鏡検診の感染リ
スクを考慮した対策を行ったので報告する。【対象と方法】2020年 5
月18日より受診人数を減らした上で健診事業を再開し、同時に内視鏡
検診も各種対策を行いながら開始した。 5 月中は内視鏡を 1 日20名ま
でに限定し、その後徐々に人数を拡大した。内視鏡検診再開から2020
年12月29日までに5,499人の検査を行った。上記期間における感染対
策と胃癌発見数（発見率）について検討した。【結果】まず受診者全
員に確実な問診と検温を行い、感染リスクを極力回避した。内視鏡室
は密閉空間にならないよう適宜換気を行い、内視鏡術者、介助者とも
に空気感染も考慮した感染防護策を徹底した。具体的には、N95マス
ク＋ゴーグル、手袋、キャップ、ガウン（長袖）の着用とした。また、
受診者の飛沫拡散予防策として、経鼻では手作りマスクの着用、経口
では自作のパーティションを用いて、環境清拭は受診者ごとに行った。
上記期間における胃癌発見数（発見率）は14例（0.25%）であった。【考
察】消化器内視鏡学会の勧告や感染リスクを考慮し、当初は内視鏡検
診の休止も検討したが、胃がん検診の貴重な機会を奪うべきではない
と判断し、十分な感染対策を講じた上での再開とした。当健診センター
ではCOVID-19の発生はみられず、胃癌が14例認められたことから、
感染対策を行いながらの内視鏡検診は受診者にとって有益だと考えら
れた。【結語】胃癌検診として感染予防策を講じた上での内視鏡検査
は有益と考えられた。COVID-19感染終息は数年かかることも予想さ
れ、限られた医療資源を有効に活用するため、内視鏡検診が必要な症
例を如何に絞り込めるかが重要な課題である。
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E-2-08
COVID-19に対する当院内視鏡検査時飛沫対策～受診者
及び医療スタッフの満足度と安心感について～
医療法人   協愛会   阿知須共立病院

○米
よねはら

原　　克
まさる

 　藤井　郁英 　鈴木千衣子 　岡本　恭典 
　鳥居真粧美 　森田　愛子 　石津　恭子 　藤波　綾子 
　三好　正規
　

【目的】COVID-19の流行に伴い、全国的に健診受診率が低下してい
る中、安心して受診できる環境の整備として、感染予防対策の徹底は
重要である。当院内視鏡室では、特に飛沫による感染リスクの高い上
部内視鏡検査において、受診者にはマスク着用下での検査に協力して
いただき、医療スタッフは防護具着用で対策としている。この対策に
より受診者及び医療スタッフが得られる満足度と安心感について調査
した。【対象】2021年 3 月 1 日より2021年 3 月31日に当院健診センター
で内視鏡検査を希望した男性99名、女性108名の計207名。内視鏡業務
に関与する医療スタッフ 8 名。【方法】受診者には感染予防対策のあ
り方に対する満足度及び対策前と比べた感染予防に対する安心感を、
高評価を 5 、低評価を 1 とした 5 段階評価のアンケートで調査をした。
医療スタッフには対策前と比べた前処置及び検査中における対策後の
安心感と、対策全体の満足度を同様に調査した。【結果】受診者アンケー
ト回答率は99％（205名）であった。満足度の回答は 4 以上が175名

（85.4％）であり、 2 以下が 0 名であった。その内、内視鏡検査の受
診経験者199名の対策前と比べた対策後の安心感に関する回答は、 4
以上が160名（80.4％）であり、 2 以下が 0 名であった。一方で医療
スタッフの満足度の回答は、 4 が 3 名、 3 が 1 名、 2 が 4 名であり、
安心感では 5 が 3 名、4 が 4 名、3 が 1 名であった。【考察】受診者の、
満足度、安心感はともに 4 以上が80％以上、 2 以下が 0 ％であったた
め、この対策は感染予防の面で安心して受診できる環境の整備に有効
であると言える。一方で医療スタッフに関しては説明事項や準備物の
増加、業務の全体的な遅延もあり、満足度では低評価も見られたが、
安心感は得られたという結果となった。今後は現在の対策水準を維持
するとともに、医療スタッフの負担軽減が課題となる。

E-2-07
大学病院附属健診施設�MedCity21におけるCOVID-19
感染対策の取り組み
大阪市立大学医学部   先端医療予防学

○灘
なだたに

谷　祐
ゆ う じ

二 　高嶋　信吾 　西居由布子 　田内　幸枝 
　藤井　英樹 　中野　朱美 　木村　達郎 　福本　真也 
　渡邉　俊雄
　

【目的】今回我々は2020年 6 月より新しい感染防御対策を構築し人間
ドック業務をおこなってきたため報告する。【方法】大阪市立大学医
学部先端医療予防学附属人間ドックMedcity21での健診業務を対象と
した。施設環境は学会ガイドラインに準拠、一部改変し整備した。行
う検査を高危険度（上部消化管内視鏡、女性診察）、中危険度（内科
診察、採血、超音波検査など）、低危険度（問診、受付業務、CT,MRI
検査など）に分類し、低危険度では、医療者はマスク、フェイスシー
ルドを装着、中危険度では、加えて手袋の装着、高危険度では、術者
は専用術衣に着替えた上で、マスク、フェイスシールド、ヘアキャッ
プ、ディスポーザルガウン、手袋を装着した。特に高危険度検査であ
る内視鏡検査では、学会推奨の感染防御に加えて、当院で開発した口
を覆うが鼻を露出した経鼻内視鏡用マスクおよび、マスクに内視鏡挿
入孔を用意した経口内視鏡用マスクを患者に装着させた。【成績】
2021年 3 月までの受診者は13307人で、うち高危険度検査の消化器内
視鏡の受診者は7155人であった。施設入場時のスクリーニングで検診
延期になった症例はなかった。COVID-19の既往に加え胸部X線で肺
炎が残存していたため以後の検査が延期となった症例が 3 例、
COVID-19の既往があったが隔離期間が終了しており胸部X線で異常
なく健診を行った症例は 8 例であった。当院検診直後に発熱し、
COVID-19感染者であったことが判明した症例が 1 例あった。それ以
外に胸部X線でCOVID-19を疑った症例は 1 例あったが、結果は陰性
であった。期間中に当院で体調不良者はおらず、COVID-19の感染が
判明した医療者はいなかった。また、この感染防御は、医療者の不安
も軽減させていた。【結論】今回我々は、COVID-19患者が受診する
可能性を想定し感染危険度を適切にトリアージしすることで、より安
全な健診ができるシステムを構築できた。

E-2-06
当院人間ドック健診センターにおける新型コロナウイルス
感染防止対策
掛川市・袋井市病院企業団立   中東遠総合医療センター   人間ドック・健診
センター

○鈴
す ず き

木　秀
ひであき

明 　若井　正一 　中川　穂波 　村松　敬子 
　諸富智づる 　舘石　知美 　小玉　香里 　鈴木　寿昌
　

【目的】掛川市・袋井市病院企業団立中東遠総合医療センター（入院
病床500床）の病院併設型健診施設として当センターは平成25年 5 月
に開設された。受診者数は年々増加しており中東遠地域の中核病院で
ある。令和 2 年 2 月より新型コロナウイルス感染者の治療を開始し、
緊急事態宣言が発令され市中感染が広がる中、当センターを利用され
た受診者およびスタッフへの感染を発生させないことを目的に感染対
策を行った。現在に至るまでの当センターで行った新型コロナウイル
ス感染症対策について報告する。【対策】接触感染および飛沫感染を
防ぐため、健診センター専用エレベーターは同時使用 4 名とし、受付
前に健康チェック、体温測定、手指消毒を実施した。また、 2 週間以
内に発熱等症状があった方、緊急事態宣言時には 2 週間以内に回避地
域に行った方は受診日の変更を実施した。後日への変更が困難な受診
者には月 2 回午後に専用枠を設けて対応した。スタッフはマスク、フェ
イスシールドを着用し、徹底した手指消毒を行った。事務受付、肺機
能検査は飛沫防止シート設置で対応した。緊急事態宣言時には感染リ
スクを考慮し肺機能検査、胃内視鏡検査の中止、内科診察および結果
説明の待ち時間の短縮をおこなった。食堂は飛沫感染対策のパーテー
ションを設置し、安全な食事環境を整備するなど対策を講じた。【結
果・考察】中東遠総合医療センターは地域の中核病院であり新型コロ
ナウイルス対応病院であるため、当センターで新型コロナウイルス感
染者が発生した場合の病院への影響を防ぐため病院と歩調を合わせ同
じ健康チェック（問診票）を行い、状況変化に合わせ柔軟に対応した。
結果は令和 2 年の当センター受診者は16,495件であったが感染者は 0
名で、スタッフの感染者も 0 名であった。現在までは新型コロナウイ
ルス感染防止対策は成功していると考える。

E-2-05
口腔内消毒を感染対策マニュアルに追加することを提案す
る
辻田労働衛生コンサルタント・産業医事務所

○辻
つ じ た

田　　敏
さとし

　
【背景】新型コロナウイルスは唾液飛沫が主要な感染源であり、感染
症対策マニュアル1）には健診会場でのマスク着用が明記されている。
このマスクの感染防止効果は着用方法が不適切だと効果が減弱する問
題があるが、マスクに口腔内消毒を組み合わせることでその欠点を補
うことが期待できる。しかし口腔内消毒は歯科領域以外では推奨され
ていない。それは口腔内消毒が新型コロナウイルス感染を抑制した直
接的エビデンスが乏しいためと思われる。そこで間接的であっても感
染予防効果を強く示唆する研究報告を検索した。【方法】主に
PubMedとGoogleの検索エンジンを利用してオンライン検索した。【結
果】口腔内消毒で唾液中のウイルス量を減らすアイデアはすでに繰り
返し提唱され 2 －4）、in vitroでの抗ウイルス効果の研究5）や、臨床
試験での有効性の報告もある6,7）。それらに記載された有効成分には
ポビドンヨードやセチルピリジニウム塩化物といった洗口液やトロー
チ、のど飴など身近な市販品に汎用されるものが含まれ、薬局などで
安価に入手できるので口腔内消毒は容易に実施できる。【結論】マス
ク着用と口腔内消毒を組み合わせると、唾液による飛沫感染への防止
効果的が高まると期待できる。【文献】1） 8団体合同マニュアル「健
康診断実施時における新型コロナウイルス感染症対策について」令和
2 年 5 月 1 日　 2）Moosavi MS, Aminishakib P. J Oral Microbiol 

（2020）12 ,1794363.  3） Vergara-Buenaventura A, Castro-Ruiz C.  Br 
J Oral Maxillofacial Surgery （2020） 58：924-927.  4） Carrouel F, 
Goncalves LS, Conte MP, et al.  J Detn Res （2020） 100（2）： 124-132.  
5） Meister TL, Bruggemann Y, Todt D, et al. J infect Dis （2020）
XX：1-4.  6） Belcaro G, Cornelli U, Cerarone MR, et al.  Med Clin 
Res （2020） 5（4）：55-58.  7） SenevirCJ, Balan P, Ko KK, et al . 
Infection （2021）49：305-311. 
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E-2-12
放射線科におけるCOVID-19感染防止についての取り組み
1 横浜北幸クリニック   放射線科      2 横浜北幸クリニック      
3 新赤坂クリニック   放射線科      4 新赤坂クリニック   医療安全推進室      
5 新赤坂クリニック

○望
もちづき

月　久
ひさみつ

光1 　鎗野　珠理1 　千田　　茂1 　青木　晴実1 
　親松　忠行2 　高橋直太郎3 　松村　和典3 　池部　陽子4 
　中村　恭子5 　松木　隆央5

　
【背景】
2020年 1 月初旬よりCOVID-19陽性者拡大に伴い、院内感染を引き起
こさないためにさまざまな予防策を実施してきた。今回は放射線科に
おいて、これまでの感染対策にプラスした取り組みを報告する。

【対象】
2020年 2 月より人間ドックX線検査受診者全員。

【取り組み】
当院では感染対策として三密防止と換気及び湿度温度調整、消毒除菌、
職員への情報周知を行ってきた。また、医療安全推進室を中心に受診
者向けトリアージを実施し、その情報をもとに対応。拡大期から蔓延
期にかけて対策を強化し現在に至る。
放射線科においては、1.診療放射線技師（以下技師）による撮影室ド
ア開閉 2.受診者及び技師は、撮影前後に手指のアルコール消毒 3.情報
の共有化 4.X線胸部・X線CT撮影時、画像確認 5.造影剤飲用時以外マ
スク着用、嘔吐時の処理方法を徹底 6.検査室及び操作室の湿度温度調
整と換気 7.機器類の消毒、などを実施。

【まとめと課題】
感染防止に必須である消毒用アルコールやサージカルマスクに関し
て、マニュアルに従って備蓄していたため、業務遂行に支障が出るこ
とはなかった。胃X線検査では、マスクに造影剤が付着することを危
惧する方や、少数ではあるが呼吸が荒くなるような場面も見受けられ
た。また、マスクを気にして体が動くことで画像へ影響が出るような
こともあった。検査の合間に声掛けするなど、様子を窺いながら一呼
吸置くことも必要である。今後はさらにリスクを低減させていくため
に、受診者への不織布マスク配布や、造影剤容器を間接的に受け渡す
方法の工夫、等を考えていく必要がある。

E-2-11
当院人間ドックにおけるコロナ感染者の水際対策
医療法人医誠会   医誠会病院   人間ドックSOPHIA

○宮
みやぞの

園　希
の ぞ み

望 　林田　智美 　三橋　若奈 　甲斐　愛梨 
　谷口　奈美 　橋本　宇史 　梁　　徳淳
　
＜はじめに＞
人間ドックにおけるコロナ感染者クラスターの発生を防ぐには、コロ
ナ感染者の来院を防ぐ水際対策が重要であると考え、当院では
2020/10/1より 3 段階に分けて対策を行った。1）事前に感冒症状や感
染者と接触歴のある方は受診いただけないこと、該当する場合には連
絡が必要であることを記載した文書を郵送した。2）受診日の 1 週間
前に、保健師より体調確認の連絡を行い、感冒症状・該当項目の有無
を聞き取り、ある場合は予約日の延期やPCR検査を案内した。3）当日、
受付時に当院独自のコロナ問診票記入後体温測定を行い、保健師が聞
き取りを実施し受診の可否を判断した。
季節性アレルギー性鼻炎等が流行する時期になり、外来含め病院全体
でこれによる症状で受診できないというご意見を多数いただいた為、
3/1に当院の規定が変更となった。以降、体調確認で季節性アレルギー
性鼻炎等の症状の場合、コロナによる症状とは別と判断し、受診可と
した。　
今回、当院人間ドックにて行ったコロナ感染者クラスターの発生を防
ぐ、水際対策の効果・結果に関して発表します。
＜結果＞
1）事前郵送物に対する問い合わせはなかった。
2）事前の電話での体調確認で症状が認められた方が 5 名、そのうち
検査を延期した方が 4 名（内 3 名受診済）、 1 名は症状が改善せず、
前日にPCR検査を実施し陰性を確認後、受診した。
3）当日、保健師の聞き取りで体調不良や症状を認められた方が 9 名、
内 1 名は当日PCR検査を受け、陰性を確認し受診した。残りの 8 名は
受診中止もしくは日程変更とした。
季節性アレルギー性鼻炎等に関する規定変更後、鼻水やくしゃみで延
期・受診中止は 1 名であった。
＜結論＞
1）人間ドックにおけるクラスター発生はもとより、コロナ感染者の
発生報告はなかった。
2）季節性アレルギー性鼻炎等に対して、早期から配慮できればより
多くの方が受診することができたと考えられる。

E-2-10
胃内視鏡検査における飛沫防止対策への取り組みについて
人間ドックセンターウェルネス   保健看護科

○城
し ろ た

田　千
ち づ る

鶴 　榊　　梨奈 　吉田百合子 　阿波村美樹 
　浪内　美和 　西藤　亮子 　吉村　理江 　橋本　俊彦 
　那須　　繁
　

【目的】 COVID-19の感染経路は主に飛沫・接触感染で、検査時にマス
ク装着が困難な上部消化管内視鏡検査は受診者や内視鏡スタッフの感
染不安が大きくなると考えた。そこで、サージカルマスクの代用とし
て不織布シートで口元を覆う方法を導入し、不安や不快の軽減に繋が
るかを検討した。【方法】2021年 3 月末からの10日間、内視鏡検診受
診者284名（M 148 / F 136）及び内視鏡スタッフ27名（Dr 11 / Ns 
16）を対象に、評定尺度法で無記名アンケートを実施した（回収率
99.3％）。個人防護具については内視鏡学会推奨に原則準じ使用して
いる。（1）口元を覆わない検査（A）と覆った検査（B）での感染不
安度について、5/不安あり、4/やや不安、3/どちらともいえない、2/
あまり不安がない、1/不安ない、の 5 段階で評価し、不安あり割合お
よび平均値を比較した。（2）検査中の不快度について、5/不快、4/や
や不快、3/どちらともいえない、2/あまり不快なし、1/不快なし、の
5 段階で評価した。内視鏡スタッフにはやり辛さで同評価を行った。

【結果】（1）受診者はA・Bいずれも90％以上が不安を感じていなかっ
た。一方、内視鏡スタッフの不安あり割合はAでは96.3％と高率で、
Bでは11.1％に低下した。平均値は、受診者A 1.27、B 1.26、内視鏡ス
タッフA 4.63、B 2.63であった。（2）検査中の不快度では、受診者の
93.2％が不快なし、医師の81.8％がやり辛くないと回答したが、看護
師では50％がやり辛さを感じ、唾液を吐き出す介助がし辛いとの意見
が多かった。【考察】受診者は感染不安なく検査に臨んでおり、今回
の取り組みに対する不快感も少なかった。受診者の口元を覆うことで
内視鏡スタッフの感染不安は軽減されたが、看護師の半数がやり辛さ
を感じており、今後も感染防護策を継続しながら、最善策を検討して
いきたい。

E-2-09
当センター臨床検査技師が取り組む新型コロナウイルス

（COVID-19）感染拡大防止対策についての報告
福岡山王病院   予防医学センター

○清
し み ず

水　李
り さ

沙 　和崎　美穂 　磯崎　陽子 　東谷　亜美 
　角　みどり 　中村　清子 　田川　辰也 　徳松　　誠
　

【はじめに】
2020年 1 月より新型コロナウイルス感染症（COVID-19）が本邦にお
いても確認されており、終息の目途がつかないなか、安全に健診業務
を行うための感染対策が求められるようになった。そこで検査機器消
毒の徹底や、受診者同士、受診者とスタッフ、スタッフ同士における
3 密（密閉、密接、密集）を回避するなど感染症対策を検討し、取り
組んだので報告する。

【結果】
当初はスタッフの検温、マスク着用、機器類の消毒の徹底、接触によ
る感染を避けるための対策を行った。対策として、受診者ごとに手袋
を交換し、受診者が触れたと思われる部分は検査が終わるごとに全て
消毒を行い、受診者の肌が触れるところで直接消毒できない部分には
防水ロールシーツやキムタオルを使用し毎回交換した。しかし、世界
的な消毒液などの品薄状態もあり、対策内容の見直しを行った。手指
消毒を徹底することで手袋の使用を止め、ベッドや枕を消毒可能な物
に取り換えた。また当センターは各検査室が個室になっているため、
密閉状態にならぬよう検査時は常に扉に隙間を開け換気できるように
した。 1 回目の緊急事態宣言中は受診者数が減っていたが、解除後は
増加したこともあり、待合の 3 密回避のための対策も必要となった。
待合の椅子の数を減らし、受診者を分散させた。スタッフ同士も密に
ならないよう、作業の際には各スタッフルームの人数制限を設けた。

【考察】
当センター全体としても、無症状受診者の紛れ込みを防止するための
対策を講じており、他部署との連携を図りながら今後もこれまでの対
策を継続していく必要があると考える。しかし、待合を分散させたこ
とによる移動時間や検査機器類の消毒に要する時間の増加により、待
ち時間が以前よりも長くなった。感染対策を講じながら待ち時間を短
縮していくことが今後の課題である。現時点で、当検査室及び当セン
ターにおいて新型コロナウイルス感染症（COVID-19）のクラスター
は起きていない。
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E-3-03
当院での新型コロナウイルスワクチン接種
国家公務員共済組合連合会   横須賀共済病院   健康管理センター

○上
う え の

野　春
は る な

菜 　小林　史枝
　

【背景】日本では2021年 2 月中旬より医療従事者から新型コロナウイ
ルスワクチン接種が開始された。

【接種準備】当院の優先接種対象者は1910名。院内ネットワークで準
備状況やワクチン情報を経時的に配信した。ワクチン管理（搬入～接
種当日準備）は薬剤科が専任を置き担当。救急科医師による勉強会を
開き、関与スタッフは急変時対応を再確認した。副反応への診療科応
援体制も明確にした。会場は院内講堂に設置し、受付・予診・接種・
書類・経過観察エリアをU字の動線でつなぎ、重点観察エリアを医師
看護師の近くに設けた。

【接種】希望者1708名（対象者の89.4％）に、 3 月 8 日より 9 日間で
1 回目を接種。予診で体調や基礎疾患・内服薬、アナフィラキシー・
アレルギー、血管迷走神経反射の既往を確認した。会場での経過観察
は既往により15～30分間、座位または臥位で行った。同エリアで接種
後注意事項、予想される副反応と対応、相談窓口について動画を流し
周知した。

【副反応】会場待機中に対応した症状には、蕁麻疹・喉頭違和感・嘔
気があり、経過観察や内服・外用薬で軽快した。アナフィラキシー反
応は 1 名で、診療科での注射薬を含む治療で回復した。会場での経過
観察や相談窓口として対応した以外に、各接種後にアンケートを実施
して副反応の調査を行った。接種部痛は 2 回とも 9 割以上で認めた。
発熱は 1 回目より 2 回目に多く認め、より高熱だった。開始前に注目
していなかった症状には、ふらつき・めまい感・下痢・腋窩の痛み・
リンパ節腫大などがあった。 7 割以上が 2 回目の方が副反応が強いと
答えた。 2 回目は発熱・倦怠感・嘔気・ふらつきなどのため翌日の就
業が困難となったものが少なくなかった。

【まとめ】新しいワクチンで準備期間も限られていたが、多職種でチー
ムとなり頻回に検討して取り組んだ結果、多くの職員に安全に接種す
ることができた。副反応について相談窓口対応とアンケート実施によ
り把握に努めた。

E-3-02
コロナ禍による新しい生活様式がもたらした影響と当セン
ターの取り組み
公益財団法人   佐々木研究所附属   湘南健診センター

○鈴
す ず き

木ひとみ 　中野　理果 　大森由美子 　小堀　悦孝
　

【目的】
当センターでは、COVID-19蔓延期における新たな健診事業として
SARS-CoV-2抗体検査を導入し、その受診者に新しい生活様式につい
てのアンケート調査を実施している。アンケートから新しい生活様式
定着の傾向や問題点を検討し、当センターでの健診を、新しく変化し
た生活に順応させるための今後の課題を導き出すことを目的とした。

【対象】
2020年 8 月 1 日から2021年 2 月28日までに当センターでSARS-CoV-2
抗体検査をオプションで追加した健診受診者30名と当職員76名。

【方法】
対象受診者には新しい生活様式のアンケート調査が含まれた問診票に
記入してもらう。職員は 4 か月毎に 2 回検査を行う。抗体有無、アン
ケートの結果を分析した。使用試薬はElecsys Anti-SARS-CoV-2

（RUO）ロシュ・ダイアグノスティックス社製を使用した。
【結果】
抗体陽性者は 1 名、陰性者105名であった。生活様式について、在宅
勤務になった、通販を利用するようになった、娯楽・スポーツをやめ
てしまったなどの回答があり、高い回答率であったのは、イベントへ
参加しなくなった75.8％、外食をしなくなった56.1％であった。一番
生活に変化が生じた行動はどれかについては娯楽・スポーツ、食事、
イベントへの参加の順に高かった。

【考察】
アンケートの結果より、感染拡大のため、買い物は通販が増え、娯楽
やスポーツ、イベントへの参加が減少したことが分かった。外出の機
会が減り、身体活動量が減少していた。また、娯楽の減少は精神的ス
トレスがたまることにつながる。身体活動量減少、ストレスによる食
生活の乱れは生活習慣病リスクを上げる。これらの対策として当セン
ターでは健康相談外来を開設準備中であり、医師による健康相談、運
動・食事指導を行う予定である。

【結語】
生活様式変容による感染拡大防止とともに新たな健康上の問題解決の
両立がアフターコロナを生きるために必要である。

E-3-01
コロナ禍における人間ドック受診状況の特徴　
国家公務員共済組合連合会   横浜南共済病院   健康管理センター

○岡
お か だ

田　雅
まさひと

仁
　

【目的】2020年 2 月以降新型コロナ感染の拡大と共に当院の人間ドッ
ク受診者も大きな減少がみられた。当センターは病院の新型コロナ対
策のため一施設として 2 ヶ月の閉鎖期間をおいて 7 月から本格再開し
たが、受診者の動向が未知数であった。新型コロナ感染の影響が日常
生活に影響し始めてから 1 年以上が経過し、当センター及び人間ドッ
クに関する要望についての分析を行い、コロナ禍での健診業務の進め
方について再考することを目的とした。【対象及び方法】当センター
で2019年12月 1 ヶ月間にそれまで企業健診ではなく、 2 年以上受診し
ていた55名（年齢61.0±12.3歳、男27名、女性28名）を対象とした。
新型コロナ感染対応が行われていた2020年 7 月～2021年 2 月末までに
当健診センターに受診していたかどうかを追跡調査し、その特徴を検
討した。【結果】55名中の54%に当たる30名が受診を、25名が未受診
であった。男女の割合に差がなく、受診者年齢59.3±11.8歳、未受診
者年齢63.8±12.6歳で有意さはなかったものの、未受診者の年齢が若
干高かった。特徴としては、未受診者25名中12名 6 組が過去夫婦で受
診していたケースであった。（受診者の夫婦受診 6 名、 3 組）【結論】
コロナ禍であっても定期受診者は、半数以上が再受診をしていたが、
未受診者は若干平均年齢が高く、夫婦受診例が多かった。コロナ禍で
は、感染リスクを減らすための意識が働き、重症リスクの高い年長者
や密の行動になりやすい夫婦が受診を避ける意識が働いた可能性があ
る。この点を踏まえた新型コロナウイルス感染予防への徹底した配慮
とインフォメーションが必要であると考えられる。

E-2-13
COVID-19流行下のもと入院ドック受診者への衛生的手
洗い指導　～手洗いチェッカーを用いて～　
1 金沢医科大学病院   看護部   外来ΙΙ   健康管理      
2 金沢医科大学病院   健康管理センター

○吉
よ し お

尾　真
ま き

紀1 　柴田　優子1 　北瀬やよい1 　高瀬　悦子1 
　舩本　昌枝1 　石田　良子2 　岩井　邦充2

　
【目的】手洗いの徹底はCOVID-19予防対策として非常に重要である。
しかし正しい手洗いが出来ているかの確認はなかなか困難である。今
回ドック受診者自身の手洗い後の不十分な部分を可視化し、正しい手
洗い方法を指導することで、有効な感染予防行動の動機づけを行うこ
とができたので報告する。

【方法】（1）2020年度入院ドック受診者583名の内、希望者353名に対
して実施、（2）専用ローションを受診者の手指全体に塗り込み普段の
手洗いを実施、（3）手洗いチェッカーで洗い残し部分を実見してもら
い、手洗い残し調査票に記入、（4）作成したパンフレットを用いて、
手洗いの種類・衛生的手洗いの必要性・手順・タイミング・手荒れ予
防方法などを指導、（5）再度手順を見ながら手洗いを行い、手洗い
チェッカーで再確認、（6）指導終了後に自記式アンケートを記入

【結果】アンケートでは、衛生的手洗いについて＜知らなかった＞が
70.5％、今後手洗いを行う際に＜参考になった＞が99.7%であった。
今後の生活でも衛生的手洗いを取り入れるかどうかについては、＜取
り入れようと思う＞が97％であった。自由記載では＜きれいに洗って
いるつもりなのに洗い残しがあったことに驚いた＞＜衛生的手洗いの
重要性を知った＞＜家族、職場や他にも周知させたい＞などの意見が
あった。

【考察】手洗い方法による違いを可視化し体験する事で、インパクト
をもって今までの手洗いによる洗い残しに気づき、正しい衛生的手洗
い行動を行う動機付けになったと考える。入院ドック受診者は健康行
動意識の高いこと、事業主・職場の管理者が多く利用されているとい
う特性もあり、受診者自身だけではなく職場・家庭など周囲への啓発
普及にも繋げる機会となったと考える。
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E-3-07
COVID-19の影響による健康診断受診者年齢の割合の変
化
医療法人社団   新虎の門会   新浦安虎の門クリニック

○久
ひさのり

里　　悠
はるか

 　川村　優子 　鶴岡　尚志 　沼本美由紀 
　大前　由美 　大前　利道
　

【背景】2020年 2 月頃よりCOVID-19の世界的蔓延により健康診断事
業においても中止や縮小を余儀なくされた。当院では2020年 6 月頃よ
り徐々に健診を再開してきたが前年度までと同様に行えているとは言
い難い。予約業務を行う中でも「コロナが怖い」「緊急事態宣言が出
たので」などの理由でのキャンセルが多く、情勢の影響を受けている
と感じた。そのような状況の中でも高齢者からは「コロナは怖いが毎
年の健康診断は受けたい」という希望を何度も聞いた。COVID-19の
影響により健診受診年齢の割合に変化が出ていると考えたので調査を
する。【目的】受診者の年代別割合がCOVID-19の流行前と比較して
のどのように変化しているかを調査する。また、その結果によって受
診者への今後の働きかけについて検討する。【対象】当院施設におけ
る2016～2020年度までの健康診断の受診者延べ98,579人を対象とし、
2020年 4 月～2021年 3 月をCOVID-19流行下とする。【方法】当院で
使用している健診ソフト「ハーディー」により2016～2020年度までの
年代別受診者数を算出し検討する。【結果】年代別の受診割合は2016
～2020年まで、34歳以下が10.1％⇒10.1％⇒10.0％⇒10.4％⇒11.1％、
35-64歳が75.3％⇒74.7％⇒73.2％⇒73.6％⇒74.1％、65歳以上が14.6％
⇒15.2％⇒16.6％⇒16.2％⇒14.7％と推移している。なお、この結果は
健診中止期間を含む2020年 4 ・ 5 月のデータも加味している。【考察】
COVID-19の流行下であっても健診受診年齢の割合にここ数年と比べ
ても顕著な差は見られなかった。この結果は我々の予想に反しており、
年代に関わらず受診者の健康意識の高さが窺える。数パーセントの差
が見られる部分もあるがその差異は2020年度に限られておらず一概に
COVID-19の影響であるとは考えにくい。一時期COVID-19の流行で
健診を中止した時期があったが、これらの結果からも感染対策を万全
に期した上での健診実施には大きな意義があるものと考える。

E-3-06
当センターにおけるコロナ禍でのがん検診の状況
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   新橋健診セン
ター
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子 　湯川　豊一 　小林　寛子 　三間　康之 
　前田　俊彦 　眞島香代子 　常喜　眞理 　橋本　博子 
　宇都宮一典 　加藤　智弘
　

【目的】2020年は新型コロナウィルス感染の世界的拡大により感染対
策として不要不急の外出自粛が推奨され、健診受診も延期することが
推奨された。当院でも 4 月から 6 月にかけて休止を余儀なくされた。
長引く感染対策の中、健診受診控えによる癌発見の遅れが問題となっ
ている。そこで今回、コロナ禍の健診受診の状況をコロナ禍以前と比
較検討した。【方法】対象は、2016年から2020年に当院人間ドックを
受診した延べ34,569人（男性22,134人、女性12,435人、平均年齢53.6±
11.1歳）。我が国で罹患数・死亡数の多い癌（胃、大腸、肺、乳腺、
子宮、肝、膵、前立腺）に対する任意型がん検診の受診件数、要精密
検査数を調査し、コロナ禍前後で比較検討した。【成績】人間ドック
受検者数は2019年までは年間約7,300人ほどで推移していたが、2020
年では5,358人と73.4％に減少した。女性（72.8％）は男性（73.7％）
よりも減少傾向がやや強かった。年齢別では30歳代が62.5％と最も減
少していた。最も減少幅が小さかったのは癌年齢でもある50歳代で、
82.3％ で あ っ た。 任 意 型 が ん 検 診 は、 胃67.0％、 大 腸73.6％、 肺
73.4％、乳腺77.6％、子宮78.7％、肝73.8％、膵73.8％、前立腺73.5％
といずれも減少していた。要精密検査数は胃76.9％、大腸78.7％、肺
74.0％、子宮96.1％、肝50.1％、膵42.3％、前立腺48.9％と減少したが、
乳がん検診だけは106.7％と増加していた。【結論】コロナ禍では人間
ドック受診者数が約 7 割に減少し、特に女性や若年者で受診者が減少
傾向で、受診控えにより疾病早期発見の機会が損なわれた可能性が示
唆された。任意型がん検診では特に肝、膵、前立腺では受診者の減少
に加え、要精密検査数が大幅に減少しており、癌発見の遅れにつなが
る可能性が懸念された。

E-3-05
過去12年間の健診データの推移から考えるCORONA時
代における健診事業と事後措置について
丸井健康保険組合   健康促進センター
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孝 　吉田　弘子 　三浦　佳代 　上野久美子 
　竹内亜希子 　葛巻　あや 　伊藤　詩乃 　西尾　和代 
　山田由紀子
　

【背景】CORONA時代における働き方や生活習慣の変化により職域の
健康状態の悪化が危惧されている。【目的】単一健保における過去12
年間の健診データの推移を調査し、この間の社会の変化による影響、
および直近のコロナ禍の影響から、健診事業と事後措置の今後につい
て考察すること。【対象と方法】特定保健指導が開始された2008年度
から20年度までの期間において、40歳から65歳までの丸井健保被保険
者についてメタボ判定項目（腹囲、血圧、血糖、脂質）の有所見者数
と比率の推移を調査した。社会の変化の影響が少なかった2015年度ま
でを前期、それ以降を後期として推移を概観し、2019年度とコロナ禍
の20年度については各判定項目の変化について検討した。【結果】前
期にはメタボ＋予備群の比率が31.7％から18.8％に改善し、各判定項
目の比率も腹囲の改善と一致して低下した。後期は事業構造の転換に
伴う働き方の変化と健保適応拡大による高齢化の影響で有所見率に悪
化傾向を認めたが、メタボ＋予備群の比率は20％未満で維持できた。
2019年度とコロナ禍の20年度の比較では、腹囲、血圧、脂質の有所見
率は低下傾向にあり（NS）、血糖の有所見率のみ上昇した（p＜0.05）。
2015年度以降でHbA1cの分布の推移を見ると、コロナ禍以前からす
でに悪化傾向を認め、コロナ禍では特に7.0%以上のコントロール不良
群の増加（1.7%→2.8%）が重要な変化と考えられた。【結語】コロナ
禍が職域の健康に及ぼす影響については、長期的な視点からの健診
データの評価が必要と考える。本調査の結果から、当健保では血糖値
への影響が最も危惧され、コントロール不良の糖尿病に対する施策強
化を重要視している。コロナ禍に限らず全ての健康危機への備えとし
て、平時からの有所見率の追跡と弱点補強の事業施策が大切と考える。

E-3-04
COVID-19（以下COVID）禍における胸部画像検査の先行
読影の有用性について
住友生命総合健診システム

　堀本　葉子 　有澤　瑞希 　増田　佳純 　寺田　博美 
○藤

と う ま

間　美
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帆 　久保　満明
　

【はじめに】当システムは、2020/4/8のCOVIDに対する緊急事態宣言
をうけて休業した。6/1から新たな感染症対策として、健診開始時に、
胸部X線（以下B-X）や、オプションの胸部CT検査（以下CT）を先
行読影する体制とした。従来、B-Xは健診最後の医師の結果説明の際
に説明し、健診の翌日以降に、B-X、CTを読影していた。COVID禍
においては、医師が交代制でX線室に待機し、B-X、胸部CT撮影直後
に、読影し所見をつけ、健診続行可否を決定する運用とした。その結
果について報告する。【対象】（2020/6/1～2021/2/28）B-X　17945人、
CT　1556人【 撮 影 装 置 】B-X装 置　CALNEO　PU（FPD）。CT装
置　Alexion検出器16列,撮影条件120kv，30mA～50mA,0.75s,スライ
ス厚 1 mm,再構成スライス厚 3 mm【検討方法】（1）健診成績（2）
胸部検査の読影結果で健診続行不可となった受診者の占有率（3）健
診続行不可者の精密検査結果（4）健診続行不可と診断されたモダリ
テ ィ の 内 訳【 結 果 】（1）B-X　 要 精 査 率0.89％、 悪 性 疾 患 発 見
率　 0 ％　CT要精査率5.46％、悪性疾患発見率0.13％（2）健診続行
不可者の占有率は、0.08％（14人）。全員COVIDは陰性（3）精検結果
は、肺炎 4 人、NTM症 3 人、肺結核 2 人、間質性肺炎 1 人、無気肺
1 人、気管支拡張症疑い 1 人、陳旧性病変 1 人。（4）胸部X線のみ受
診されて指摘された方が 7 人、胸部X線・CT両方を受診した 7 人中
3 人は、CTのみが病変を指摘可能であった。【考察】健診前の医療面
談での問診や検温で健診が許可されていても、胸部画像の先行読影に
より、早期に病院を受診していただき重要疾患が指摘されることが判
明した。また、CTのみが病変を指摘しえる症例もあるため、特にハ
イリスク群に対しては医療面談でCTの受診勧奨をすすめていきたい。
先行読影体制では、健診の出発点が一つのため、その後の検査順序の
差配が困難となるが、今回の検討で有用性が示唆されたため、今後も
継続し、安全性の高い健診を提供していきたい。
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E-3-11
2020-2021年の新型コロナウイルス感染症拡大時におけ
る健康診断の実施について
香川大学   保健管理センター
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 　永尾　　幸 　野崎　篤子 　泉　　慈子 
　坂東　千秋 　菅　友紀子 　岡田かおり 　波柴　香織 
　大塚美菜子 　中川恵利子
　

【目的】 新型コロナウイルス感染症の発生に伴い,三密を避けるための
感染拡大防止策を最大限に講じて学生定期健康診断を実施した。今回
は 2 年にわたる取り組みについて報告する。

【方法】 健診場所の変更2019年度までは新入生男性は体育館，新入生
女性及び在校生（男女）は面積の狭い保健管理センターで実施してい
た。2020年以降は新入生女性及び在校生（男女）を面積の広い体育館
に変更した。会場面積は「国立大学法人等施設実態調査棟別平面図」
により算出した。時間あたりの受診者数制限緊急事態宣言発令前は学
年，学部，学科で時間あたりの受診者数の制限をかけた。緊急事態宣
言解除後は，学年，学部，学科にさらに生まれ月を追加し，一層抑制
した。感染防止策健診会場は自作したビニール間仕切りを検査項目毎
に設置し，飛沫防止に努め，さらに検査項目ごとにアルコール手指消
毒を指導した。

【結果および考察】
時間あたりの受診者数制限
密集を回避するために，緊急事態宣言発令前の健診では，学年，学部，
学科で時間あたりの受診者数を制限した。その結果，時間あたりの受
診者数は68.5人/hrとなり，2019年度の受診者数120.4人/hrと比較する
と，約二分の一まで減少させて実施することができた。そして，緊急
事態宣言解除後の健診では，学年，学部，学科に生まれ月を追加し，
さらに細分化して抑制した。その結果，時間あたりの受診者数は27.9
人/hrとなり，2019年度の受診者数からさら約四分の一まで減少させ
ることができ，密集が回避できた。
感染防止策
健診会場では密閉を回避するため，出入口，窓を常時開放した。健診
前には学生ガイダンスを活用し，感染予防の周知を徹底した。会場に
おいては自作のビニール間仕切りを検査毎に設置し飛沫防止に努め
た。また，健診スタッフはゴーグル，不織布マスク，ガウン，手袋を
着用するなど感染防御を施し従事した。

E-3-10
「全員主役経営の実践」緊急事態宣言と院内クラスター発生
下でのドック健診センターの取り組み
医療法人社団   東山会   調布東山病院
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 　貝瀬瑠璃子 　柳瀬　萌木 　山田　　隆 
　永野　　護 　大井田正人
　
当院のドック健診センターでは、第 1 次非常事態宣言による経験の他
に、院内関連部署でのクラスター発生による 3 週間の休診を体験した。
休診のタイミングはクラスターと院内で認定した翌日から対応した。
急な休診に対応するために工夫した事と、発生した受診者、スタッフ
への問題点を改めて見直し、これから同様な事象が起きたときに活か
したいと考えている。良かった事、反省すべき点などを整理し報告す
る。地域密着型小規模多機能病院である当院において、緊急事態宣言
によるドック健診センターの休診により調布市への予防医療の中核施
設であることと病院経営において収益の柱であることに誇りをもって
取り組んでいたスタッフ達の心理は、自分たちの居場所がなくなる不
安な心理に陥った。そこで事務、ナース、技術部、診療部とも一丸と
なり速やかに、休診の連絡を利用者と取り相談し最終的には利用者を
見方に付けることで、再開後にはソーシャルディスタンスを保ちつつ
収益のV字回復を達成し、年度末には開院10年目にして単月の利用者
最高記録に到達した。2020年度の営業期間は、約 9 ヶ月であったが、
年度開始時に当初年間の減収を 4 億と想定していたが、最終的には 1
億 3 千万の減収まで持ち直した。また運用の幅が広がったことにより、
2021年度の想定予算を引き上げることになった。結果的にコロナ下に
よりより強い事業経営チームが出来た事になる。

E-3-09
CO�2�センサを活用した循環器検診車内の換気可視化の検
討
1 公益財団法人宮城県結核予防会   複十字健診センター      
2 国立大学法人   電気通信大学

○斎
さいとう

藤　　彰
あきら

1 　石垣　　陽2 　横川　慎二2 　川内　雄登2 
　田中　晴美1 　浅野　美穂1 　小川　美紀1 　鎌田　麻衣1 
　石川　正悟1 　齋藤　泰紀1

　
【はじめに】新型コロナウイルス感染症の主な感染経路は咳や会話に
よって生じる飛沫感染を主とし、次いで触れた物を介して粘膜から侵
入する接触感染が感染経路とされている。換気の不十分な空間におい
ては、クラスターが多く報告され、換気の重要性は増してきている。
健診時の密対策として換気を励行しているが、空気の流れは目に見え
ず、実際にどの程度換気が行われているか、また、それで十分かにつ
いては知ることが困難な状況である。不特定多数が出入りする巡回健
診バスにおける感染対策は急務であると考え、換気の可視化を試みた
ので報告する。【目的】CDC及び、日本の感染隔離病棟においては毎
時12回換気を規定している。今回は「 1 時間当たりの換気回数と
99％、99.9%空気汚染粒子除去効率」を参考とし毎時12回の換気が出
来ているかを調査する。【対象】宮城県結核予防会の循環器健診車「複
十字 2 号」、室内容積24.78m 3 を用いて換気実験を行った。換気扇は備
え付けの車載用換気扇「VFAA-103C-1」 2 台を使用した。【方法】バ
スの前部、後部に二つのCO 2 センサを置き、トレーサガスとして
CO 2 を室内に充満、拡散させてから換気を始め、濃度変化を測定した。
ザイデルの式を利用し換気回数を測定した。換気条件は次の 5 つとす
る。1）自然換気（窓開け 5 cm）のみ。2） 2 台の換気扇による機械
換気「弱」「弱」。3）同「強」「弱」。4）同「弱」「弱」+自然換気。5）
同「強」「弱」+自然換気。【結果】各条件の時間当たり換気回数は1）
15.3回、13.2回。2）9.3回、8.3回。3）11.8回、11.8回。4）21.7回、23.2
回。5）24.7回、24.8回。条件 2 、3 以外は目標の換気回数を達成した。
今回の結果から使用に際し 5 cm窓を開け、機械換気を併用する運用
を決定した。機械換気だけに頼らず、窓を開ける重要性を認識できる
結果であった。換気回数の表示、CO 2 センサによる車内の数値管理を
定期的にすることで受診者の感染予防に寄与していきたい。

E-3-08
新型コロナウイルス感染拡大による当院人間ドックセン
ターへの影響
1 東京逓信病院人間ドックセンター      2 日本女子大学      3 長谷川病院
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子1 　古畑総一郎1 　西田　久実1 　雅楽川英樹1 
　野地　秀一1 　坂口　正高1 　東田　寿子2 　関根　昌子3

　
【目的】 1 回目の緊急事態宣言中（4月 7 日～ 5 月25日）を含む 4 ～12
月の月別受診者数とキャンセル数の推移を前年同月と比較し、新型コ
ロナウイルスによる受診者数への影響とキャンセルした人の特徴を調
べた。また、前年同期間の悪性疾患数と発見率を比較。新型コロナで
どのような影響が出ているかを分析した。

【対象】2020年 4 月～12月に東京逓信病院人間ドックセンターを受診
した6,499名とキャンセルした449名。2019年 4 月～12月に受診した
6,824名とキャンセルした241名。

【方法】（1） 4 月～12月の月別受診者数。（2）キャンセルした人の所
属（個人、郵政団体等）、平均年齢、男女比。（3）悪性疾患数と発見率。
2020年の（1）～（3）について2019年の同期間と比較した。

【結果】人間ドック受診者数は2020年は6,499名、2019年は6,824名で4.8%
の減少があった。キャンセル例は男女差なく2020年は449名（個人127
名、69歳。団体322名、51歳）。2019年は241名（個人78名、66歳。団
体163名、51歳）。発見された悪性疾患数はともに16例で発見率は約
0.2％であった。

【考察・結語】月別受診者数は緊急事態宣言中の 4 月～ 5 月は激減し
たが、最終的には 9 割以上に回復した。キャンセル数は前年比85%増
加がみられた。個人の高齢者（平均年齢69歳）中心に新型コロナウイ
ルスに関連した受診控えがあったと考えられた。悪性疾患は例年並に
一定数発見されたことより、コロナ禍においても適切な感染対策を行
い、受診環境を確保する必要がある。感染対策として、緊急事態宣言
中の胃癌検診はバリウム検査やABC検診で行い、必要な人に内視鏡
を行った。また期間中受診者およびスタッフに感染者は発生しなかっ
た。
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E-3-15
新型コロナウイスパンデミックにおける精検受診率の変化
調査と電話による受診勧奨強化の経験
1 亀田総合病院   亀田クリニック   健康管理科      
2 亀田総合病院   亀田クリニック   健康管理課      
3 亀田総合病院   亀田クリニック   健康管理支援室

○馬
ま じ ま

嶋健
けんいちろう

一郎1 　金山　美紀2 　抱井　昌夫3 　野崎いづみ1 
　伴　　理香1 　篠田　　誠2 　村木　洋介1

　
【背景】2020年は新型コロナウイルスパンデミックの影響で当院人間
ドック受診者は減少した。加えて、受診した者においても要精検となっ
た場合の精検受診率の低下が懸念された。非パンデミック期と比較し
た精検受診率の変化の調査および、通常行っている 2 回の郵送受診勧
奨に追加した電話による勧奨の試みについて報告する。

【方法】精検受診率がパンデミックの影響を受けると推測された2020
年 2 月 1 日～2020年 6 月30日の 5 ヶ月間において、人間ドックの便潜
血受診者における精検未受診者を抽出、未受診ハイリスク者（便潜血
2 回陽性で 3 年以内の当院大腸内視鏡歴がない者）に受診勧奨を行っ
た。また精検受診率を算出し、前年2019年の同時期と比較した。

【結果】便潜血受診者は2245名で前年同時期から883名減少していた
（27%減）。そのうち要精検者は6.4%（126/1973,なおドック大腸内視鏡
か大腸CT受診者は除外）。精検受診率は76%（96/126）であり、前年
同時期の77％（106/138）と比べて低下していなかった（P＝0.9）。月
別にみても2019年2020年の順で 2 月80%,76%,3月60%,67%,4月85%,90%, 
5月80%,82%,6月81%,82%で、どの月でも有意な低下を認めなかった。
未受診ハイリスク者は 3 名おり、 1 名はすでに翌年ドック受診し再度
便潜血陽性で内視鏡を受け進行癌所見、残り 2 名は電話受診勧奨し内
視鏡施行し10mm腺腫所見、 8 mm腺腫所見で 3 名全員に要治療病変
を認めた。

【考察】パンデミック下でも精検受診率は意外な事に減少していなかっ
た。この理由は、もともとこの状況でドック受診した者は、より受診
行動意欲の高い可能性がある事、当院の感染対策について安全を感じ
ていただけた可能性、当院が千葉県南東端に位置し感染者が少ない地
域であった事などが考えられた。また、未受診ハイリスク者への電話
受診勧奨は重要であると考えられた。今後も感染対策を続けながら安
心できる検診の場を提供し、要精検者には効果的な受診勧奨を行って
いく必要がある。

E-3-14
コロナ禍における受診満足度アンケート調査の検討と今後
の対応について
公益財団法人SBS静岡健康増進センター

○森
もりした

下　知
と も よ

代 　栗田有紀子 　鷲巣　倫代 　野田　靖彦 
　中島　信明 　中上　和彦 　古賀　　震
　

【背景･目的】コロナ禍により、2020年 4 ～ 5 月は胃内視鏡検査中止や
受診控えの傾向がみられたが、緊急事態宣言解除後、健診受診のニー
ズが高まり予約申し込みが多く寄せられた。安心して受診していただ
くために、新型コロナウイルス感染症対策（コロナ対策）に取り組ん
だ。受診者に当日アンケート調査を行い特にコロナ対策についての満
足度や要望を把握し今後のサービス改善に結びつけることを目的とし
た。

【方法・対象】8/26～12/28のドック受診者全員にアンケートを実施し
た。健診終了時に質問に対しての回答と自由記述を依頼した。

【結果】稼働日数105日間において、回収率98.6％（5,434人/5,509人）、
男女比（男60％、女40％）。コロナ対策については以下の通りであった。
1）「大変満足」26.7％、「満足」66.4％、「やや不満」0.2％、「不満」2.1％、

「無回答」4.6％、 2）次回受診希望者「はい」77.5％、「いいえ」0.4％「検
討中･その他」22.1％、 3）自由記述記入率23.1％、そのうち賞賛の記
述68.5％（環境面24.6％・接遇面75.4％）、苦情の記述12.6％（環境面
28.5％・接遇面71.5％）、ご提案18.9％など、 4）交通手段について（車
78.0％、自転車・徒歩12.0％、公共交通機関5.0％、無回答5.0％）

【考察・まとめ】アンケート調査結果、受診者の満足度は概ね良好であっ
た。コロナ対策については93％の満足度であった。自由記述では優し
いお言葉とねぎらいやご提案をいただき、スタッフのモチベーション
やサービス向上にもつながるものであり有意義であった。今後もアン
ケート調査を実施し、利用者のニーズを把握してよりよい運営ができ
るように各検査部門との連携を強化し、さらなる満足度向上に努めて
いきたい。

E-3-13
COVID-19禍での新規受診者獲得への取り組み～ピンチ
をチャンスへ！
医療法人社団蘇生会   蘇生会総合病院   健康増進センター

○大
おおばやし

林　美
み さ き

咲 　松本　泳子 　平野　理恵 　中村　明昭 
　佐々木浩一 　的場　聡子 　田中　香織 　山鳥　紀子 
　箕浦　孝晃
　

【はじめに】当センターでは受診者数が年々増加傾向にあり、更なる
受診者獲得の為担当医の増員や検査枠を増枠し、受け入れ体制を整え
た。しかしCOVID-19の直撃を受け、2020年 4 月・ 5 月の受診者数は
大幅に減少した。受診者回復、及び新規受診者獲得のヒントを得るべ
く、毎年行う満足度調査を新規受診者対象に実施、コロナ禍を乗り切
るきっかけを得ることができたので報告する。【対象・方法】2020年
10月～12月の人間ドック新規受診者132名を対象に口頭にてアンケー
トを実施した。1）他施設での人間ドック歴の有無2）当院選択理由3）
良かった点4）改善点・要望の 4 点を調査した。【結果】1）他施設ドッ
ク歴あり61％、なし39％、2）利便性42％、口コミ22％、検査項目
16％、3）結果説明が非常に丁寧61％、4）「検査移動距離が長い」な
ど施設に関すること60％となった。【考察】選択理由において、これ
までの調査では上位に上がらなかった検査項目に関するものがあっ
た。CT検査がドック標準コースに含まれていること、他施設では中
止していた経鼻での胃内視鏡検査を実施可能としたことが評価されて
いた。当センターは緊急事態宣言発令中も業務を停止することなく継
続的に運営を行っており、健診業務を停止していた他施設からの流動
が示唆された。早期から感染対策を徹底し運営したことは当センター
にとって新規受診者獲得のチャンスとなったと考える。医師による結
果説明の満足度も非常に良好であり、新規受診者が今後リピーターと
なる可能性へと繋がった。2020年 6 月からの受診者数は急激に回復し
たことから当センターの運営方法に誤りはなかったと考える。【まと
め】COVID-19感染拡大の影響を受ける 1 年となったが、感染対策を
十分に行い受け入れ体制を整えていたことが新規受診者の獲得に繋
がった。現在も不安定な状況ではあるが受診者のニーズに応え、さら
なる受診者獲得を目指しサービス向上へと努めていく。

E-3-12
人間ドック受診者アンケート更新によるコロナ禍における
顧客満足度向上への取り組みと現状
1 医療法人   財団   康生会   山科武田ラクトクリニック      
2 医療法人   財団   康生会   武田病院      3 武田病院グループ

○荒
あ ら き

木　菖
しょうこ

子1 　渡辺　真侑1 　鈴木　里佳1 　佐野　貴子1 
　中村　保幸1 　御手洗義和1 　武田　隆司2 　武田　道子3 
　武田　隆男3 　武田　隆久3

　
【目的】当センターでは以前まで受診コースに関わらず受診者へアン
ケート記入を依頼。内容は各科職員の対応や待ち時間調査など・満足・
やや満足・普通・やや不満・不満の 5 段階評価に加えて自由記述欄を
設け、サービス向上の改善に努めていた。しかし、記入項目数が多く、
両面で記入に時間がかかり未記入欄も増え、満足度やリピート率が調
査しにくいことから受診動機を明確にした満足度とリピート率を調査
出来る内容に更新。その結果を報告する。【取り組み】項目を 1 ．利
用回数 2 ．来年も受診を希望するか？ 3 ．コロナ感染予防対策につい
て 4 ．知人に当センターを進めたいか？ 5 ．当センターのホ－ムペー
ジについての 5 項目に内容を凝縮、対象者を人間ドック受診者のみに
絞った。【方法】期間：2020年10月 5 日～2020年12月29日。人数：769
名。人間ドック受診の方へ依頼（お渡しできるタイミングに限る）【結
果】利用回数は 2 回目～10回目以上の方が85％と多くの方がリピート
利用、初めての方も含め90パーセント以上の方が来年も受診希望。主
な理由として施設内が綺麗、館内表示が分かりやすい、交通の便が良
いとの結果を得られた。また、クリニックと併設されていて安心との
評価もいただき、知人紹介理由にも繋がっている。コロナ禍での満足
度向上には感染予防対策の徹底が重要と考え、消毒液が少ない、手に
触れるものの消毒、換気方法など頂いた意見をすぐに各科へ伝達、対
応。消毒液や加湿器の設置数を増やし、受診者の目に触れる数箇所に
実施している感染対策項目を掲示したところ、安心して受診出来たと
の声を多数いただいた。【考察】満足度・リピート率共に施設環境、
設備が高い相関である結果となった。引き続きアンケートを生かして
更なる満足度向上を目指したい。また、ホームページについて98％の
方が知らなかったと回答。リピート率や満足度に繋がる周知方法の改
善を図りたい。

230（336）



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

人間ドック　Vol.36 No.2 2021年

講
演
抄
録

一
般
演
題

E-3-19
当施設における広報営業活動　�
～その効果とコロナ禍の影響～
社会医療法人財団白十字会  佐世保中央病院  健康増進センター

○竹
た け や

谷美
み ち こ

智子 　立切　千夏 　深井　絵美 　田口久美子 
　今里　孝宏
　

【はじめに】新型コロナウイルス感染蔓延の影響で行動制限を余儀な
くされ、健診事業においても積極的な渉外活動が出来なくなっている。
そのような状況下で、当施設では既存の団体および利用者データを活
用し人間ドック受診者の確保に向けた広報営業活動を行っている。今
回はその活動内容について、効果および課題を交え報告する。

【活動内容及び効果・課題】1）協会けんぽ生活習慣病健診からの人間
ドック乗換え案内：前年度に同健保の健診を利用した事業所に対し、
受診する際の説明書と一緒に人間ドックに変更するメリットと補助金
に関する案内を新年度前に郵送している。結果、乗換え数は年々上昇
し、取組み初年度である2017年度に比べ5.4倍となり2020年度も利用
者の増加を認めた。再利用者は増加傾向にあり、定着していることが
伺えるが、新規利用者は減少傾向にあるため、新規獲得に向けた新た
な取組みを検討していく。2）人間ドック受診既往者への再受診案内：
2017年度より人間ドック受診後 1 年経過した未予約者に対しダイレク
トメールによる再受診案内を行ってきた。2020年度は過去 5 回以上受
診歴があるが直近 3 年間が未受診である者に対し案内状を用い受診を
勧奨した。前者の予約獲得率の推移は、2017年度より15.1、9.8、
12.5、7.6（％）であった。2020年度については過去最低値でありコロ
ナ禍の影響が示唆された。後者は72名に案内送付し人間ドック予約が
あった者は 2 名であった。

【まとめ】人間ドック乗換え件数は年々増加傾向にあるが、今後は減
少しつつある新規利用者も興味を示す内容の広報が必要になると思わ
れる。ダイレクトメールによるリピーターへの再受診案内については、
予約獲得に繋がる高確率な取組みとは言い難いが、人間ドックの継続
受診に繋げる重要なアクションの一つであることに違いはない。今後
はデジタルメディアを活用した対個人向けの情報サービスを充実させ
ていく時期に来ていると思われる。

E-3-18
当施設外来における胸部X線検査および胸部CT検査にて
炎症を疑う陰影を発見した際の対応について
公益財団法人   福井県労働衛生センター

○水
みずもと

元　康
こ う き

貴 　長岡　浩平 　津田　知見 　吉村　　肇 
　浅井　栄美 　長尾　美子 　石田　善建 　大瀧　美恵
　

【はじめに】COVID–19感染者が日本国内で確認されてから 1 年以上
経過し、各医療機関ではCOVID–19感染防止に尽力している。当施設
でも2020年 4 月より受診者の検診前に検温や問診によって感染対策を
行っているが無症状の受診者の中に胸部X線検査や胸部CT検査で、
COVID–19を否定できない炎症を疑う陰影を発見するという例を経験
した。この例をきっかけに、COVID–19感染対策を含めた当施設外来
における胸部X線検査および胸部CT検査にて炎症を疑う陰影を発見
した際の対応手順を作成したので報告する。【取り組み】当施設外来
検診では放射線技師（以下技師）が胸部X線検査や胸部CT検査で異
常陰影を発見した際、当日中に医師が読影するマニュアルのため、特
別には技師からは報告していなかった。そこで、炎症を疑う陰影を発
見した際の対応手順を新たに作成した。胸部X線検査にて炎症が疑わ
れる陰影を発見した際の対応と、胸部CT検査にて炎症が疑われる陰
影を発見した際の対応に分けて手順書を作成した。【結論】検診施設
は健常者が対象であることが多く、感染対策の内容も一般病院ほど厳
密ではないとの認識であった。しかし、今回のような症例を経験した
ため当施設外来における胸部X線検査および胸部CT検査にて炎症を
疑う陰影を発見した際の対応手順を作成した。今後は技師の読影力の
向上や検診車での胸部X線検査時の対応手順についても検討し、より
安全で質の高い対応を目指していきたい。

E-3-17
健康診断におけるCOVID19対策としての2部制の導入お
よび案内誘導の変更による所要時間の短縮
公益財団法人日産厚生会   佐倉厚生園病院   医療技術部

○田
た し ろ

代　浩
ひろゆき

之 　吉岡　千晶 　前田　淑江 　前川名緒子 
　大澤　美登 　遠山　和博
　

【はじめに】COVID19対策として、当院健診部において2020年 5 月以
降は検査エリアの座席数を減らし、待合席の間隔の確保を行った。ま
た、従来の受付方式（先着順）から時間差による 2 部制に変更し、加
えて番号札の廃止と健診コース別に検査順の案内誘導を変更した。今
研究では、コロナ禍においての受診環境の整備による健診所要時間の
変化について検討した。【方　法】対象はCOVID19対策前の2019年11
月～12月、対策後の2020年11月～12月の人間ドックもしくは一般健診
の受診者とした。それぞれの受診者について、各検査別の待ち時間を
含めた所要時間および健診コース別の総所要時間を抽出し、対策前後
の期間を比較した。【結　果】対策前の対象受診者数は人間ドック442
名、一般健診420名、対策後の対象受診者数は人間ドック439名、一般
健診444名であった。人間ドックにおいて、各検査の所要時間の中央
値は、対策前後でそれぞれ胃X線が26分および17分（p＜0.01）、採血
が 3 分および 1 分（p＜0.01）、といずれも対策後で有意に短縮してい
た。一般健診の採血においても同様の結果であったが、人間ドックの
胃内視鏡と腹部エコー、一般健診の胃X線においては対策前後の結果
で有意差を認めなかった。健診コース別の総所要時間の中央値は、対
策前後でそれぞれ人間ドック（胃X線）が 2 時間12分および 1 時間33
分（p＜0.01）、人間ドック（胃内視鏡）で 2 時間09分および 1 時間51
分（p＜0.01） 、一般健診（胃X線）が 1 時間25分および 1 時間 2 分（p
＜0.01）、といずれも対策後で有意に短縮していた。【考　察】 2 部制
の導入および案内誘導の変更を行った結果、所要時間の短縮が得られ
た検査があり、健診コース別の総所要時間はいずれも短縮されていた。
COVID19対策としては時間差による 2 部制により待合席の間隔の確
保が可能となり、また案内誘導の最適化で所要時間の短縮が得られた
ことも感染リスクの低減に繋がると考えられる。

E-3-16
検温業務における事務職との連携の成功例�
～コロナ禍における多職種連携～
社会医療法人   中山会   宇都宮記念病院   総合健診センター

○宮
みやざき

崎　美
み ゆ き

雪 　千葉　暢子 　定免　　渉 　坂本　早紀
　

【背景・目的】新型コロナウィルス感染対策の一環としてエントラン
スで検温を実施している。看護職員だけで行なっていたが、事務職員
も分担することになった。当初、事務職員より抵抗があり、マニュア
ル通りの検温実施が困難であった。話し合い・指導により円滑に実施
が可能となった。事務職員も受診者への直接的な感染予防対策に参画
してもらうための課題を考察した。【方法】検温業務で事務職員が実
施できない事項をリストアップし、その理由を傾聴した。労働環境は
改善を図り、検温業務の目的・意義について石川の提唱する「伝わる
伝達の方法 3 点」を活用し指導を行なった。【結果】実施できなかっ
た項目は、A：PPE、B：検温モニター付近でのサーキュレーター使用、
C：検温の制度管理であった。各々の理由はA：［制服の上にPPE着用
して企業担当者に会いたくない］B：［モニター精度より自分の快適
さ優先］、C：［資格者の業務だと認識していた］等であった。これら
の理由に対し、A～Cの目的・意義を説明し、実施するための工夫を
話し合った。その結果、A：［検温業務に携わる事務職員全員が自主
的にPPE装着するようになった］、B：［冷暖房機器を設置・着衣を制
服からスクラブに変更することで、検温モニターの制度は保持されつ
つ労働環境の向上や熱中症対策となった］、C：［精度管理の説明だけ
でなく実践場面を見学してもらい、担当事務職員全員の協力が得られ
ている］となった。【考察】検温業務の目的・意義を理解してもらう
ことで、感染防止に対する認識に変化が生じた。労働環境も改善を試
みたことで信頼が得られた。相手の視点に立った複合的なアプローチ
が効果的であったと考えられる。コロナウィルス感染拡大が収まらな
い中、職域を越えた連携・団結が必要な場面が増えると予想される。
今回の事例をモデルケースの一つとすることで継続可能な仕組みを構
築することが可能であると考えた。
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E-3-21
コロナ危機だからこそできた業務改善～その中で見えてき
たコミュニケーションの必要性～
医療法人社団   時正会   佐々総合病院

○武
た け だ

田 美
み わ

和

【背景】当センターは病院併設型で発展途上の段階であり、2019年 4
月より構造改革を開始した。例年 4 月は閑散期であるが、緊急事態宣
言の影響で、更に大幅な受診者減少が予想された。しかし「コロナ禍
でも年度目標を達成する」という病院方針が打ち出されたため、この
緊急事態宣言により大幅に受診者数が減る 4 ～ 5 月を活用し、予約枠
1.7倍増の計画を立て、集中的に業務改善を行うこととした。その取
組みについて報告する。【取組内容】○環境の改善：事務室や健診スペー
ス等の5S（整理・整頓・清掃・清潔・躾）を徹底した。○センター
内の情報共有強化：毎日同じ時間にミーティングを行い、問題点、懸
念・提案事項等の共有をリアルタイムに行った。○関係部署との連携
強化：部署間で起きた問題をデータベース化して共有し、話し合いで
解決策を検討した。○無駄の廃止：健診フロアーの動線、尿・便の確
認方法の見直しを行った。検査終了サインを手書きチェックから名前
印に変更し検査漏れをなくした。【結果】1.7倍増枠、多くの業務改善
を通じて、センター内外でこれまでに無かった多くのコミュニケー
ションが生まれた。年間実績は前年比で売上112.9％、受診者数
102.2％、単価110.5％とコロナの影響のなかった前年を上回り、年度
目標を達成することができた。【結語】目標達成までの取組みを行う
中で見えてきたものはコミュニケーションの必要性であった。仕組み
だけを作り上げても、真の運用成功には職員間の連携や当事者意識が
必要不可欠である。今回は発展途上の組織だからこそ上層部での決定
をただ伝えるという形はとらず、計画段階から職員全員で意見を出し
合い自分たちで作り上げている意識を醸成したことで、その後の問題
点に対しても全員参加型で取り組むことができたのではないだろう
か。コロナ危機を利用することで大きな変革が可能となった。今後も
コミュニケーション力を高め構造改革を進めていきたい。

E-3-20
WITH／AFTER　CORONA時代に即応した新機軸への挑
戦～関西初、ANAと共創する新たな価値への取り組み～
公益財団田附興風会   医学研究所   北野病院

○重
しげやま

山 智
ともただ

忠

【目的】当院は関西における経済・交通の中心地大阪梅田付近に位置
する687床の急性期病院である。新型コロナウイルスが終息せず、感
染への不安から健診の受診控えが拡大する中、これまで以上に安心で
質の高い人間ドックを提供するため、新たな価値の創造を模索した。

【方法】当院では企業役員などで構成される会員制健康クラブ（以下「健
康クラブ」という。）を運営し、宿泊ドック利用は全体の58． 7 ％を
占める。開設当初より業務の大部分を外部委託しており、会員の要望
を把握しにくいことが問題となっていた。この状況を打開するため業
務委託から内製化、会員プランを従前の 1 つから 3 つに増やした。ま
た、ANAビジネスソリューション（以下「ANA」という。）スタッ
フをドック専用病棟コンシェルジュとして採用、利用者の満足度向上
を図った。検証のためドック利用者に満足度調査、職員に対して接遇
への意識調査を実施する予定である。

【結果】内製化した結果、継続会員は84． 8 ％、内21． 4 ％の会員が
従前のプランよりグレードの高いプランに変更した。新規入会もあり
当院への信頼や期待の高さが確認できた。また会員から「救急車で運
ばれる時に必ず受け入れてほしい」「診察してほしいが希望した日に
受診できない」等具体的な要望や意見を聞く事ができた。このうち、
診察予約については問い合わせ日に受診できるVIP外来の開設を調整
中である。また、コンシェルジュがドック利用者を案内する様子が外
来患者の目に留まり、健康クラブやドックのPRに貢献していること
が分かった。

【考察】未曽有の感染拡大が続く中、人々の健康に対する意識の変化
に合わせブランド力のあるANAと当院が業種を越えて融合し、新た
な価値を共に創り上げる取り組みを行った。今後は、ドック利用者か
ら積極的に要望を吸い上げ、より質の高い健診サービスへプロダクト
アウトからマーケットインへの変革を目指す。
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IS-01
Investigation�of�antibodies�to�COVID-19�in�
Comprehensive�Health�Ceckup�System�（Ningen�
Dock）
1 Department of Internal Medicine, Preventive Health Care Center, 
Kamiitabashi Hospital       
2 Preventive Health Care Center, Kamiitabashi Hospital

○Junichi Kaburaki1 　Fumie Aoki2
　

【Purpose】We investigated frequency and clinical significance of 
antibodies to COVID-19 in Comprehensive Health Ceckup System 

（Ningen Dock）.
【Subjects and Method】The subjects consisted of 207 person who 
visited our institute for health checkup from June 20, 2020 to March 
31, 2021. 115 male and 92 female were included. Their age ranged 
from 25  to 75 years old, and was 50.1±11.8 years old. IgG and IgM 
antibodies to COVID-19 were examined by EIA （enzyme-linked 
immunoassay） using kits by the Abbot Laboratories. Cutoff point 
was 1.0 U/ml.

【Results】Two person were found whose sera showed positive 
reactions out of 207 sera, and the frequency was 0.97%.  Both of 
them were asymptomatic when they came our institute. One female 

（51 years o ld） proved not to have posit ive react ion of 
nasopharyngeal PCR test for COVID-19, suggesting the possibility 
of past infection. However, another male person （57 years old） 
refused to declare if he had COVID-19 infection or not by the 
further PCR test.

【Discussion】The frequency of IgG and IgM antibodies to 
COVID-19 in this study was similar to that in Tokyo Metropolitan 
City  published by the Japanese Ministry of Health, Labor and 
Welfare. The Government stated the frequency was 0.91% in 
December, 2020 and was 1.35% in February, 2021. Our results 
indicate the concrete necessity of protection against COVID-19 
infection, as asymptomatic person may visit Preventive Health Care 
Center.
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演題番号 ページ 演題番号 ページ

【K】

Kaburaki, Junichi IS-01 234

【あ】

相澤　孝夫 PL-1 59
青木　大輔 CP6-2 146
青木　利佳 CP8-1 154
青山　玲子 B-5-04 205
赤池　　淳 E-2-01 224
明石　定子 CP5-1 142
赤星　和也 E-2-04 224
吾川　弘之 A-9-03 176
秋元　和子 E-3-08 229
浅川　　聡 C-1-04 210
浅見　親志 A-2-01 168
安次富道代 C-4-06 217
東　富士子 A-9-12 178
足立　輝美 E-1-01 220
厚美　直孝 E-3-05 228
天川　和久 A-7-02 172
天川　友介 A-9-07 177
鮎澤　純子 EL17 114
荒井　孝子 A-12-02 184
荒木　菖子 E-3-12 230
荒瀬　康司 CP9-3 158 
 CS-1 97

【い】

池谷　佳世 A-26-01 196
石井　宏忠 A-14-08 186
石川　賀代 SP4-2 126
石川　優子 A-22-03 192
石坂　裕子 CP2-1 137 
 SP-4 64 
 SP4-1 125
石島妃奈子 C-2-15 214
石動　紘子 B-6-07 206
石本　博基 CP7-6 153
井碩　千浩 A-25-02 195
市川　桃子 C-2-07 212
一ノ瀬みずき B-8-02 209

井手　秀登 A-22-02 192
伊藤　江里 B-6-05 206
伊藤　恭子 E-3-06 228
伊藤　鉄英 EL6 103
伊藤美奈子 E-1-02 220
井戸谷　恵 A-3-11 171
井上　和彦 CP9-1 157 
 EL3 100
井上　拓弥 C-1-01 210
猪子　英俊 AS-2 160
今田　祐子 A-13-01 184
今村　　聡 SP-3 63
入澤　篤志 CP8-3 156
入手　千里 C-11-02 219

【う】

植木浩二郎 IL-1 68
上田　薫里 C-2-16 214
植田　敏弘 A-15-01 188
上野　智明 EL16 113
上野　春菜 E-3-03 227
植松　孝悦 CP5-3 144
宇賀神卓広 A-11-08 182
後山　尚久 A-14-03 185
雅楽川英樹 E-1-15 223
内田　和彦 PO-03 164
内田　道子 B-6-06 206
内田　裕美 E-1-05 221
内山　さち A-11-09 182
梅木　　稔 SY1-1 83
潤間　隆宏 A-7-04 173

【え】

永島かおり SP7-1 132
江夏　直子 B-1-15 201
遠藤真紀子 A-27-01 196

【お】

及川理恵子 A-11-03 180
太田　奈緒 C-4-11 218
太田　英孝 A-10-02 179
大平　圭祐 B-6-16 209
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大竹　理沙 A-11-14 183
大西　宏明 EL14 111
大林　美咲 E-3-13 230
岡田　邦夫 CP1-3 136
岡田　雅仁 E-3-01 227
岡庭　信司 CP7-2 149 
 EL15 112
岡野理江子 A-22-11 194
岡本　隆英 A-9-05 176
岡本　将裕 A-22-07 193
小川　和雅 E-1-13 223
小川　恭子 A-9-15 179
小川　英恵 E-1-03 220
小川　真規 CP1-2 135
小川　美咲 E-1-14 223
奥野　翔子 A-7-03 172
小倉　直子 A-14-10 186
小倉美穂子 B-6-09 207
落合　　汀 A-9-11 178
小貫　澄江 C-2-01 211
小貫　洋祐 C-2-09 213
小野　玲子 B-8-01 209
折茂　　淳 A-27-04 197

【か】

郭　　友輝 C-4-08 217
笠井　智佳 A-15-02 188
笠原　英子 A-3-08 170
梶川　幸季 C-4-10 218
柏木　和弘 A-11-01 180
片平　正人 A-3-02 168
加藤　公則 CS-1 97 
 EL5 102
加藤　　健 EL7 104
加藤　将平 A-9-13 178
角谷　沙織 C-2-04 211
金山由美子 C-3-01 215
釜口　麻衣 C-4-07 217
鎌田　智有 CP8-2 155
鎌谷洋一郎 MSY2-1 80
鎌野　　寛 E-3-11 229
上條　亜紀 A-17-02 189

神山　秋広 A-22-06 193
亀谷　富夫 A-17-03 189
川上　憲人 IL-7 74
川崎美沙子 C-2-02 211
川名　　敬 CP6-1 145
川野　伶緒 B-1-18 201
川村　　徹 A-10-03 180
神野　正博 SP4-3 127

【き】

木口　一成 CP6-3 147
菊池　佐惠 SP6 131
来住野　修 SP7-2 133
北川ひとみ B-3-03 203
木村　達郎 A-7-05 173
木村　　穣 EL13 110
木村　礼子 A-14-07 186
清川　拓馬 B-1-01 197 
 B-6-01 205

【く】

忽那　賢志 SP5-1 128
久保　幸子 A-5-01 171
熊谷　貴子 A-3-10 170
栗澤　美香 C-1-02 210
栗原　照昌 A-14-14 187
栗山　幸子 B-6-15 208

【こ】

小材　真奈 C-2-13 214
児玉　安司 EL18 115
後藤　寛幸 A-24-01 195
小西　　孝 A-8-06 174
小西　久子 CP2-2 137
小林　淳二 A-19-01 190
小松原祐介 SY3-3 96
五郎丸直美 A-14-13 187
今　　昌幸 A-17-01 188
近藤　克則 SP-7 67

【さ】

斎藤　　彰 E-3-09 229
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齊藤　忠範 A-19-02 190
齊藤　弥穂 CP7-4 151
斎藤　嘉朗 AS-3 161
西藤　亮子 A-11-12 183
堺　　沙織 B-1-16 201
坂野　文香 A-9-09 177
坂巻　浩二 A-22-08 193
坂本　史衣 SP5-2 129
坂元　友紀 B-1-21 202
櫻井　健一 A-14-01 184 
 A-14-02 184
佐々木　寛 IL-5 72
佐藤加奈子 E-1-09 222
佐藤さとみ CP4-1 139
澤田　　亨 EL12 109

【し】

軸薗　智雄 A-21-02 191
重山　智忠 E-3-20 232
篠原　一哉 B-6-14 208
篠原　裕枝 A-22-05 193
篠部　　誠 E-3-10 229
島　　正光 C-2-12 213
島崎　　希 C-11-03 220
嶋田　真二 SY1-4 86
島本　武嗣 PO-02 164
清水　李沙 E-2-09 226
定田加代子 E-2-03 224
城田　千鶴 E-2-10 226
代田　　翠 A-18-02 190
新保　　泉 E-2-02 224

【す】

末富　奈奈 C-2-17 215
杉田　裕美 CP2-3 137
杉本　孝一 A-8-02 173
鈴木　暁子 B-1-03 198
鈴木　周平 A-14-12 187
鈴木　秀明 E-2-06 225
鈴木ひとみ E-3-02 227
砂金　　彩 PO-01 164
角　　直樹 A-21-01 191

【せ】

関　　明穂 C-6-02 219
仙田　力也 C-1-03 210

【そ】

園尾　広志 A-6-02 171
園田　　博 B-6-10 207

【た】

高嶋　信吾 A-9-06 176
高田　春奈 B-6-13 208
高野　奈実 A-12-01 183
高橋　京子 C-2-18 215
高森　行宏 A-11-13 183
髙谷　典秀 CS-1 97
滝沢　文枝 B-6-08 207
瀧田　　通 CP7-5 152
田口　淳一 A-24-02 195 
 AS-1 159 
 CS-1 97 
 E-1-11 222
武田　美和 E-3-21 232
竹林　正樹 EL10 107
竹本　京子 C-2-05 212
竹谷美智子 E-3-19 231
田代　浩之 E-3-17 231
多田　裕規 C-2-14 214
立道　昌幸 SY3-2 95
田中　一成 SP-2 62
田中　一成 E-1-12 223
田中貴美子 A-27-02 196
田中健一郎 A-19-04 191
田中　幸子 CP7-1 148

【ち】

千野　由麻 B-1-05 198
千葉　暢子 CP4-3 141

【つ】

辻　　一郎 SP-6 66
辻田　　敏 E-2-05 225
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【と】

東海林沙代 B-6-03 205
藤間　美帆 E-3-04 228
徳井絵理菜 A-1-01 168
徳永　健吾 A-9-04 176
戸崎小百合 PO-04 164
戸田　晶子 EL4 101
土肥誠太郎 SP3-2 123

【な】

長井　悦子 A-27-05 197
中居　賢司 A-8-04 174
中井　昌弘 CP5-2 143
中川　恵一 SY3-1 94
中川　　徹 MSY1-4 78
中川　　良 SY1-2 84
中嶋加代恵 B-6-04 206
中島　留美 IL-3 70
永田　浩一 SP1-1 116
仲田万里子 B-1-17 201
中田麻理菜 C-4-01 215
中田　由夫 SY2-3 90
中戸川穂波 B-1-02 197
中西　湖雪 CP3 138
中宮　早紀 A-14-15 188
中村由香里 A-8-08 175
中山　健夫 EL1 98
那須　　繁 KS-1 58
灘谷　祐二 E-2-07 225
浪内　美和 B-6-11 207

【に】

仁井　貴子 E-1-07 221
新畑　覚也 SY2-1 88
西園　雅代 A-9-14 178

【ね】

根木　晃嗣 C-5-01 218
根岸　正治 SP2-4 121
根岸由理子 B-1-13 200

【の】

南野いづみ B-5-01 204
野波　善郎 SP3-3 124
野村　秀一 A-22-10 194
野村　典子 C-2-11 213
野村　麻耶 B-6-02 205

【は】

萩尾　智紗 A-14-09 186
長谷部靖子 A-8-07 175
服部　宜裕 A-11-02 180
浜上　千夏 A-14-06 185
林　　秀樹 A-23-01 194 
 CP2-4 137
林　　芙美 SY2-4 91
林　　実咲 B-6-12 208
林　　令子 A-19-03 190
原田　景子 C-2-10 213
原田　恵実 A-14-05 185
原田　　健 A-22-04 192
春原　伸行 A-3-05 169

【ひ】

久里　　悠 E-3-07 228
久好　初恵 B-3-04 204
平井　　学 B-1-08 199 
 B-1-09 199
平松　邦夫 A-6-01 171
廣川　富彦 B-5-02 204

【ふ】

冨賀見素子 C-11-01 219
深谷　　毅 A-9-02 175
福井　敏樹 CP9-2 158 
 CP9-3 158
福岡　伸一 SL-1 60
福田　　彰 A-3-09 170
福田　　敬 MSY1-3 77
福田　　洋 SP3-1 122
福本　千里 C-4-03 216
藤井　英樹 A-3-07 170
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演題番号 ページ 演題番号 ページ

藤代健太郎 A-3-06 169
藤沼　弘宗 A-17-04 189
藤本　壮八 A-3-03 169
藤原　祥子 A-7-01 172
船津　和夫 B-2-01 202
古井　祐司 EL2 99
古川　佳子 A-8-05 174

【ほ】

穗高　正枝 B-1-20 202
堀川　陽子 C-2-06 212

【ま】

真栄里　仁 SY2-5 92
前田　健吾 A-3-01 168
前田　啓行 B-7-01 209
前野　隆司 WEB市民公開講座 162
牧田　文子 A-18-01 189
馬嶋健一郎 E-3-15 230
桝田　　出 B-2-02 203 
 CS-1 97
増田　秀子 B-1-04 198
増田真由美 B-1-11 200
増田　雄仁 B-3-02 203
町田　恵子 SY2-2 89
松尾　直美 C-2-03 211
松田　晋哉 MSY1-1 75
松永　睦子 B-1-19 202
松舟　瑞希 A-3-04 169
松本佐智代 SY2-6 93
松本　純一 SP5-3 130
松本　泳子 E-1-10 222
間部　克裕 A-9-08 177
丸本　瑠美 C-6-01 219
丸山　義明 A-22-01 192

【み】

三木　真司 A-8-03 174
水野　雅之 CP7-3 150
水元　康貴 E-3-18 231
満崎　克彦 SP1-2 117
光畑　桂子 CP4-2 140 

 SY1-3 85
峯尾英里香 B-5-03 204
三原　修一 EL8 105
三船由梨子 A-14-04 185
宮内　保行 SP2-3 120
宮川　敬子 C-2-08 212
宮崎　美雪 E-3-16 231
宮園　希望 E-2-11 226
明後　祐子 C-4-04 216

【む】

武藤　繁貴 CS-1 97 
 EL9 106
棟重　卓三 SP-5 65
村上　一雄 SY1-5 87
村上　正巳 IL-6 73
村下　公一 MSY1-5 79

【も】

毛利　華衣 E-1-06 221
茂木　順子 B-3-01 203
望月　久光 E-2-12 226
森下　知代 E-3-14 230
森光　麗子 A-27-03 196
護山　健悟 A-19-05 191
両角さゆり B-1-07 199

【や】

矢島　義昭 A-11-05 181
安井　裕子 A-11-10 182
柳澤　尚代 EL11 108
山岡　知晴 A-9-10 177
山門　　實 A-25-01 195 
 MSY2-3 82
八巻　悟郎 A-9-16 179
山口ひとみ A-14-11 187
山崎　牧子 C-4-02 216
山崎　芳恵 A-10-01 179
山下　　護 SP-1 61
山下　尚子 A-11-06 181
山本　正和 A-11-04 181
山本　雄士 MSY1-2 76
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演題番号 ページ 演題番号 ページ

【ゆ】

弓削　幸恵 C-4-05 216
湯村　香純 B-1-06 198

【よ】

横山　　勇 B-1-14 200
吉尾　真紀 E-2-13 227
吉川　悦子 CP1-1 134
吉田　澄人 MSY2-2 81 
 SP2-2 119
吉田　泰行 A-6-03 172
吉野　悦子 A-8-01 173
吉村　理江 A-9-01 175
吉本　貴宜 PO-05 165
米井　嘉一 IL-4 71
米原　　克 E-2-08 225

【ら】

樂木　宏実 IL-2 69

【わ】

若宮　陽子 A-11-11 182
脇本　敏裕 E-1-08 222
和久井えり子 C-4-09 217
和田　明美 B-1-10 199
和田　高士 SP2-1 118
渡部　和子 A-22-09 194
渡邉　早苗 E-1-04 221
渡辺美津江 A-11-07 181
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協賛企業・団体一覧
　第62回日本人間ドック学会学術大会を開催するにあたり、下記の皆様よりご協賛を賜りました。ここに深
甚たる感謝の意を表します。

第62回日本人間ドック学会学術大会
大会長　那須　繁

【広告協賛企業】
キヤノンメディカルシステムズ株式会社
デンカ株式会社
科研製薬株式会社
ニットーボーメディカル株式会社

日本事務機器株式会社
株式会社ハーディ
ミヤリサン製薬株式会社

【バナー広告協賛企業】
株式会社iMedical
花王株式会社
株式会社丹青社
DeSCヘルスケア株式会社
日本事務器株式会社

株式会社バイオデザイン
株式会社ビー・エム・エル
プラスマン合同会社
ミヤリサン製薬株式会社
株式会社LEOC

【スポンサードセミナー協賛企業】
味の素株式会社
あすか製薬株式会社
アッヴィ合同会社
アボットジャパン合同会社
大塚製薬株式会社
株式会社クリュートメディカルシステムズ
株式会社Zene

シミックヘルスケア・インスティテュート株式会社
NPO法人　日本人間ドック健診協会
株式会社 ビー･エム･エル
ピツニーボウズジャパン株式会社
富士フイルム和光純薬株式会社
ホロジックジックジャパン株式会社
株式会社トプコン　メディカル　ジャパン

【WEB展示　出展企業】
アイテック阪急阪神株式会社
味の素株式会社
アルケア株式会社
株式会社アルファインターナショナル
イオン株式会社
合同会社医知悟
株式会社AIメディカルサービス

株式会社クリュートメディカルシステムズ
株式会社KY Center Vue
小林クリエイト株式会社
株式会CogSmart
株式会社丹青社
株式会社トプコン　メディカル　ジャパン
株式会社マッシュルームソフト

（五十音順）
2021年 7 月15日現在

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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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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次期（第63回・2022年度）　学術大会について
学術大会長　佐々木　寛
　　　　　　　（医療法人徳洲会千葉徳洲会病院 婦人科部長・東京慈恵会医科大学 客員教授）

開 催 期 日　2022年 9月 2 日（金）～ 3 日（土）

会　　　　場　千葉県千葉市　幕張メッセ国際会議場・国際展示場 8 ホール

メインテーマ　「女性のための人間ドック」

※変更になる場合があります。

次々期（第64回・2023年度）　学術大会について
学術大会長　村上　正巳
　　　　　　　（群馬大学大学院医学系研究科　臨床検査医学　教授）

開 催 期 日　2023年 9 月 1 日（金）～ 2 日（土）

会　　　　場　群馬県高崎市　Gメッセ群馬

※変更になる場合があります。

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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公益社団法人日本人間ドック学会　利益相反（COI）に関する指針

（序文）
第 1  条　公益社団法人日本人間ドック学会（以下「本法人」という）は、予防医学等人間ドック健診に関す

る諸分野の研究調査、知識の普及、啓発、学術集会の開催を行うことにより学術の振興、さらに高齢者
の福祉の増進および勤労者の福祉の向上を目指して、国民の健康増進に寄与することを目的とする。予
防医学等の領域においては、産学連携による研究の展開とともにその成果を人間ドック健診現場に還元
して社会に積極的に貢献することが強く求められている。本法人においても会員などに本法人事業での
発表などで利益相反状態にあるスポンサーとの経済的な関係を一定要件のもとに開示させることによ
り、社会に対する説明責任を果たすべきであると考える。本指針は、本法人の役員および学術大会発表
者等のあらゆる活動について、本法人として利益相反（conflict of interest： COI）に対して公正、適切、
かつ迅速に対処する方針を策定したものである。

（目的）
第 2  条　本法人の役員および学術大会発表者等が特定の企業から個人的に金銭的利益を得ている場合は、「研

究テーマが当該企業の利益のために設定される等、学術研究上の有意性に欠けるのではないか」、ある
いは「当該企業に有利なデータ収集等がなされる等、研究の客観性に欠けるのではないか」などと、社
会から疑念を抱かれる可能性もある。本法人での研究成果の公表や教育・啓発活動においては、自らの
社会的信頼を確保するために、本法人が定める基準（施行細則）に従って、利益相反状況について自主
的に開示（自己申告）し、中立性と透明性を維持することで、社会への説明責任を果たすことにする。

（対象者）
第 3  条　利益相反（以下COIという）の状態が生じる可能性がある以下の対象者に対し、本指針が適用され

る。
　　 1 ）本法人の学術大会、学会誌「人間ドック」などで発表する者
　　 2 ）本法人の理事長、理事長代行副理事長、副理事長、理事、監事
　　 3 ）本法人の学術大会長
　　 4 ）その他対象となる者

（対象となる活動）
第 4  条　本法人が関わるすべての事業における活動に対して本指針を適用する。特に、本法人の学術大会や

講演会、研修会、講習会での発表、本法人からの研究費の提供を受けて行う研究、また、本法人の学会
誌などでの発表やガイドライン作成を行う委員等には、本指針の遵守が求められる。

（開示の範囲・内容）
第 5  条　対象者は，個人における以下の①～⑧の事項で、別に定める基準を超える場合には、COIの状況を

所定の様式に従い、自己申告によって正確な状況を開示するものとする。また、対象者は、一親等以内
の親族または生計を一にする者で、以下の①～③の事項で、別に定める基準を超える場合にはその正確
な状況を本法人に申告するものとする。

　　 　なお、自己申告された内容については、申告者本人が責任を持つものとする。具体的な開示・公開方
法は、対象活動に応じて別に細則に定める。

　　①企業や営利を目的とした団体の役員、名誉顧問職、社員
　　②エクイティ（株式、出資金、ストックオプション、受益権など）の保有
　　③企業や営利を目的とした団体からの特許使用料
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　　④ 企業や営利を目的とした団体から、会議の出席（発表）に対し、研究者を拘束した時間・労力に対し
て支払われた日当（講演料など）、パンフレットなどの執筆に対して支払った原稿料

　　⑤企業や営利を目的とした団体が提供する研究費（治験、受託研究、共同研究など）
　　⑥企業や営利を目的とした団体が提供する奨学寄付金
　　⑦企業や営利を目的とした団体が提供する寄付講座
　　⑧その他の報酬（健診や研究とは直接関係ない旅行費用や贈答品）

（COI状態の回避）
第 6  条　予防医学・人間ドック健診研究の結果とその解釈や公表などは、純粋に科学的判断、あるいは公共

の利益に基づいて行われるべきである。その研究の資金提供者・企業の恣意的な意図に影響されてはな
らない。

　　 　また、本法人主導型の予防医学・人間ドック健診研究の実施責任者は、以下のCOI状態にないものを
選出する。また、実施責任者に選出された場合は、これらのCOI状態を回避する。

　　 1 ）予防医学・人間ドック健診研究の内容に関係する企業のエクイティの保有
　　 2 ）予防医学・人間ドック健診研究から得られる製品・技術の特許料・特許権の獲得
　　 3 ） 予防医学・人間ドック健診研究に関連する企業の営利を目的とした団体の役員、理事、顧問（無償

の科学的な顧問は除く）
　　 　ただし、 1 ）～ 3 ）に該当する研究者であっても、当該予防医学・人間ドック健診研究を計画・実施

する上で、必要不可欠の人材であり、かつ当該研究が国際的にも極めて重要な意義を持つような場合に
は実施責任者に就任することは可能とする。

（実施方法）
第 7 条
　 1 ）学術大会発表者等の責務
　　 　学術大会、学会誌「人間ドック」等で予防医学・人間ドック健診研究成果を発表する場合、当該研究

実施に関わるCOI状態を発表時に、本法人の細則にしたがい、所定の書式（様式1-A、1-B）で適切に開
示するものとする。当該研究などの発表との関係で、本指針に反するとの指摘がなされた場合には、理
事会はCOIを管轄する本法人倫理・利益相反委員会（以下「委員会」という）に審議を求め、その答申
に基づき、妥当な措置方法を講ずる。

　 2 ）役員等の責務
　　 　本法人の理事長、理事長代行副理事長、副理事長、理事、監事は本法人に関わるすべての事業活動に

対して重要な役割と責務を担っており、当該事業に関わるCOI状況については、就任した時点で所定の
書式（様式 2 ）にしたがい自己申告を行なうものとする。また、就任後、新たに利益相反状態が発生し
た場合には規程にしたがい、修正申告を行うものとする。

　 3 ）学術大会長の責務
　　 　学術大会長は、学術大会で予防医学・人間ドック健診研究の成果が発表される場合には、その実施が

本指針に沿ったものであることを検証し、本指針に反する演題については発表を差し止めるなどの措置
を講ずることができる。この場合には、速やかに発表予定者に理由を付してその旨を通知する。なお、
これらの措置の際には学術大会長は委員会に諮問し、その答申に基づいて改善措置などを指示すること
ができる。

　 4 ）その他対象となる者
　　 　その他対象となる者は、それぞれが関与する本法人事業に関して、その実施が本指針に沿ったもので

あることを検証し、本指針に反する事態が生じた場合には、速やかに事態の改善策を検討する。なお、
これらの対処については委員会に諮問し、答申に基づいて理事会は改善措置などを指示することができ
る。
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　 5 ）委員会の役割
　　 　委員会は、本法人が行うすべての事業において、重大なCOI状態が会員に生じた場合、あるいは、

COIの自己申告が不適切で疑義があると指摘された場合、当該会員のCOI状態をマネージメントするた
めにヒアリングなどの調査を行い、その結果を理事長に答申する。

　 6 ）理事会の役割
　　 　理事会は、役員などが本法人の事業を遂行するうえで、重大なCOI状態が生じた場合、あるいはCOI

の自己申告が不適切であると認めた場合、委員会に諮問し、答申に基づいて改善措置などを指示するこ
とができる。

（指針違反者に対する措置と説明責任）
第 8 条
　 1 ）指針違反者に対する措置
　　 　理事会は、別に定める細則により、本指針に違反する行為に関して審議する権限を有しており、委員

会に諮問し、答申を得た上で、理事会で審議した結果、重大な指針違反があると判断した場合には、そ
の違反の程度に応じて一定期間、次の措置の全てまたは一部を講ずることができる。

　　①本法人が開催するすべての講演会、研修会での発表禁止
　　②本法人の学会誌等刊行物への論文掲載禁止
　　③本法人の学術大会長就任禁止
　　④本法人の理事会、委員会、小委員会への参加禁止
　　⑤本法人の社員の解任、あるいは社員になることの禁止
　　⑥本法人会員の資格停止、除名、あるいは入会の禁止
　 2 ）不服の申立
　　 　被措置者は、本法人に対し不服申立をすることができる。本法人の理事長は、これを受理した場合、

速やかに不服申立て審査委員会を設置して審査を委ね、その答申を理事会で協議したうえで、その結果
を不服申立者に通知する。

　 3 ）説明責任
　　 　理事会は、自らが関与する場所で発表された予防医学・人間ドック健診研究の成果について、重大な

本指針の違反があると判断した場合は、直ちに理事会の協議を経て社会に対する説明責任を果たさねば
ならない。

（細則の制定）
第 9 条　理事会は、本指針を運用するために必要な細則を制定することができる。

（指針の改正）
第10 条　理事会は、本指針を社会的要因や産学連携に関する法令の改正、整備ならびに予防医学、人間ドッ

ク健診およびその研究をめぐる諸条件に適合させるためには、定期的に見直しを行い、改正することが
できる。

（施行日）
第11条　本指針は2012年 6 月28日より施行する。
　 2 　　本指針は2021年 5 月20日より施行する。
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公益社団法人日本人間ドック学会　利益相反（COI）に関する施行細則
　
　公益社団法人日本人間ドック学会（以下「本法人」という）利益相反（COI）に関する指針第 9 条に基づ
き次のように定める。

（開示の範囲・方法）
第 1  条　会員・非会員の別を問わず、筆頭および共同演者が開示する義務のある利益相反（以下COIという）

状態は、発表内容に関連する企業や団体に関わるものに限定し、次のような関係とする。
　　 1 ）予防医学・人間ドック健診研究を依頼し、または共同で行った関係（有償無償を問わない）
　　 2  ）予防医学・人間ドック健診研究において評価される検査、検査機器などに関連して特許権などの権

利を共有している関係
　　 3  ）予防医学・人間ドック健診研究において使用される検査機器などを無償もしくは特に有利な価格で

提供している関係
　　 4 ）予防医学・人間ドック健診研究について研究助成・寄付などをしている関係
　　 5 ）予防医学・人間ドック健診研究において未承認の検査機器などを提供している関係
　　 6 ）寄付講座などのスポンサーとなっている関係

　 2  　学術大会演題発表時に明らかにするCOI状態については、COIに関する指針「第 5 条 開示の範囲、内
容」で定められたものを、発表スライドの最初、あるいはポスターの最後に、「筆頭および共同演者の
利益相反（COI）自己申告書」（様式1-A、1-B）に従って開示する。開示が必要なものは過去 1 年間（当
該年の 1 月 1 日～12月31日）とする。ただし、各々の開示すべき事項について、自己申告が必要な金額
を次のように定める。

　　 1  ）企業や団体の役員、顧問職、社員などについては、 1 つの企業・団体からの報酬額が年間100万円
以上は申告する。

　　 2  ）エクイティの保有については、1 つの企業についての 1 年間の株による利益（配当，売却益の総和）
が100万円以上の場合、あるいは当該全エクイティの 5 ％以上を所有する場合は申告する。

　　 3  ）企業や団体からの特許権使用料については、 1 つの特許権使用料が年間100万円以上の場合は申告
する。

　　 4  ）企業や団体から、会議の出席（発表）に対し、研究者を拘束した時間・労力に対して支払われた日
当（講演料など）と、パンフレットなどの執筆に対して支払った原稿料については、 1 つの企業・団
体からの年間のこれらの合計が50万円以上の場合は申告する。

　　 5  ）企業や団体が提供する研究費（治験、受託研究、共同研究など）については、 1 つの企業・団体か
ら支払われた総額が年間200万円以上の場合は申告する。

　　 6  ）企業や団体が提供する奨学寄付金については、 1 つの企業・団体から、申告者個人または申告者が
所属する部局（講座、分野）あるいは研究室の代表に対して支払われた総額が年間200万円以上の場
合は申告する。

　　 7 ）企業や団体が提供する寄付講座に申告者が所属している場合は申告する。
　　 8  ）その他の報酬（研究とは直接無関係な、旅行、贈答品など）については、 1 つの企業・団体から受

けた報酬が年間 5 万円以上の場合は申告する。

（本法人学会誌「人間ドック」などでの発表、開示の範囲・方法）
第 2  条　著者全員が開示する義務のあるCOI状態は、投稿内容に関連する企業や団体に関わるものに限定し、

第 1 条第 1 項に記したものと同一の関係とする。
　 2  　開示の方法については、本法人の学会誌「人間ドック」などで発表を行う筆頭および共同著者は、投
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稿時に投稿規定に定める「利益相反（COI）自己申告書」（様式 3 ）により、COI状態を明らかにしな
ければならない。このCOI状態は論文末尾、Referencesの直前の場所に印刷される。規定されたCOI状
態がない場合は、同部分に、「The authors declare no conflict of interest.」などの文言を入れる。投稿
時に明らかにするCOI状態については、本指針で定められたものを自己申告する。各々の開示すべき事
項について、自己申告が必要な金額は細則第 1 条第 2 項で規定された金額と同一とする。開示が必要な
ものは論文投稿時の過去 1 年間のものとする。

　　　なお、届けられたものは論文査読者には開示しない。

（役員等）
第 3  条　役員等（理事長、理事長代行副理事長、副理事長、理事、監事、学術大会長および対象となる者）

が開示するCOI状態（COI情報）は、本法人が行う事業に関連する企業や団体に関わるものに限定する。
　 2  　前項の役員等は、新就任時と、就任後は 1 年ごとに本指針で定められたものを、「役員などのCOI自

己申告書」（様式 2 ）を提出して自己申告する。開示するCOI状態については、各々の開示すべき事項
について、自己申告が必要な金額は細則第 1 条第 2 項で規定された金額と同一とする。様式 2 は 1 年間
分を記入し、その算出期間を明示する。ただし、役員等は、在任中新たなCOI状態が発生した場合は、
2 ヶ月以内に様式 1 を以って再報告する。

（役員等のCOI自己申告書の取扱い）
第 4  条　COIに関する施行細則（以下「本細則」という）に基づいて本法人に提出された様式 2 およびそこ

に開示されたCOI状態は本法人事務局において、理事長を管理者とし、個人情報として法令に則して厳
重に保管・管理される。COI情報は、本指針に定められた事項を処理するために、理事会および倫理・
利益相反委員会（以下「委員会」）が随時利用できるものとする。その利用には、当該申告者のCOI状
態について、疑義もしくは社会的・法的問題が生じた場合に、委員会の議論を経て、理事会の承認を得
た上で、当該COI情報のうち、必要な範囲を本法人内部に開示、あるいは社会へ公開する場合を含むも
のとする。

　　 　様式 2 の保管期間は役員、委員会委員の任期終了後 2 年間とし、その後は理事長の監督下で廃棄され
る。ただし、様式 2 の保管期間中に、当該申告者について疑義もしくは社会的・法的問題が生じた場合
は、理事会の決議により、様式 2 の廃棄を保留できるものとする。

　 2  　本法人の委員会は、本細則に従い提出された自己申告書をもとに、当該個人のCOI状態の有無・程度
を判断し、本法人としてその判断に従ったマネージメントならびに措置を講ずる場合、当該個人のCOI
情報を随時利用できるものとする。しかし、利用目的に必要な限度以上を超えてはならず、また、上述
の利用目的に照らし開示が必要とされる者以外の者に対して開示してはならない。

　 3  　COI情報は、第 4 条第 2 項の場合を除き、原則として非公開とする。COI情報は、本法人の活動、委
員会の活動等に関して、本法人として社会的･道義的な説明責任を果たすために必要があるときは、理
事会の議を経て、必要な範囲で本法人の内外に開示若しくは公表することができる。

　　 　この場合、開示若しくは公開されるCOI情報の当事者は、理事会に対して意見を述べることができる。
但し、開示若しくは公開について緊急性があって意見を聞く余裕がないときは、その限りではない。

　 4  　非会員から特定の役員等を指名しての開示請求（法的請求も含めて）があった場合、妥当と思われる
理由があれば、理事長からの諮問を受けて委員会が個人情報の保護のもとに適切に対応する。委員会は
開示請求書を受領してから30日以内に委員会を開催して可及的すみやかにその答申を行う。

（違反に対する対応）
第 5  条　委員会は、利益相反ポリシーならびに本細則に定めるところにより、会員のCOI状態が深刻な事態

へと発展することを未然に防止するためのマネージメントと違反に対する対応を行う。委員にかかる
COI事項の報告ならびにCOI情報の取扱いについては、第 4 条の規定を準用する。
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（違反者への措置）
第 6  条　本法人学会誌「人間ドック」ならびに本法人学術大会などの発表者によって提出されたCOI自己申

告事項について、疑義もしくは社会的・道義的問題が発生した場合、本法人として社会的説明責任を果
たすために倫理小委員会が十分な調査、ヒアリングなどを行ったうえで適切な措置を講ずる。

　　 　深刻なCOI状態があり、説明責任が果たせない場合には、理事長は、委員会に諮問し、その答申をも
とに理事会で審議のうえ、当該発表予定者の学会発表や論文発表の差止めなどの措置を講じることがで
きる。

　　 　既に発表された後に疑義などの問題が発生した場合には、理事長は事実関係を調査し、違反があれば
掲載論文の撤回などの措置を講じ、違反の内容が本法人の社会的信頼性を著しく損なう場合には、本法
人の定款にしたがい、会員資格などに対する措置を講ずる。

　 2  　本法人の役員等、COI自己申告が課せられている者について、就任前あるいは就任後に申告された
COI事項に問題があると指摘された場合には、委員会委員長は文書をもって理事長に報告し、理事長は
速やかに、理事会にて当該指摘を承認するか否かを議決しなければならない。

　　 　当該指摘が承認された時、役員および役員候補者にあっては退任し、また、その他の委員に対しては、
当該委員および委員候補者の委嘱を撤回することができる。

（不服申し立て）
第 7  条　第 6 条第 1 項により、本法人事業での発表（学会誌「人間ドック」、学術大会など）に対して違反

措置の決定通知を受けた者ならびに、第 6 条第 2 項により役員等の退任あるいは委員委嘱の撤回を受け
た候補者は、当該結果に不服があるときは、理事会議決の結果の通知を受けた日から 7 日以内に、理事
長宛ての不服申し立て審査請求書を本法人事務局に提出することにより、審査請求をすることができる。

　　 　審査請求書には、委員会委員長が文書で示した撤回の理由に対する具体的な反論･反対意見を簡潔に
記載するものとする。その場合、委員会委員長に開示した情報に加えて異議理由の根拠となる関連情報
を文書で示すことができる。

　 2 　不服申し立て審査手続は以下による
　　 1  ）不服申し立ての審査請求を受けた場合、理事長は速やかに不服申し立て審査委員会（以下「審査委

員会」という）を設置しなければならない。審査委員会は理事長が指名する本法人会員若干名および
外部委員 1 名以上により構成され、委員長は委員の互選により選出する。委員会委員は審査委員会委
員を兼ねることはできない。審査委員会は審査請求書を受領してから30日以内に委員会を開催してそ
の審査を行う。

　　 2  ）審査委員会は、特別の事情がない限り、審査に関する第 1 回の委員会開催日から 1 ヶ月以内に不服
申し立てに対する答申書をまとめ、理事長に提出する。

　　 3 ）審査委員会の決定を持って最終とする。

（細則の変更）
第 8 条　本細則は，理事会の決議を経て、変更することができる。

（附　則）
第 9 条　本細則は、2012年 6 月28日より実施する。
　 2 　　本細則は、2017年 4 月 1 日より実施する。
　 3 　　本細則は、2021年 5 月20日より実施する。
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