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第62回日本人間ドック学会学術大会
演題選定委員

赤池　　淳　　足立　雅樹　　　新　　智文　　　天野　隆弘　　　荒瀬　康司　　　石坂　裕子
糸井　英雄　　伊藤　和幸　　　伊藤千賀子　　　稲次　潤子　　　乾　　和郎　　　井上　和彦
岩男　　泰　　鵜飼　晴美　　　大竹　宏治　　　大谷　昌裕　　　大塚　博紀　　　大洞　昭博
大村　峯夫　　岡庭　信司　　　岡村　雅雄　　　小川　健一　　　折津　政江　　　加藤　公則
金子　義晴　　鏑木　淳一　　　鎌田　智有　　　神谷　英樹　　　亀井　一彦　　　木口　一成
北　　嘉昭　　木村　達郎　　　木村　佳子　　　楠本　雅之　　　古賀　正史　　　小柴　賢洋
小長谷敏浩　　小西　　孝　　　小林　伸行　　　小林　　充　　　小松　淳子　　　三枝　昭裕
齊藤　弥穂　　佐久間　亨　　　櫻井　健一　　　笹森　　斉　　　佐藤　竜吾　　　篠原　幸人
島　　孝友　　清水　一紀　　　清水　正雄　　　志村　浩己　　　末松　正邦　　　杉野　吉則
鈴木　美香　　銭谷　幹男　　　曽根　博仁　　　高木　健治　　　髙田　幹夫　　　髙橋　直樹
髙谷　典秀　　瀧澤　弘隆　　　田口　淳一　　　竹澤　二郎　　　田中　香織　　　田中　幸子
田畑　正司　　塚本　美文　　　土屋　　敦　　　道家　　充　　　戸田　晶子　　　鳥井　淑敬
長尾　啓一　　中尾　治彦　　　中川　一美　　　中川　高志　　　中川　　良　　　中野　　匡
中村　昭光　　中村　保子　　　西﨑　泰弘　　　丹羽　利充　　　根上　昌子　　　野畑　俊介
野村　史郎　　畠山　雅行　　　林　　　慎　　　原　　茂子　　　日野原茂雄　　　平賀　聖悟
平林　和子　　廣岡　　孝　　　深水　亜子　　　福井　卓子　　　福井　敏樹　　　藤井　郁英
藤村　　作　　船津　和夫　　　古川　佳子　　　正木　　充　　　桝田　　出　　　松岡　秀洋
松木　隆央　　丸山　美江　　　三上　　繁　　　三木　一正　　　水間　美宏　　　満崎　克彦
三原　修一　　宮﨑　朝子　　　宮原　広典　　　宮脇　尚志　　　向井　幹夫　　　武藤　繁貴
宗清　正紀　　村上　一雄　　　村田　雅彦　　　森口　次郎　　　森山　　優　　　山内　一裕
山口　宏茂　　山本　正之　　　吉川　裕之　　　吉田　泰行　　　芳野　純治　　　吉村　理江
吉本　貴宜　　和田　高士　　　渡辺　清明

第 62 回日本人間ドック学会学術大会に多数応募いただきました会員の皆様、また、一般演題の評
価をいただきました演題選定委員の皆様に心より感謝申し上げます。

第62回日本人間ドック学会学術大会
学術大会長　那須　繁
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I 

人間ドック健診認定医・専門医研修会

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

 ドック会発第657号
 2021年9月吉日
医師会員　各位
 日本人間ドック学会 理事長　相澤　孝夫
 ＜公印省略＞

2021年第3回人間ドック健診専門医研修会の開催について（WEB）
（第59回人間ドック健診認定医・専門医研修会）

　表記の研修会開催について，ご案内いたします．
　本年度も引き続きWEB（オンデマンド）配信にて実施することとなりました．
　WEB開催の場合は，インターネット環境が必要になりますので，ご注意ください．

1．配信期間：2021年11月16日（火）～2021年11月30日（火）
【申込期間：9月27日（月）～10月25日（月）まで】

2．参 加 費：1名様　10,000円（テキスト郵送含む）
3．申込方法：日本人間ドック学会公式サイトhttp://www.ningen-dock.jp/よりオンライン登録
4．視聴時間：60分間×3講演　　計180分間（予定）
5．取得単位：7単位

※区分B）専門医は，医療安全講習：1単位分　取得可能（上限2単位）

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

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

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

参 加 費：1万円：事前支払い，テキスト郵送含む（テキスト郵送の際，領収書を同封します）
申込方法：オンライン申込による事前登録となります．

　　　　　　　　日本人間ドック学会ホームページ
　　　　　　　　人間ドック健診認定医・専門医研修会－オンライン登録
　　　　　　　　http://www.ningen-dock.jp/system/certified/workshop

　　　　　　　　※申込開始日前は，登録できません．

　★オンライン登録が困難な場合は，恐れ入りますが下記登録事務局へお問い合わせください．



II

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

※プログラムは講師の都合により変更になる場合があります
※指導医講習会　対象研修会
＊＊講演3は医療安全・医療倫理講習の対象講演です

プログラム（敬称略）
講演1　　「オーラルフレール予防と歯科ドック」
　　　　　　　　　　櫻井　薫　　こばやし歯科クリニック　顧問，東京歯科大学　名誉教授

講演2　　「人間ドック健診における運動・身体活動のすすめ方」
　　　　　　　　　　勝川史憲　　慶應義塾大学　スポーツ医学研究センター　教授

講演3　　「行動変容・ヘルスリテラシー向上につながる医療面接」　　　　　 ＊＊医療安全講習対象
　　　　　　　　　　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

●申込開始日：9月27日（月）～10月25日（月）　　※締切日以降は申込できませんのでご注意ください．

　 日本人間ドック学会ホームページ　人間ドック健診認定医・専門医研修会－ オンライン登録
http://www.ningen-dock.jp/system/certified/workshop

1）オンライン登録手順
　　①オンライン登録ボタンより進み，まずメールアドレスを入力・送信して下さい．
　　　※オンライン登録にはメールアドレスが必須となります．
　　② 返信メール内URLより，本登録して下さい．Aからはじまる会員番号，氏名，ふりがなが必須となります．

【ドック学会登録内容と合致しないと登録できませんのでご注意下さい．】
　　③参加費は事前支払いとなります．
　　　 クレジット決済あるいは口座振込により，期日内に参加費をお振込みください．
　　④登録完了後，受付番号を明記した『参加確認証』メールを自動配信致します．

2）オンデマンド配信　視聴方法
　　①参加費の入金確認できた方へ配信前にテキスト（領収書），視聴 ID・PW通知を郵送します．
　　②視聴 ID・PWおよび視聴URLを配信1週間前頃，メールにて通知します．
　　③ 配信期間内に3講演を視聴し，アンケートに回答，受講証をダウンロードし，更新（申請）まで保管ください． 

※視聴時間不足等の場合は単位加算できませんのでご注意ください．
　　④視聴された（ログ）情報より，配信終了約1か月後に単位を加算します．
　　　※区分B）専門医は，単位確認画面にて取得単位数が確認できます．

＊＊講演3は「医療安全・医療倫理対象講演」です．
　区分B）人間ドック健診専門医は視聴により1単位加算されます．（上限2単位）

※ 本研修会は指導医講習会対象研修会となります．人間ドック健診指導医は，認定期間内に1回参加する
ことで，更新可能となります．

※参加される場合は，申込開始日をご確認の上，お早めにお申込みください．



III 

人間ドック健診専門医制度

①2021年度人間ドック健診専門医認定試験について

日　　時：2021年10月17日（日）　13：00～15：00　※試験終了14：40
会　　場：品川フロントビル　地下1階会議室（JR品川駅港南口より 徒歩5分）
試験内容：100問マークシート方式　筆記試験（100分間）

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

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

②研修施設・指導医　2021年度認定申請について

【指導医認定条件：申請時に下記をすべて満たすこと】　　本会：総合健診医学会　本法人：人間ドック学会
1）両学会が認定する「専門医」であり，専門医認定後，2年（目以降）の健診実績があること．
2）「指導医」申請時に継続して5年以上，本会あるいは本法人の医師正会員であり，会費を完納していること．
3） 「指導医」申請時に，本会・本法人の学会誌，または同等の雑誌への原著論文が1編以上（共同著者も可）ある， 
あるいは本会・本法人主催の学術大会での発表が1回以上（共同発表も可）あること．

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

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

申請期間 ：2021年10月1日（金）～11月19日（金）　必着　

※9月末，指導医・研修施設申請書（DL版）を専門医ホームページに掲載いたします．
　事務局より書類等は送付いたしません．
　自己申告での申請のみとなりますので上記条件を確認の上，申請ください．

※なお，暫定研修施設・指導医の委嘱の案内は，2022年1月頃，該当施設に送付予定です．
　研修施設・指導医等について，詳しくは事務局までお問い合わせください．

③人間ドック健診専門医・指導医・研修施設　資格更新について
　　22/3/31（21/3/31で延長適用）満期の専門医等各資格は，今年度更新時期を迎えます．

【22/3/31（21/3/31で延長適用）満期の専門医および指導医・研修施設　更新期間】
2021年12月1日（水）～2022年3月4日（金）　必着

　★専門医：両学会企画等の50単位（必須4項目）取得，実績報告書（症例サマリー10例）提出

　★指導医：専門医資格を継続し，指導医講習会に1回参加していること
　　研修施設：両学会の認定施設等であり，指導医が1名以上在籍していること

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

　　 ※専門医は，本来の満期での申請または，1年延長適用か，どちらか選択可能です．
　　　 今年度，更新申請希望の場合は，上記期間に更新手続きを完了してください．
　　　 更新条件を満たさない，または1年延長を適用の場合は，来年度更新してください．
　　　 （専門医の取得単位について，超過単位は，更新後に繰越すことはできません）

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

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

セルフトレーニング問題

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

注意！！
※ 現時点で，未修了の人間ドック健診専門医対象者には，『セルフトレーニング問題解答用紙・採点料振込
口座について』の案内を学会誌送付時に同封しております．
　（対象者以外には案内は同封しておりません．認定期間内に1回修了している方は対象外です）

※セルフトレーニング問題の申請は，1年間 1回に限ります．　（毎年同形式で実施していきます）
　（取得可能単位は認定期間5年間で上限5単位となります）
※採点料（2,000円）は理由の如何を問わず，返金しませんのでご注意ください．
※対象者以外の方が申請しても単位加算とはなりませんのでご注意ください．

※セルフトレーニング問題に関するお問合せは下記までお願いします．
　人間ドック健診専門医制度事務局　セルフトレーニング問題　申請係
　TEL：03-3265-0079　FAX：03-3265-0083　E-Mail：senmoni@ningen-dock.jp

【セルフトレーニング問題 2021　対象者】
　人間ドック健診専門医の認定者および更新者が対象です．
　（自身の5年間の認定期間内で，未修了の対象者には，解答用紙等を同封いたします）

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

【セルフトレーニング問題2021　問題申請期間・採点料】

※セルフトレーニング問題は，オンライン申請可能となりました！
　　　　詳しい申請方法等は，対象者に送付した書類にてご確認ください．

　　●2021年10月1日（金）～11月19日（金）　※郵送必着
　　●採点料：2,000円（クレジット決済　または口座振込）
　　●取得単位：5単位

【セルフトレーニング問題　申請・採点方法】
　① セルフトレーニング問題の申請を希望する者は，学会誌36-3号（9月末発刊号）に掲載のセルフトレー
ニング問題（25問）を解答し，オンライン又は郵送にて期日内に申請する．

　② 【オンライン申請】：オンラインにて解答し，クレジット決済にて期日までに支払を完了する．
　　　　　　　　　　　（自動配信メールにて通知します）
　　 【郵送申請】： 指定口座に採点料を振込み，解答用紙に振替受領書（写）を貼付の上，期日内郵送必着に

て事務局宛てに送付する．入金確認後，解答用紙の受理通知をメールします．
　③ 採点業務を行い，12月認定小委員会で審議後，採点結果および解答・解説を送付します．
　　（一定の基準を満たさない場合は，修了したことになりませんのでご注意ください）
　④ 学会誌36-5号（3月末発刊号）に解答・解説を掲載します． 
（専門医ホームページには来年1月頃，解答・解説等を掲載予定）
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問題1 腫瘍マーカーの由来・性状で誤っているのはどれか．2つ選べ．

（a） TPAは糖鎖関連抗原である .
（b） NSEは組織特異抗原である .
（c） sIL2-Rはサイトカイン受容体である .
（d） αフェトプロテインは胎児性蛋白である .
（e） p53抗体は癌抗原に対する自己抗体である .

問題2 60歳女性．専業主婦．人間ドック健診を受診することとした．胸部X線写真（下図）で，最も可
能性の低い疾患はどれか．1つ選べ．

（a） 肺がん
（b） 肺結核
（c） 肺化膿症
（d） 肺アスペルギルス症
（e） 肺動静脈瘻

問題3 がん検診としての有効性（死亡率減少効果）が確認されている検診方法の組み合わせで，誤って
いるのはどれか．1つ選べ．

（a） 胸部CT検査 ― 肺がん
（b） 胃Ⅹ線検査 ― 胃がん
（c） 便潜血検査 ― 大腸がん
（d） 子宮頸部細胞診 ― 子宮頸がん
（e） マンモグラフィ ― 乳がん，40歳以上

　　 ■ 問 題 ■

◆セルフトレーニング問題2021◆



VI

問題4 化学療法や免疫療法に伴ってB型肝炎ウイルスの再活性化が懸念されるときに推奨される対処
法はどれか．1つ選べ．

（a） グリチルリチン酸投与
（b） 化学療法や免疫療法の中止
（c） インターフェロン療法
（d） 核酸アナログ製剤投与
（e） ステロイド療法

問題5 国民医療費について誤っているものはどれか．1つ選べ．

（a） 健康診断の費用は含まれない．
（b） 正常な妊娠や分娩に関する費用を含む．
（c） 国民医療費の対GDP比は増大している．
（d） 2018（平成30）年度の国民医療費は43兆円を超えている．
（e） 2018（平成30）年度の65歳以上の一人あたりの国民医療費は65歳未満の約4倍である．

問題6 肺がんでの治療方針を決めるための分子診断の項目で誤っているのはどれか．1つを選べ．

（a） 進行・再発非扁平上皮非小細胞肺癌の場合，EGFR（上皮成長因子受容体）遺伝子変異検査を行う
ことが推奨されている．

（b） 進行・再発非扁平上皮非小細胞肺癌の場合，ALK（未分化リンパ腫キナーゼ）融合遺伝子検査を行
うことが推奨されている．

（c） 進行・再発非扁平上皮非小細胞肺癌の場合，PDL-1（プログラム細胞死リガンド1）の IHC（免疫組
織化学染色検査）を行うことが推奨されている．

（d） 進行・再発扁平上皮肺癌の場合，EGFR遺伝子変異検査を行うことが推奨されている．
（e） EGFR-TKI（チロシンキナーゼ阻害剤）に治療抵抗性（耐性）となった進行・再発非扁平上皮非小細

胞肺癌の場合，EGFR遺伝子変異検査を行うことが推奨されている．

問題7 胆嚢の超音波所見で精密検査が必要となるものはどれか．2つ選べ．

（a） コメット様エコーを伴う広基性腫瘤
（b） 小嚢胞を伴うびまん性壁肥厚
（c） 10mm大の有茎性腫瘤
（d） コメット様エコーを伴う限局性壁肥厚
（e） 付着部の層不整を伴う広基性腫瘤



VII 

問題8 加齢性難聴（老人性難聴）について正しいのはどれか．2つ選べ．

（a） 難聴の程度には個人差が大きい．
（b） c5-dip型感音難聴が特徴である．
（c） 高音域から難聴が進行する．
（d） 一側性難聴が進行する．
（e） 耳鳴は伴わない．

問題9 大動脈弁狭窄症の聴診所見について誤っているのはどれか．2つ選べ．

（a） 狭窄の程度が強いほど雑音のピーク時間が遅れる．
（b） 収縮期駆出性雑音は心尖部に最強点を有する．
（c） 大動脈駆出音は弁が硬化するほど大きくなる．
（d） 音色は粗く，thrillをともなうこともある．
（e） Ⅱ音の大動脈成分は減弱する．

問題10 心房細動による脳塞栓症リスクを評価するCHADS2スコアに含まれる項目について誤っている
のはどれか．1つ選べ．

（a） うっ血性心不全
（b） 高血圧
（c） 75歳以上の高齢
（d） 脳梗塞／一過性脳虚血発作の既往
（e） BMI（Body Mass Index）

問題11 高齢者の生理的特徴はどれか．2つ選べ．

（a） 骨吸収の促進
（b） 心拍数の増加
（c） 腎血流量の低下
（d） 体脂肪量比の減少
（e） 肺コンプライアンスの上昇

問題12 婦人科がん検診について正しいのはどれか．2つ選べ．

（a） マンモグラフィ検診で高濃度乳房と判定された場合，検診者に通知することが推奨される．
（b） 子宮体がん検診はハイリスク群に対して施行される．
（c） 子宮頸部細胞診の判定でASC-USの場合，ハイリスクHPV感染の有無を検査することが推奨される．
（d） 子宮頸部細胞診の判定でLSILはHPV感染である．
（e） 卵巣腫瘍のスクリーニングにはCA125を含む腫瘍マーカーの組み合わせで行う．



VIII

問題13 胃ポリープについて誤っているものはどれか．1つ選べ．

（a） 過形成性ポリープは胃底腺ポリープに比べ，癌化のリスクが高い．
（b） 過形成性ポリープはヘリコバクター感染に伴って認められることが多い．
（c） ヘリコバクター除菌治療を行うと，胃底腺ポリープが縮小する．
（d） プロトンポンプ阻害剤の使用により，胃ポリープが出現することがある．
（e） 胃ポリープの生検結果がグループ3であれば，病理学的には胃腺腫を示している．

問題14 人間ドック上部消化管内視鏡で胃びらんを認め生検を行った．内視鏡診断は良性びらんとして
結果を報告した．後日，病理結果で異型細胞がみられ，要再検と判定されたが，この病理レ
ポートを確認しなかった．1年後の上部消化管内視鏡で同じ部位に早期胃がんを認めた．適切
な対応はどれか．2つ選べ．

（a） 警察に連絡する．
（b） 院内の医療安全委員会に報告し対応を協議する．
（c） 受診者に正直に話をして謝罪し，適切な医療処置を行う．
（d） 関係者に1年前の病理結果について周囲に言わないよう頼む．
（e） 病理レポート見落としについては話をせず，今回はじめて胃がんが判明したことにして受診者に

説明する．

問題15 呼吸機能検査について正しいのはどれか．2つ選べ．

（a） 肺活量の正常予測式は性別で異なり，身長，体重，年齢の項目が使用される．
（b） 肺活量が正常範囲で1秒率が70％未満の場合は閉塞性換気障害である．
（c） 慢性閉塞性肺疾患（COPD）の重症度判定には予測1秒量に対する1秒量の比率（％FEV1）が用いら

れる．
（d） 1秒率（FEV1％）は肺活量（VC）に対する1秒量の比率である．
（e） 肺活量が正常予測値の80％で1秒率が75％の場合は，正常と判定する．

問題16 女性化乳房の原因として当てはまらないのはどれか．1つ選べ．

（a） 肝硬変
（b） スピロノラクトンの内服
（c） Klinefelter症候群
（d） 停留睾丸
（e） 精巣（睾丸）腫瘍



IX 

問題17 高尿酸血症が認められるのはどれか．2つ選べ．

（a） 慢性腎臓病で腎機能障害がみられる．
（b） 抗結核薬のリファンピシンを内服している．
（c） 利尿薬（フロセミド，サイアザイド系利尿薬）を長期使用している．
（d） 高血圧に対してCa拮抗薬を内服している．
（e） H2ブロッカーを内服している．

問題18 骨髄異形成症候群を疑う血液所見はどれか．2つ選べ．

（a） 平均赤血球容積（MCV）低下
（b） 平均赤血球容積（MCV）上昇
（c） 網赤血球増加
（d） 血清フェリチン低下
（e） 血清鉄低下

問題19 自殺について正しいのはどれか．2つ選べ．

（a） 自殺数の増加が続いている．
（b） 自殺の原因は「経済・生活問題」が最も多い．
（c） 自殺は若年層の死因の第1位である．
（d） 自殺対策にはうつ病の早期発見が重要である．
（e） 自殺は全年齢層において，男性より女性で多い．

問題20 膠原病で，悪性腫瘍の合併が正常人に比べ最も高率である疾患はどれか．1つ選べ．

（a） 全身性エリテマトーデス
（b） 強皮症
（c） 混合性結合組織病
（d） 皮膚筋炎
（e） 結節性多発動脈炎

問題21 値が正規分布するときに正しいのはどれか．2つ選べ .

（a） 平均値±1 標準偏差の範囲に値の約68％が存在する．
（b） 平均値±2 標準偏差の範囲に値の約99％が存在する．
（c） 平均値±2 標準誤差の範囲に値の約95％が存在する．
（d） 平均値±1 標準誤差の範囲に値の約68％が存在する．
（e） 中央値±1 標準偏差の範囲に値の約68％が存在する．



X

問題22 高血圧治療ガイドライン2019における高血圧例に対する減塩目標はどれか．1つ選べ．

（a）  3g／日未満
（b）  6g／日未満
（c）  7g／日未満
（d） 10g／日未満
（e） 12g／日未満

問題23 我が国の乳癌診療ガイドラインにおいて，乳癌発症率を増加させる危険因子とされているのは
どれか．2つ選べ．

（a） 授乳歴の長い女性
（b） BMI30以上の肥満
（c） 乳腺嚢胞症の既往歴
（d） 母親と姉妹が乳癌罹患
（e） 出産回数の多い経産婦

問題24 成人の血圧値分類の診察室血圧（mmHg）におけるⅠ度高血圧はどれか．1つ選べ．

　　収縮期血圧   　拡張期血圧
（a） 　＜120 かつ  　　＜80
（b） 120－129 かつ  　　＜80
（c） 130－139 かつ／または　　 80－89
（d） 140－159 かつ／または　　 90－99
（e） 160－179 かつ／または　　100－109

問題25 二次性高コレステロール血症の原因として誤っているのはどれか．1つ選べ．

（a） 甲状腺機能亢進症
（b） ネフローゼ症候群
（c） 原発性胆汁性肝硬変
（d） クッシング症候群
（e） 閉塞性黄疸
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「人間ドック認定医」から「日本人間ドック学会認定医」へ

人間ドック認定医のあり方に関する検討委員会 委員長 
秋田赤十字病院 健診部長 

村田雅彦

巻　頭　言

　本号発送予定は9月末日です．第62回日本人間ドック学会学術大会はWeb配信で開催され，成功裏に
配信期間が終了していることと思われます．コロナ禍が続き医療崩壊も危惧される中，学術大会長の那
須繁先生，運営委員の皆様，事務局その他スタッフの皆様の大変なご労苦に感謝申し上げます．
　さて，日本人間ドック学会理事会の今期活動目的は，「公益性の観点から，人間ドックに限ることなく，
健診事業全般，さらには健康の保持増進などの予防医療全般に関わる事業の普及発展と質の向上に寄与
することとする．」としております．医療従事者を育成する活動の一環として「人間ドック認定医のあり方
に関する検討委員会」が2020年7月新設され，私が委員長を拝命いたしました．Webやメール中心でし
たが議論の成果を取りまとめ，第62回学術大会会員集会の委員会報告で詳細を配信しました．その概要
について，この紙面をお借りして報告致します．
　「人間ドック認定医」制度の経緯は，1999年日本病院会による質の高い人間ドック健診を国民に提供す
ることを目的とした「人間ドック認定指定医」制度発足に始まります．日本人間ドック学会が引き継ぎ「人
間ドック認定医」制度となりましたが，2009年以降専門医制度推進の陰に隠れ，目的や理念・基本方針
などが曖昧なまま存続する状況でした．現在，医師会員数約6,000名のうち約6割が「人間ドック認定医」
を取得しています．
　委員会の活動目的として，医師会員の実態に即した形で，認定医の理念・基本方針やカリキュラム改
定の検討を行い，呼称についても検討したいと考えました．そのため，医師会員を対象にアンケート調
査を行うこととしました．結果を踏まえ委員会で議論を取りまとめた結果を，2021年7月の理事会にお
いて報告，以下の通り承認されました．

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

（1）制度名称について
　2022年4月より「人間ドック認定医」について「日本人間ドック学会認定医」と変更する．
　（1）の目的は「名は体を表す」，医師会員のアンケート調査においていわゆる人間ドックよりもそれ以外
の健診全般・予防医療全般に携わる比率が高いことが確認できたことに因ります．理事会の今期活動目
的である，人間ドックに限ることなく健診事業全般，さらには健康の保持増進などの予防医療全般に関
わるという方針とも合致します．人間ドックに限らないこと，本学会が認定する医師であることが明確
になります．

（2）日本人間ドック学会認定医のあり方について
　 日本人間ドック学会認定医とは，人間ドック健診などの予防医療に携わるうえで基本的な知識と技量
を有する医師として，国民の健康保持増進に寄与することを目指すものである．

（3）日本人間ドック学会認定医の理念と基本方針について
　 人間ドック健診専門医の理念や基本方針に包括されるが，日本人間ドック学会認定医は人間ドック健
診に限定せず，健診全般・予防医療全般を対象とするものとする．

　（2）（3）について，人間ドック健診専門医制度と対比した以下の議論を踏まえました．
　「人間ドック健診専門医制度」は，専門医機構による認定を目指す2学会の合同制度として運営されてい
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ます．高度な専門性を確保するカリキュラムで，指導施設での研修が必須となるため，地域に浸透しに
くい傾向が否めませんが，教育的・指導的な立場としての活躍が期待されます．
　他方，「日本人間ドック学会認定医制度」は，健診・予防医療に携わるうえでの質を担保するため本学
会が認定する制度として，基本的な知識や技量を確保するカリキュラムを目指すところです．医師確保
に難渋している地域の現状を鑑み，首都圏よりは地域において多くのニーズがあると考えられます．人
間ドック健診に限らず，健診予防医療の現場での活躍が期待されます．
　しかしながら，国民の健康保持増進に寄与するという意味で，認定医も専門医も目指すところは同じ
と考えました．
　日本人間ドック学会認定医に対して求められる「予防医療に携わるうえで基本的な知識と技量とは何
か？」という問いについて，以下の7か条にまとめました．

（4）日本人間ドック学会認定医7か条
　日本人間ドック学会認定医が，自信と誇りをもって予防医療に携わるうえで，以下が求められる．

①  常に医学の進歩や変化に柔軟に対応するため，予防医療全般にわたる知識を取り込む意欲
②  関連学会のガイドラインや省庁からの通知，参考図書等を活用した学習
③  予防医療に関わる多くの他分野専門医との連携
④   医療面接・診察・検査の実施～判定・結果説明・事後指導・フォローアップなど予防医療のあらゆる
場面において，受診者の健康保持増進を支援する姿勢

⑤   受診者の健康に影響しうる要因を，家庭や職場の環境などの社会的な背景も含め俯瞰的に評価し，提
案・指導できる能力

⑥   予防医療を実践する施設内において中心的な役割を担い，施設内のスタッフ（医師・保健師・看護師・
技師など）と継続的かつ密接な連携体制の構築

⑦  予防医療の発展のため，研究活動への参画や，社会に対する予防医学活動への協力

　カリキュラムも2022年度に改定予定です．ただし，5年間で学会所定の取得単位50単位を満たすとい
う方針に変更ありません．より多くの医師，すべての医師会員に認定医を取得していただけるよう，単位
を取得しやすい方向で改定作業中です．
　論文掲載について，学会誌「人間ドック」共同著者に対して（和文・英文ともに）単位を増やし，研究活
動への参画を期待します．
　認定資格について，日本内科学会以外の18基本領域学会専門医と，日本外科学会認定登録医に対して，
新設で2単位付与する事としています．その狙いは，内科系以外の医師にも積極的に予防医療に関わって
いただきたいと考えるからです．特に日本外科学会認定登録医は手術実績不足で専門医を更新できない
医師に付与されており，健診・予防医療に参画しやすい形にしたいと考えました．
　人間ドック健診情報管理指導士や産業医資格を有する医師は，受診者への保健指導や面接指導など健
康に影響する要因を俯瞰的に評価する能力が高く，予防医療に携わるうえでの研鑽を積まれていると評
価し，それぞれ単位を増やす予定にしております．
　予防医療に携わるうえで基本的な知識と技量を学ぶという意味で，本委員会が認めた指定講演の視聴
を必須とし，新設で7単位付与することとしました．第62回学術大会会期中に行った人間ドック認定医
（単独）研修会には，その狙いが込められています．
　学習教材として，「人間ドック健診専門医制度専門医対象セルフトレーニング問題」，参考図書として
本学会監修「人間ドック健診の実際」の活用，本学会ホームページの充実も図りたいと考えています．
　予防医療ほど総合力が求められる医療はないと考えます．健診・予防医療に自信と誇りをもって携わ
るため，健診・予防医療事業に携わるすべての医師が日本人間ドック学会認定医を取得して頂き，皆様
とともに国民の健康保持増進に寄与できればと考えています．



7 ( 367 )人間ドック　Vol.36  No.3  2021年

人間ドック36：367-384，2021総　説

はじめに
　人は外界からの情報の80％以上を視覚から得
ているといわれており，多くの情報を視覚に頼っ
ている．しかし，本邦の今日の眼科検診は，非常
に心もとない状況となっている．眼科検診におけ
る眼底検査は，かつて日本の死因1位であった脳
卒中の予知・予防法として非侵襲的に生体の動静
脈所見を得る手段として用いられていた 1）．しか
し，死因1位の座が悪性新生物になったこと（図1）
や，高血圧性網膜症（KW-Ⅲ以上）の頻度が血圧
管理の向上等によって減少したこと 2），眼底写真

人間ドックにおける眼科的所見
妹尾 正

獨協医科大学 眼科学教室 教授

要　約
　2007年まで老人保健法による「基本健康診査」で行われていた眼底検査は2008年に高齢者医療確
保法による特定健診・保健指導への移行に伴い必須項目から除外された．これにより人間ドック等
の私的検診における視機能管理の重要性が高まっている．眼科との連携医療を含めた予防医学上の
眼底評価では，高血圧・動脈硬化性の評価としてはWong-Mitchell分類，糖尿病網膜症では国際重
症度分類が重要視されるようになった．これらエビデンスに基づいた分類による眼底評価が，今後
の医療や予防医学における新たな基準，治療評価，他疾患との有意義な関連性につながる．また，
新しい評価法としての人工知能（AI）による評価も商業ベースで確立されつつある．この点を含めて
現状で使えるような評価内容をまとめた．

キーワード　眼底検査，眼科検診，視機能管理，予防医学

によるグレード分類には判定医の私見が入りやす
いこと，眼底所見と一致した明確なEBMが乏し
いこと 3,4）などから2008年以降の公的健診では眼
底検査は必須項目から除外された．このため予防
医学上，人間ドックでの眼科検診はより重要なも
のとなっている．この点を踏まえ，眼科検診のこ
れまでの変遷と現状，未来について本稿ではまと
めてみたい．本稿をまとめるにあたって引用した
文献やデータ上で「健診」と「検診」という言葉が混
在して用いられている．本来「検診」は特定の目的
疾患を検出するために行う検査とされ，一方で

図1　我が国における死亡原因の推移
1位は悪性新生物となったものの心疾患は増加傾向にあり，脳卒中も決して低頻度の疾患ではない．
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「健診」は一般的な健康状態の検査とされている．
眼科検診（健診）において，この2者をきれいに分
離することは難しく，このためか参考資料によっ
て表現がまちまちで，使い方も判断に苦しむ例が
あるため，本稿では基本的に「眼科検診」を用いた
が，引用先によっては「眼科健診」を使わざるをえ
ない点があることご留意いただきたい．

検診における眼底検査の変遷
　1983年から2007年までは老人保健法による
「基本健康診査（老人保健法による健診）」に基づい
て，市町村ごとに眼底検査が実施されていた．し
かし，2008年に高齢者医療確保法による特定健
診・保健指導が発足すると，全国で統一された「特
定健康診査」が実施されることとなり，75歳以上
の老人医療は本法が定める後期高齢者医療制度
へ，保健事業は健康増進法へ移行された．また
40歳以上の対象者にはメタボリックシンドローム

に対応するため，相応する各保険者が特定健診・
特定保健指導を実施する制度に移行した．これに
より対象者によって実施主体や検査内容も異なる
状況になる（図2）5）．
　第一期特定健康診査では，前年度の特定健康診
査で①肥満（腹囲が男性85cm以上，女性90cm以
上またはBMI≧25kg/m2），②高血糖（空腹時血
糖値100mg/dL以上またはHbA1c（NGSP）5.6％
以上），③脂質異常（中性脂肪150mg/dL以上また
はHDLコレステロール40mg/dL未満）④血圧高
値（収縮期血圧130mmHg以上または拡張期血圧
85mmHg）のすべての項目について基準に該当し
た者のうち，医師が検査を必要と認めた者が対象
となっていた．また，医師による判断基準には，
医師名および眼底検査が必要な理由をデータに明
記した上で，受診者に説明する必要があった．そ
の結果，眼底検査対象者は減少することとなり，
2007年以前と比較し眼科健診はおよそ1/100に

図2　日本の健診（検診）制度の概要（文献5より抜粋）
年齢や就労状況によって，その内容や検査主体が異なる．
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まで低下したといわれている 6）．その後2018年の
第三期特定健康診査で見直しが図られ，眼底検査
の適応範囲が拡大された．具体的には適応対象者
は，該当年の特定健診の結果で血圧または血糖検
査が受診推奨判定値（収縮期血圧140mmHg以上
または拡張期血圧90mmHg以上，空腹時血糖値
126mg/dL以上またはHbA1c（NGSP）6.5％以上，
または随時血糖値126mg/dL）以上のもののうち
医師が必要と思われるものとされた．
　川端らは，この基本健康診査から特定健康診査
（Ⅰ期，Ⅲ期）への移行による眼底検査実施の推移
を調べるために，特定健康診査対象者に希望で眼
底検査を行い，第Ⅰ期特定健康診査，第Ⅲ期特定
健康診査での眼底検査基準に従った場合の眼底検
査実施数，および基本健康診査時代の眼底検査実
施数を推定算出し比較した（表1-A）7）．その結果，
基本健康診査時代の眼底検査実施者数と比較し，
特定健康診査Ⅰ期で8.2％，特定健康診査Ⅲ期で
35.8％と落ち込んでいることがわかる．また，基
本健康診査時代の眼底検査における有所見者数を

100％として再計算すると，眼底出血で12.0％，網
膜所見で11.3％，硝子体所見で0％となり大きく
低下し，健康診査Ⅰ期の基準で有所見者数の80％
以上，健康診査Ⅲ期の基準で50％以上が，見逃さ
れてしまったことになる（表1-Dより算出）．一方，
精検結果回収率，有所見率に差はなく，基準の変
更は有所見者の検出向上には何ら影響を及ぼさず，
単純に対象者を制限したことになる（表1-B,C）．
　いずれにせよ健診事業における眼底検査は，「生
活習慣病の重症化の進展の評価を目的としてお
り，事後措置は主として医療への受診勧奨である
ため詳細な健診に位置づけられる」とされており ,
予防医学上の注意喚起というよりは要医療状態の
早期発見が主眼となっている（図3）．

眼科検診の現状と実際
1．眼科検診における人間ドックの意義
　日本人間ドック学会が毎年行っていた学会機能
評価認定施設に対するアンケート調査 8）をもとに，
人間ドックにおける眼科検診（以下ドック眼検診）

表1　各対象基準下での評価（文献7より引用）
A.　各基準下での詳細健診該当率

成人眼検診（眼底＋FDT） 第一期 第三期 基本健康診査の基準 a

詳細健診該当 4114 338 1473 4114
特定健康診査での詳細該当率 － 8.2％ 35.8％ 100％
B.　各基準下での精検結果回収率

成人眼検診（眼底＋FDT） 第一期 第三期 基本健康診査の基準 a

詳細健診該当 4114 338 1473 4114
精検結果返答（％） 1112（27.0％） 101（30.0％） 451（30.6％） 1068（26.0％）
C.　各基準下での有所見率

成人眼検診（眼底＋FDT） 第一期 第三期 基本健康診査の基準 a

精検結果返答 1112 101 451 1068
精検結果有所見（％） 944（84.9％） 82（81.2％） 377（76.3％） 914（85.6％）
D.　成人眼検診を基準とした際の各基準下での精検結果各所見の発見率

成人眼検診（眼底＋FDT） 第一期 第三期 基本健康診査の基準 a

所見内訳 緑内障関連 343b 26（ 7 .6％） 131（38.2％） 331（96.5％）
眼底出血 51b 6（12.0％）  22（44.0％） 50（98.0％）
網膜関連 168b 19（11.3％）  60（35.7％） 166（98.8％）
白内障 488b 47（ 9 .6％） 209（42.8％） 480（98.4％）
硝子体関連 28b 0（   0％）   9（32.1％） 28（ 100％）
その他所見 47b 3（ 6 .4％）  16（34.0％） 38（80.6％）

a: 「基本健康診査（老人保健法による健診）」時代の眼底検査実施数の見立て（成人眼検診結果から眼底検査結果のみを抽出）．
b: 成人眼検診実施で返答のあった精検結果の所見を分母（100％）とした．
川端らは，検診で希望者に眼科検査を行い，これまでの各基準下で検診対象者に当たるかどうか，陽性率はどう変化するかを比
較した．ここでの基本健康診査数は，多くの市町村での調査対象が眼底検査希望者であったことから，成人眼検診受診者のうち
眼底検査の結果のみを抽出することで「基本健康診査（老人保健法による健診）」時代の眼底検査実施者と見立てて算出している．
基本健康診査時代の眼底検査実施者数と比較し，特定健康診査Ⅰ期で8.2％，特定健康診査Ⅲ期で35.8％と減少した．また，基
本健康診査時代の眼底検査における有所見者数を100％として再計算すると，眼底出血で12.0％，網膜所見で11.3％，硝子体
所見で0％となり大きく低下し，健康診査Ⅰ期の基準で有所見者数の80％以上，健康診査Ⅲ期の基準で50％以上が，見逃され
てしまったことになる．
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の経年的な変化を調べると，すべての年齢グルー
プでドック眼検診の有所見率は経年的に増加傾向
にあり，C（経過観察），D1（要加療），D2（要精査）
の合計の眼有所見率は，39歳以下で2004年には
ドック眼検診者総数の6.5％であったものが2011年
で10.6％，40代で9.5％が15.1％，50代で13.4％
が20.6％，60歳以上で21.7％が30.6％と，8年
間で約1.5倍となっている（図4）．また，2004年
から2011年までの個別の増加率で見ると，39歳
以下ではCが1.8倍で最も高く，40代・50代でD1
が1.9倍，60代でD1が1.5倍となっていた．眼
検診の有所見率は増加傾向でかつ公的眼検診は減少
している現状で，人間ドックのような任意検診に
おける眼検診は，さらにその重要性を増している．
　ドック眼検診にかかる目的は，①生活習慣病や
循環器検診における血管病変の把握，②高頻度失
明疾患のスクリーニング（緑内障，糖尿病網膜症
（DM Retinopathy: DMR），加齢性黄斑変性症等），
③その他，全身または眼疾患の発見（うっ血乳頭，
転移性腫瘍，網膜色素変性症等）である．
1） 生活習慣病や循環器検診における血管病変の
把握

　古典的には，眼検診は高血圧による全身血管状

態の把握のため行われる．評価法はKeith-Wagener
分類やScheieの分類を用いることが多い．これら
2者の分類カテゴリーはどの成書にも記載されて
いるのでここでは割愛するが，検診に用いられる
根本となったのが，KeithとWagenerが1939年に
報告した論文に起因している（図5）．KW分類に
よる評価では，5年間死亡率がKW-Ⅰで30％，
Ⅱで46％，Ⅲで80％，Ⅳでは99％であったと報
告している 9）．しかし，その後の多くの報告は，
KW-Ⅳに相当する高血圧性網膜症で血圧コント
ロールなどの介入がない場合，非常に高い致死率
であったものの，KW-Ⅲ以下のグループでは報告
によって差が大きいことが解っている 10）．また，
高血圧や他の高血圧関連因子と眼底所見との明確
な関連性に否定的な報告も散見される 3,4）．一方
で，近年多くの大規模縦断疫学調査によるメタ解
析の結果が報告され，網膜細動脈径の狭小は脳卒
中や冠動脈性心疾患との関連性が明らかになって
いる 11,12）．さらに「高血圧治療ガイドライン2014」
や「人間ドック学会による眼底健診判定マニュアル」
にも，眼底の高血圧性変化との関連性が盛り込ま
れている．これらの眼底所見と循環器疾患の関連
性をもとに作成された高血圧眼底の分類として

図3　特定健康診査におけるフローチャート（文献5より抜粋）
検診事業における眼底検査は，予防医学上の注意喚起というよりは要医療状態の早期発見が主眼となっている．
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図4　人間ドック学会アンケートによる眼底検査有所見数の変遷（文献8より引用）
全年齢グループで有所見率は増加傾向にあり，C（経過観察），D1（要加療），D2（要精査）の合計の眼有所見率は，39歳以下で
2004年にはドック眼検診者総数の6.5％であったものが2011年で10.6％，40代で9.5％が15.1％，50代で13.4％が20.6％，
60歳以上で21.7％が30.6％と，8年間で約1.5倍となっている．また，2004年から2011年までの個別の増加率でみると，39
歳以下ではCが1.8倍で最も高く，40代・50代でD1が1.9倍，60代でD1が1.5倍となっていた．
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Wong-Mitchell分類（以下WM分類）がある（表2）．
本分類は表2に示す通り高血圧性網膜変化を「軽症：
KW-Ⅰ～Ⅱa, Scheie（H0～2, S1～4）」「中等症：
KW-Ⅱb～Ⅲ, Scheie（H3, S0～4）」「重症：KW-Ⅳ , 
Scheie（H4, S0～4）」にわけ全身疾患との関連付け
を行っている．「軽症」では脳卒中や冠動脈疾患な
どの循環器疾患の発症リスクが2倍程度まで，「中
等症」では2倍以上に上昇する．「重症」はKW-Ⅳ
にあたり放置すると致死的なイベントが起こりや
すくなる．このWM分類を用いた脳卒中・心筋
梗塞・循環器死亡率に対するコホート調査の結果
をフォレスト・プロットにして示した（図6）13,14）．
彼らの報告には具体的な眼底所見例が掲載されて
おり，実際の眼検診時の参考にするとよい．本稿

には彼らのまとめた所見をもとに典型例を掲載し
た（図7）．程度分類がエビデンスをもってリスク
と紐付けられることで，検診受診者の指導や連携
医療の充実を図れることになる．今後これらの大
規模縦断疫学調査によるメタ解析をもとにさらな
るEBMに基づく検診が行われると思われる．
2） 高頻度失明疾患のスクリーニング（緑内障，糖
尿病網膜症（DMR），加齢性黄斑変性症）

　本邦における中途失明原因の順位は我々が調査
した1989年当初は第1位であったDMRが2008
年には2位，2017年には3位となっている．これ
は血糖コントロールの向上や，DMR治療の発展
に伴うものである．一方で逆に1989年には第3位
であった緑内障は2008年に1位となり，以降その

表2　Wong-Mitchell分類と他の分類との比較（文献13より引用）
重症度 所見 全身疾患との関連 K-W分類 Scheie分類 判定

なし 所見なし なし 0 H0
S0 A

軽症
細動脈の局所～びまん性
狭細化・口径不同，
交叉現象，

反射亢進・銅線様変化

脳卒中，非症候性脳卒中，
冠動脈疾患，
循環器系死亡
オッズ（1～2倍）

Ⅰ/Ⅱa H0～2
S1～4 B or C

中等症
出血（斑状・点状・火炎状）

毛細血管瘤
綿花状白斑
硬性白斑

脳卒中，非症候性脳卒中，
認知症，冠動脈疾患，
循環器系死亡
オッズ（>2倍）

Ⅱb/Ⅲ H3
S0～4 D2

重症 上記に加えて乳頭浮腫 循環器死亡率が高い Ⅳ H4
S0～4 D2

図5　KW分類における生存率（文献9より引用）
KW分類による評価では，5年間死亡率がKW-Ⅰで30％，Ⅱで46％，Ⅲで80％，Ⅳでは99％であったと報告している．
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図6　眼底高血圧分類と疾患の危険度（文献13，14より引用）
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頻度は増加の一途である（表3）15-18）．先天性疾患
である網膜色素変性症の発症頻度が一定であった
と仮定した場合の各失明頻度上位疾患の比率は
1989年を1とした場合，DMRは2008年で0.97，
2014年で0.92，2017年で0.63と25年で約半分
に減少，同様に緑内障は1.42，1.6，1.9と2倍に
上昇し，加齢性黄斑変性症（Age-Related Macular 
Degeneration: ARMD）は1989年にはランク外で
あったため2008年を1として計算すると2014年
で0.95，2017年で0.82と微減している．これは
公的検診がメタボリックシンドロームを最重要課
題としている点にも関連しているのかもしれない．
しかし中途失明第1位の緑内障はその狭間で増加

の一途をたどっている．先述した川端らの報告で
も（表1）FDT（後述）を加味した上での緑内障検出率
は基本健康診査基準ベースで96.5％であったも
のが，第一期特定健診・保健指導ベースでは7.6％
に，第三期特定健診・保健指導ベースでは38.2％
と見逃されてしまうケースのほうが多くなってい
る．これらを踏まえると，ドック眼検診は緑内障
検出に最も重要な検査であるといっても過言では
ない．ここでは，現状での高頻度中途失明疾患別
に人間ドックにおける評価について述べたい．
①緑内障
　本邦における大規模疫学調査である多治見スタ
ディー18）では，40歳以上の有病率は5％と非常に
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軽度網膜症

交叉現象

限局性狭窄

銅線様反射

中等度網膜症

網膜出血

交叉現象
軟性白斑

網膜出血

図7　Wong-Mitchell分類の実際

重度網膜症

網膜出血

硬性白斑

軟性白斑

乳頭浮腫

高く，また緑内障と診断された対象者のうち，緑
内障の診断をすでに受けていた患者は10％たら
ずであったと報告している．また，本邦で最も多
いとされる正常眼圧緑内障（normal tension glau-
coma: NTG）は，自覚症状に乏しく眼圧が正常者
の分布と変わらないことから早期発見が非常にむ

ずかしく，他疾患で眼科受診時に偶然に発見され
るケースも多い．この点を踏まえると，ドック眼
検診が果たす役割が，最も大きい疾患である．
　緑内障，特にNTGを含む開放隅角緑内障の診
断を行う上で眼科医が一般的に行っている検査
は，①眼圧，②眼底検査（視神経乳頭陥凹拡大，
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乳頭蒼白，神経線維束欠損），③隅角検査，④視
野検査である．このうち隅角検査は眼科医以外が
行うことがむずかしく，検診や人間ドックではあ
まり実用的ではない．眼圧検査は非接触型眼圧計
（non contact tonometry: NCT）等の設備投資を行
えば容易に行える検査である（図8-a）．近年の

NCTは全自動で眼圧を計測出来る機種も多数あ
る．基準は，21mmHg以上で要検査（D2）となる
が，本邦における緑内障の多くがNTGである点
を留意しなければならない．
　眼底写真による判定は，緑内障のスクリーニン
グに重要な検査の一つとなる．見るべき所見は視

表3　中途失明の原因疾患（文献15～18より改変）
年度 1989 2008 2014 2017

1位 糖尿病網膜症
（16.0％）

緑内障
（20.9％）

緑内障
（21.0％）

緑内障
（28.6％）

2位 白内障
（13.0％）

糖尿病網膜症
（19.0％）

糖尿病網膜症
（16.0％）

網膜色素変性症
（14.0％）

3位 緑内障
（12.0％）

網膜色素変性症
（13.5％）

網膜色素変性症
（12.0％）

糖尿病網膜症
（12.8％）

4位 網膜色素変性症
（11.0％）

黄斑変性
（9.3％）

黄斑変性
（9.0％）

黄斑変性
（8.0％）

その他 その他
（48.0％）

その他
（37.3％）

その他
（42.0％）

その他
（36.6％）

1989年当初は第1位であったDMRが2008年には2位，2017年には3位となっている．一方
で1989年に第3位であった緑内障は2008年に1位となり，以降その頻度は増加している．
DMR: DM Retinopathy

図8　各検査機器
a：非接触型眼圧計，b：光干渉断層計と黄斑部所見，視神経乳頭評価，c：FDTスクリーナーとその結果
FDT: frequency-doubling technology perimetry

b

a c
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神経乳頭の陥凹拡大，視神経乳頭辺縁部切痕（リ
ムノッチ），視神経乳頭部出血，網膜神経線維層
欠損（retinal nerve fiber layer defect: NFLD）など
がある（図9-a,b）．視神経乳頭陥凹拡大の評価は
陥凹最大直径と最大視神経乳頭直径との比（cup-
to-disc ratio: C/D比）で評価する（図9-a②での点
線と実線の比）．乳頭の陥凹は正常の状態でも認

められるが，0.3以下といわれており，0.7以上を
カットオフ値としている．また，左右差が0.2以
内とされており，両眼の撮影をしておくことも重
要である．リムは乳頭外縁から陥凹外縁までの距
離でリムの幅はそこに存在している神経線維の量
に比例する．菲薄化によってリムの幅が大きく薄
くなったため，乳頭に向かって乳頭陥凹が突出し

Cup

Disc

Cup

Disc

Disc and Cup

①

②

③

④

リムノッチ

リム幅

a

①

②

③
b

図9　緑内障性眼底所見
視神経乳頭の陥凹拡大，視神経乳頭辺縁部切痕（リムノッチ），視神経乳頭部出血，網膜神経線維層欠損に注意する．
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表4　緑内障検診基準
所見 判定

緑内障所見

視神経乳頭陥凹 D2
神経線維束欠損 D2
視神経乳頭部出血 D2
その他乳頭変化 D2

眼圧 判定
≧21

（中央15.5mmHg） D2

表5　眼科診療間隔（文献20より引用）
Davis分類（対応する国際重症度分類） 受診間隔
糖尿病（網膜症なし） 1回／1年
単純糖尿病網膜症
（軽症～中等症非増殖糖尿病網膜症） 1回／6か月

増殖前糖尿病網膜症
（重症非増殖糖尿病網膜症） 1回／2か月

増殖糖尿病網膜症
（増殖糖尿病網膜症） 1回／1か月

糖尿病網膜症診療ガイドライン（第1版）が推奨する眼底検査の間隔

表6　糖尿病国際重症度分類と網膜症の評価
国際重症度分類 所見 改変Davis 新福田 Scott 評価

明らかな網膜症なし なし なし なし なし A
軽症非増殖網膜症 毛細血管瘤のみ

単純網膜症
A1 Ⅰa-Ⅱ D2

中等症非増殖網膜 軽症＜，重症＞ A2 Ⅲa-b D2

重症非増殖網膜症
1，4象限すべてに20以上の網膜内出血
2，2象限以上に数珠状静脈
3，1象限以上に網膜内細小血管異常
上記を一つ以上認め増殖変化を認めない

増殖前網膜症 B1 Ⅰb D2

増殖網膜症 1，新生血管または網膜外出血を認める 増殖網膜症 A3-5
B2-5

Ⅳ
Ⅴa-b D2

黄斑重症度 所見
なし 後極部に網膜肥厚や硬性白斑なし
あり 後極部に網膜肥厚や硬性白斑なし
軽症 黄斑部中心から離れている
中等症 黄斑部中心に近いが，含んでいない
重症 黄斑部中心を含んでいる

た状態をリムノッチという．また，リムと乳頭中
心部を通る直径との比（rim notch-to-disc ratio: 
R/D比）で0.1以下をもって異常とする（図9-a③）．
ただし，乳頭の大きさには個人差があるため，基
本的には診断は二次検診で行う．視神経乳頭部の
出血は正常者ではまれで診断的意義が高い，多く
はNFLDの辺縁に接した部分に生じる（図9-b②
の矢印赤）．NFLDは，特にリムが薄くなった部
分に生じる．神経の線維束は網膜表層を走行し視
神経乳頭に向かっているが視神経線維が欠損する
と写真上は網膜の色調がやや薄暗くなった感じに
映る（図9-b矢印緑）．これまでの所見のまとめを
表4に示す．
②糖尿病網膜症（DMR）
　糖尿病（DM）眼疾患は公的・私的検診による早
期発見やDM治療の発展により，中途失明者の1
位ではなくなったが，依然として上位の疾患であ
ることに変わりない．重要なことは，DMRが早

期発見と管理によって，失明から予防できる点で
ある．DMRは罹病歴に従って増加してゆき，罹
病7年で約50％発症し20年以上で90％に及ぶと
いわれている 19）．しかし，血糖コントロールによ
る介入で，その発症頻度を大きく抑制できること
は周知のとおりである．また多くの検診（健診）事
業でDMは最重要疾患の一つとなっており，内科
受診後に眼科に紹介受診することが多いが，偶然
眼科で検出されることも少なくない．健診でDM
がpoint-outされた場合，速やかに一度眼科の受
診を行い眼底の評価を行うことが推奨されてお
り，以下の眼科受診間隔は表5に示すとおりであ
る 20）．眼検診（ドック眼検診）のみならず眼科と他
科との連携医療を行う上でDMRの重症度分類は
重要である．一般的にScott分類，新福田分類，
改変Davis分類，国際重症度分類が用いられてい
る．ドック眼検診ではScott分類を用いる例が散
見されるが，眼科における病態や治療指針に合わ
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　一方でDMRと全身疾患との関係も多く報告さ
れており 21-23）DMRの重症度によって心血管イベ
ントの確率が高くなる傾向にある（図10，11）．

表7　各糖尿病分類とその意味合い
分類 意義

Davis分類 眼科的治療方針
福田分類 連携医療

ETDRS分類 治療評価等
国際重症度分類 評価の世界基準

ETDRS: Early Treatment Diabetic Retinopathy Study

ず，眼科的には治療に則したDavis分類を日常診
療で用いることが多く，第三期特定健診・保健指
導での評価でもDavis分類が用いられている．さ
らに近年，重症度に準拠した国際重症度分類も用
いられている．国際重症度分類と他の分類との比
較を表6に示す．また本分類には，黄斑症に対す
る評価も付属されている（表6）．眼科的にはDavis
分類との整合性が高く，重症化の目安となるため
他科との連携がとりやすい．
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中等･重症非増殖網膜症

増殖網膜症

発
症
率
（年
齢
補
正
）

p<0.001 p<0.001

p<0.001

1型糖尿病患者996例を20年間観察し、糖尿病網膜症の重症度と心血管疾患（狭心症、心筋梗塞、脳卒中）
発症との関係を検討した。

（%）

図10　国際重症度分類における全身合併症との関連（文献21より作図）
重症度の増悪に比例して血管系イベントは増加する．

0.01 0.1 1 10

Odds Ratio

糖尿病網膜症の有無
冠動脈疾患
脳卒中
他心血管系疾患

軽症糖尿病網膜症
冠動脈疾患
脳卒中
他心血管系疾患

中等症糖尿病網膜症
冠動脈疾患
脳卒中
他心血管系疾患

重症度分類と他疾患

0.01 0.1 1 10

Odds Ratio

眼底所見
網膜出血・血管瘤
冠動脈疾患
脳卒中
他心血管系疾患

硬性白斑
冠動脈疾患
脳卒中
他心血管系疾患
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冠動脈疾患
脳卒中

他心血管系疾患

眼底所見と他疾患

1.69
1.69
1.92

1.62
1.64
1.86

2.18
2.15
2.34

1.63
1.63
1.78

1.87
1.76
1.83

1.15
2.39
1.87

図11　JDCSからみた糖尿病網膜症によるリスク（文献22，23より引用）
JDCS: Japan Diabetes Complications Study
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この結果はDM・DMRの早期発見が生命予後を
含めいかに重要であるかを示している．DMR分
類の意味合いをまとめると，表7のようになる．
③�加齢性黄斑変性症（Age-Related�Macular�
Degeneration:�ARMD）

　本疾患は加齢に伴って中心窩を中心とする3,000
μmの範囲に生じる黄斑異常で，1989年に行われ
た調査では上位疾患ではなかったが，2008年に
は4位にまで増加している．現在は，早期発見・
治療によってその進展抑制が可能になってきてお
り，自覚症状の低い段階での発見が重要である．
滲出型と萎縮型に分類されるが，ドック眼検診で
は，ARMD前駆症状と言われる黄斑部ドルーゼ
ンや網膜色素上皮異常も含めD2判定で，眼科受
診を促すべきである（表8）．リスクファクターに
は，加齢，喫煙，男性，白人，教育水準，BMI，
DMの合併などがあるが，一方で抗酸化サプリメ

ントや抗炎症薬の使用は進行の抑制効果がある
（図12）24,25）．典型例をいくつか示すが，ARMD
は人間ドック・検診上でのスクリーニングは比較
的容易である．しかし前駆症状（軟性ドルーゼン，
色素上皮異常）は判断しにくい例もあり，むしろ
正常所見との違いでスクリーニングする方がよい
（図13）．

3） その他，全身または眼疾患の発見（うっ血乳頭，
転移性腫瘍など）

　人間ドック学会・眼底健診判定マニュアルに記
載されているものに筆者がよくドック眼検診で遭
遇する所見を追加したものを示す（表9，図14）．

眼科検診の未来
1．新たな診断機器の導入
　現状で眼科医が日常診療で用いているもののう
ちドック眼検診での有用性が報告されているもの
についてまとめた．
　ドック眼検診は眼底写真による検査が一般的だ
が，1枚の無散瞳眼底写真の画角はおよそ45°で
図15に示すように眼底のごく一部で周辺部の所
見は見落とされる．近年，超広角眼底撮影を用い
た健診が行われるようになり，その有用性が報告
されている（図15）26,27）．また，黄斑部や視神経乳
頭のOptical coherence tomography（OCT）の有用
性も報告されている 28）．本機器は黄斑部や視神経

表8　加齢性黄斑変性症の評価基準
分類 評価

所見

加齢性黄斑変性症前駆病変

　1）軟性ドルーゼン
　2）網膜色素上皮異常

D2

加齢性黄斑変性

1）滲出型加齢黄斑変性
　　含むポリープ状脈絡膜血管症
　　　　網膜血管腫状増殖

2）萎縮型加齢黄斑変性

D2

1.10
3.98
1.38
1.44
2.97
6.77
1.75
1.93
0.29
1.88
0.22

0.01 0.1 1 10 100
Odds Ratio

年齢（１歳あたり）
喫煙
白血球数
飲酒
男性
白人（対黒人）
教育程度（高卒以下ｖｓ大卒以上）
BMI
抗酸化薬の服用
糖尿病によるAMD進行
抗炎症薬と黄斑萎縮

図12　加齢性黄斑変性症のリスクファクター（文献24，25より引用）
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の断面像を描出でき，多くの情報を得ることがで
きる（図8-b）．一方で，デジタル眼底写真から網
膜中心動静脈の血管径の平均を算出して客観的評
価を行う試みが進んでいる．このソフトウェアーは
ウィスコンシー大学が開発し無償配布したことで多
くの疫学研究の報告がなされている（図16）14, 29-34）．

　緑内障検診では近年簡易型の視野検査特にFDT
スクリーナー（frequency-doubling technology 
perimetry）の有用性に関する報告がなされている
（図8-c）7,35）．本機器の測定原理は他報告 36）に任
せるが一眼の検査あたり一分前後で行える簡易型
の視野計である．中野らの報告 37）では，検診受診

表9　ドック眼検診にみられる有所見（文献2をもとに多い疾患を追記）
疑われる病名 所見 判定

視神経乳頭異常 視神経乳頭浮腫・うっ血乳頭
その他の（色素線条症など） D2

糖尿病疑い
およびその他網膜所見 軟性・硬性白斑，網膜出血など D2

網膜血管異常 網膜中心静脈閉塞症
網膜静脈分枝閉塞症 D2

黄斑部異常
網膜前膜
近視性黄斑症

その他異常（浮腫・円孔・変性・出血など）
D2

網脈絡膜変性・萎縮 網脈絡膜変性・萎縮 D2
有髄神経線維症 有髄神経線維 B
網膜色素変性症 網膜色素変性症 D2
脈絡膜欠損 脈絡膜欠損 D2

その他

硝子体混濁 D2
新生物 D2

脈絡膜色素斑 D2
レーザー治療後 D2

軟性ドルーゼン 色素上皮剥離 網膜色素上皮の色素脱失

萎縮型黄斑変性 滲出型黄斑変性
図13　加齢性黄斑変性症の参考所見



21 ( 381 )人間ドック　Vol.36  No.3  2021年

図14　ドック眼検診にみられる参考所見

眼底の約80%
をカバー

図15　超広角眼底写真による評価（ニコンソリューションズより提供）
一般の無散瞳眼底写真は画角がおおよそ45 °（写真の白丸）で眼底の一部しか描出されていない．このため写真の白丸の外
側は見落とされる可能性がある．超広角眼底写真では網膜のおおよそ80％を撮影することができる．DMRなどは周辺部
から所見が現れるため，広角撮影は重要である．
DMR: DM Retinopathy
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者に対する眼圧，眼底，FDT検査の比較で，FDT
による緑内障陽性率が最も高かったとしている．
川端らの報告でも検出率は眼底のみ，FDTのみ，
FDTおよび眼底検査双方が陽性の者の緑内障検出
率は，それぞれ66.5％，55.6％，77.5％となり
FDTを導入することで陽性率が向上するとしてい
る 7）．今後の検診導入後の結果に期待が持たれて
いる．
2． 人工知能（Arti�cial Intelligence: AI）を用いた
診断技術の応用

　多くの領域でAI技術の導入が進んでいる今日，
人間ドックなどの健診領域で特に応用が進んでい
る．IBMによるプラットフォームwatsonの多種
診断や肺がんのCTを用いた診断システム 38），脳
腫瘍診断システム 39）など多くのシステム導入が進
んでいる．なかにはスマートフォンで画像を撮影
して送信することで皮膚がんを診断できるような
システムまで存在する 40）．眼科領域ではDMRな

どすでに商品化されたものや，データ検証が進ん
でいる疾患も多くある．今後さらにこの領域は発
展するものと思われ，将来は診断に携わる医師は
必要とされなくなるだろうという過激な意見まで
ある（図17）41）．いずれにせよ打ち出されたデータ
をもとに診断・治療してゆかなければならないの

図16　網膜血管所見の客観的評価（文献14，29～34より一部引用）
決められた範囲内の網膜動静脈血管系を手動で計測し，それを基準に従って算出しCentral Retinal Artery Equivalent（CRAE），
Central Retinal Vein Equivalent（CRVE）を決定する．これをもって網膜血管の状態を評価してゆく．本方法を用いて網膜血管を評価
した結果のいくつか添付した．現状では全自動で結果が得られない点に，今後の課題も残されるが，これまでの評価と比較してエビ
デンスに基づく評価がなされる．

Hubbared LD, et al : Surv Ophthalmol 54: 74-95, 2009
Yatsuya H et al: Stroke 41: 1349-1355, 2010(ARIC study)

Central Retinal Artery Equivalent (CRAE)
Central Retinal Vein Equivalent (CRVE)

Artery W = 0.88x(w1
2 + w2

2)1/2

Vein    W = 0.95x(w1
2 + w2

2)1/2

W1 : 分岐後の血管径（小さいほう）
W2 : 分岐後の血管径（大きいほう）

• CRAE３μmあたりの血圧増加率は10mmHgに相当する。

• CRAEの低下は5年後の高血圧発症を2倍にする。

• 降圧剤の効果は網膜血管径で判定できる。

• CRVEの上昇は5年後の肥満の可能性を5倍高くする。

• CRVEの上昇者は有意にメタボリックシンドローム該当者であった。

• CRVEの拡張10%あたり肥満の危険率が40%上昇する。

川崎 良:あたらしい眼科9:44-48,2012

Tanabe Y, et al : Microcirculation 17: 94-102, 2009

Hughest AD, et al : J Hypertens 26 : 1703-1707, 2008

Saito K, et al: J Diabetes Investigation 2 : 225-232, 2011

Kawasaki R, et al: Br J Ophthalmol 92 : 161-166  2008

Kawasaki R, et al: Br J Ophthalmol 92 : 161-166  2008

図17　AIを用いた画像診断の今後（文献41より引用）
糖尿病網膜症ではAIを用いた製品も発売されており今後の発展が
注目される．Dr. ERICKSONは15～20年ですべての画像診断はAI
が行うことになるとしている．

Will Computers Replace Radiologists?

5年以内： マンモグラフィー、胸部単純XP 、

10年以内： CT(頭部、胸部、骨盤）、
MRI（頭部、膝、肩）、
超音波（甲状腺、肝臓、頸動脈）

15～20年以内： 全ての画像診断

今後放射線診断医にかける教育努力を縮小し、より患者と
密接な作業や侵襲的な検査のラーニングに努めてゆくべき
である。

BRADLEY J. ERICKSON, M.D., PH.D, Prof. of radiology of Mayo Clinic
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は医師であることに変わりはなく，溢れる情報を
いかに応用していくかが重要となる．
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緒　言
　近年，日本人の死因において心血管系疾患が増
加している 1）．心血管系疾患は，内臓脂肪の蓄積
に加え高血糖，脂質異常，高血圧の合併が要因の
一つと考えられており 1），医療費の増加に伴う国
民負担の増加につながると懸念されている．
　そのなかで，2008年度より特定健診・特定保
健指導が制度化された 1）．この取り組みは，健診
結果から対象者の心血管系疾患リスクの数に応じ
て保健指導対象者を抽出し，対象者の食生活や運
動習慣に応じた個別の保健指導を行うことで内臓
脂肪型肥満の要因となっている生活習慣を改善
し，生活習慣病を予防することを目的としている．
近年，特定保健指導の有効性が確認されており 2），
今後はデータ分析に基づき，より対象者に応じた
効果的・効率的な指導が求められている 3）．
　特定健診で使用されている標準的質問票は，特
定保健指導に活用することを意図して生活習慣を

標準的質問票の集団分析で得られる生活習慣の特徴は 
特定保健指導効果を向上するか？
中村允俊 1,2）　下田誠也 1）　柴田 祐 1）　南 久則 1,3）

要　約
目的：「標準的質問票」を用いて特定健診受診者の生活習慣を解析し，特定保健指導対象者の生活習
慣の特徴を明らかにする．さらに，得られた特徴を提示して保健指導を行う効果を検討する．
方法：熊本県のA企業で2008年から2016年の特定健診で実施した標準的質問票の結果を集計し，
A企業の特定保健指導対象者に特徴的な生活習慣を明らかにした．2016年の特定保健指導対象者を
無作為に2群に分け，特徴的な生活習慣を保健指導時に提示する「提示群」と提示しない「非提示群」
に分けた．「非提示群」は従来の方法で特定保健指導を実施した．「提示群」は従来の方法に加え特
徴的な生活習慣を資料として提示し，生活習慣の変容を促すよう指導した．2017年の健診結果を
2016年の結果と比較することで標準的質問票の結果に基づく特定保健指導の効果を判定した．
結果：A企業の特定保健指導対象者の特徴的な生活習慣は「身体活動量が低い」，「朝食を抜く習慣
がある」，「早食いである」であった．そのうち「朝食抜き」，「早食い」に関する資料を提示して特定
保健指導を実施すると，2017年の収縮期血圧は非提示群で増加するのに対し提示群で減少し，そ
の変化に有意差がみられた．
結論：特定健診時の標準的質問票を分析して対象集団の特徴を明らかにし，その結果に基づき特定
保健指導を実施すると，指導の効果が向上する可能性が示唆された．

キーワード　特定保健指導，標準的質問票，朝食抜き，早食い

問う項目で構成されている 3）．標準的質問票の結
果と内臓脂肪型肥満との関連について，溝下らは
男女とも歩行速度と長期的な体重増加が，また，
男性では食べる速さが内臓脂肪型肥満と関連する
ことを報告している 4）．真殿らは男女ともに「定期
的な運動の項目の改善」，男性は「夕食後の間食や
夜食の項目の改善」，女性は「朝食欠食の項目の改
善」が減量効果を高める行動であることを示して
いる 5）．山﨑らは定期的な運動の項目で「はい」と
回答した集団は「いいえ」と回答した集団に比べて
腹囲，BMI，拡張期血圧，グルコース，γ-GTP，
LDLコレステロールおよび中性脂肪が有意に低下
し，HDLコレステロールは高値であったことを
述べている 6）．このように，さまざまな研究で標
準的質問票の回答内容と内臓脂肪型肥満との関連
が報告されているが，保健指導の現場では標準的
質問票のすべての項目が活用されておらず，また，
独自の問診票を作成・活用していることが確認さ
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れている 7）．しかし，独自の問診票を作成し利用
することは指導者の業務時間が増える要因となり，
さらに保健指導を行う施設間の指導内容の統一性
を損なう可能性が考えられる．標準的質問票は特
定健診時に必ず得られる生活情報であり，その情
報は内臓脂肪型肥満との関連性も報告されている
ため，独自に作成する問診票と比べて簡便に生活
情報が得られ，さらに，指導効果を高める情報に
なり得る．しかし，これまでの研究で，標準的質問
票を解析して得られた生活習慣の特徴を指導に活
用し，その効果について検証した報告はまだない．
　そこで本研究では，特定健診受診者が回答した
標準的質問票を解析することで特定保健指導対象
者の生活習慣の特徴を明らかにした．さらに，得
られた特徴を特定保健指導に活用した．その後，
翌年の健診結果を解析することで，標準的質問票
から得られる生活習慣の特徴を活用した特定保健
指導の効果を検討した．

対象と方法
対象者の特徴の解析
　本研究は，熊本県北東部に位置するK市のA企
業の従業員を対象とした．この企業は機械の設計・
製造を行っており，従業員数349名，平均年齢

44.5歳である．2008年から特定の機関が毎年同
じ指導方法で特定保健指導を実施しており，2011
年から2013年まで特定保健指導対象者割合は減
少していたが，2014年以降は増加傾向が続いた
ことで例年特定保健指導の委託を受けていた機関
では指導方法の見直しが検討されていた（図1）．
　2016年度特定健診時に健康診断関連書類とと
もに研究に関する説明書類および調査の目的と結
果の学術的使用についての同意書を同封し，同意
書への記名によって同意を得た．なお，本研究は
熊本県立大学生命倫理審査委員会の審査（受付番
号28-07）で承認され実施した．
　標準的質問票の解析は，2008年から2016年の
9年間に実施された特定健診を受診した者を対象
とした．研究の同意を得られた170名のうち，女
性は12名と少数であったことから除外し，さら
に，特定健診時に朝食をとっていた3名は除外し
た．よって，研究対象は155名とした（図2）．対
象の標準的質問票の解析は，対象者の就労や家庭
などの状況は毎年変化することを考慮し，対象者
の各年の結果それぞれを1名として集計した．対
象者のなかには県外や海外の関連会社へ出向した
者や途中に入職・退職した者がいたため解析人数
は968名となった．対象者を特定保健指導対象者

図1　 A企業における特定保健指導対象者割合（2008年から2016年までの年次推移）
A企業の全職員について，2008年から2016年までの各年度で特定健診受診者のうち特定保健指導の
対象となった者の割合をグラフで示した．
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（動機付け群，積極的群）と非対象者（非対象群）に
分け，群別に標準的質問票の結果を比較し，A企
業の特定保健指導対象者に特徴的な生活習慣を明
らかにした．
特徴を活用した特定保健指導の実施
　上記の結果を基に対象者の特徴を円グラフ化し
たプレゼンテーション資料を作成し，2016年の
特定保健指導で提示した（図3）．特定保健指導対
象者は無作為に2群に分け，特徴的な生活習慣を
提示する「提示群」23名と提示しない「非提示群」
22名とした．非提示群の特定保健指導は従来の

図2　研究の流れと各タイミングの対象者数

2016年と2017年の健診結果から資料を提示した効果を比較評価

2017年特定健診実施

2016年特定保健指導実施

従来の初回面接に加えて資料を提示

2016年特定保健指導実施

従来の方法で初回面接

解析対象者の各年（2008～2016年）の結果それぞれを1名と判断（n=968）

2016年度全社員（n=349）

特定保健指導で資料を提示しない群

非提示群（n=22）

解析対象者の9年分（2008～2016年）の標準的質問票データを解析

特定保健指導対象者

積極的群（n=136）

非対象者

非対象群（n=767）

2008～2016年度健康診断を毎年受診した者（n=170）

　女性は少数のため解析除外（n=12）

研究不参加のため解析除外（n=179）

特定保健指導で資料を提示する群

提示群（n=23）

解析対象者（n=155）

特定保健指導対象者

動機付け群（n=65）

標準的質問票から特定保健指導対象者の生活習慣の特徴を確認・資料作成

健診時に朝食を摂っていたため解析除外（n=3）

図3　提示群に特定保健指導初回面接で提示した資料
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指導方法に従って実施した．提示群は従来の方法
に加え，標準的質問票結果から得られたA企業の
特定保健指導対象者の特徴を説明する資料を提示
し，提示した内容の生活習慣の変容を促すように
指導した．指導にはさまざまな保健師および管理
栄養士が携わるため指導者によって資料の提示方
法に差がでないよう，資料を提示する際のマニュ
アルを作成して提示の標準化を図った（図4）．積
極的支援と動機付け支援は支援回数が異なるた
め，提示条件の統一を図るために初回面接で資料
を提示した後は再び提示しなかった．

特徴を活用した特定保健指導の効果の判定
　指導から1年後の2017年の特定健診結果を2016
年の特定健診結果と比較することで資料を提示し
た効果を判定した．
　解析項目は，年齢，特定健診で測定した体格指
数body-mass index（BMI，体重（kg）÷身長（m）2

で計算），腹囲，収縮期血圧（systolic blood pres-
sure: SBP），拡張期血圧（diastolic blood pressure: 
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（FPG），生活習慣の把握は特定健診時に回

図4　群別特定保健指導初回支援内容の違い

1.注意事項

2.提示の手順

群示提非群示提

目標体重の設定

行動目標の設定

挨拶・自己紹介

 内臓脂肪型肥満（メタボリックシンドローム）について説明
 健診結果を説明
 動脈硬化にどのくらいなりそうかを想像していただく

行動目標の設定

目標体重の設定

 内臓脂肪型肥満になりそうな暮らしの振り返りを促す

①説明
「この9年間で特定保健指導の対象になった人とならな
 かった人の問診票の結果に差があるかを解析しました。」

自身が勤める会社で自身と同じように指導の対象になった者の
結果であることを伝えることで結果への不信感を減らすよう努
める。

挨拶・自己紹介

 内臓脂肪型肥満（メタボリックシンドローム）について説明

 動脈硬化にどのくらいなりそうかを想像していただく
 健診結果を説明

 内臓脂肪型肥満になりそうな暮らしの振り返りを促す

今後の特定保健指導支援プランの説明と連絡先等の確認

終わりの挨拶

研究結果の提示

③目標立案を義務付けるような説明にならないよう配慮して
 次の内容を伝える。
 「なぜ朝食を抜くのか、なぜ早食いになるのか、その理
 由は様々だと思います。夜勤が多い、朝が起きられな
 い、忙しくてゆっくり食べる暇がないなど関わっている
 要因が何かはまだ調査中ですが、あなたは関わっている
 要因についてどう思われますか？朝食抜きと早食いに
 ついても、行動目標の参考にしてみてください。」

終わりの挨拶

今後の特定保健指導支援プランの説明と連絡先等の確認

②図3を示して説明
「その結果、対象になった人はならなかった
 人に比べて「朝食抜き」と「早食い」の人が多いことが
 わかりました。」
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収した標準的質問票を使用した．
　特定健診はいずれの年度も9月頃にA企業へ赴
いて実施した．身長は0.1cm単位で測定し，体重
は0.1kg単位で測定した．BMIは体重（kg）と身長
（m）より求めた．腹囲（臍位）は非伸縮性のメジャー
を用い，0.1cm単位で測定した．SBPおよびDBP
は，椅子座位で5分程度安静後に自動血圧計を用
いて測定した．対象者には，血液検査前日からの
激しい運動の制限と前日21時以降の絶食を指示
し，空腹状態，安静状態で午前中に採血を行った．
　特定保健指導対象者における生活習慣の特徴を
調べるためにχ 2検定を用いた．得られた特徴と健
診結果との関連性の検討のためにSpearmanの順
位相関係数を用いた．資料を使用した効果は，指

導前後の健診結果の変化量をWilcoxonの順位和
検定にて，また，標準的質問票から生活習慣と健
康意識の変化をMcNemarの検定にて検証した．
なお統計ソフトは，統計パッケージ IBM SPSS 
18.0 Ver. for Windows（日本 IBM，東京）を使用し，
有意水準は5％（両側検定）とした．

結　果
対象者の特徴
　2008年から2016年までの特定保健指導対象者
と非対象者の標準的質問票の結果を比較解析して
得られたA企業の特定保健指導対象者と非対象者
の生活習慣の特徴を示す（表1）．解析の結果，「喫
煙習慣」，「身体活動」，「早食い」，「朝食抜き」，「生

表1　特定保健指導対象者の生活習慣の特徴
非対象群 動機付け群 積極的群

p値
（n＝766－767） （n＝64－65） （n＝134－136）

n （％） 調整済み
残差 n （％） 調整済み

残差 n （％） 調整済み
残差

喫煙習慣（現在，たばこを習慣的に吸っている）
はい 421（54.9） 0.4 6（ 9 .2） －11.5 102（75.6） 7.9 0.000
いいえ 346（45.1） －0.4 59（90.8） 11.5 33（24.4） －7.9

運動習慣（1日30分以上の軽く汗をかく運動を週2日以上かつ1年以上実施している）
はい 169（22.0） 1.4 15（23.1） 0.6 23（17.0） －0.2 0.127
いいえ 598（78.0） －1.4 50（76.9） －0.6 112（83.0） 0.2

身体活動（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）
はい 258（33.6） 2.5 21（32.3） －0.1 34（25.2） －2.8 0.017
いいえ 509（66.4） －2.5 44（67.7） 0.1 101（74.8） 2.8

歩行速度（ほぼ同じ年齢の同性と比較して歩く速度は速い）
はい 398（51.9） －2.1 36（56.3） 0.8 79（58.1） 1.9 0.103
いいえ 369（48.1） 2.1 28（43.7） －0.8 57（41.9） －1.9

早食い（人と比較して食べる速度が速い）
はい 230（30.0） －4.1 28（43.1） 2.8 53（39.0） 2.8 0.000
いいえ 537（70.0） 4.1 37（56.9） －2.8 83（61.0） －2.8

遅い夕食（就寝前の2時間以内に夕食をとることが週3回以上ある）
はい 271（35.4） 1.1 17（26.2） －2.1 48（35.3） 0.2 0.104
いいえ 495（64.6） －1.1 48（73.8） 2.1 88（64.7） －0.2

夕食後の間食（夕食後に間食をとることが週に3回以上ある）
はい 83（10.8） 0.7 8（12.3） 0.4 12（ 8 .9） －1.1 0.526
いいえ 683（89.2） －0.7 57（87.7） －0.4 123（91.1） 1.1

朝食抜き（朝食を抜くことが週に3回以上ある）
はい 163（21.3） －1.0 10（15.9） －1.8 37（27.4） 2.5 0.012
いいえ 603（78.7） 1.0 55（84.6） 1.8 98（72.6） －2.5

毎日飲酒（毎日お酒を飲む）
はい 356（46.4） 1.7 27（41.5） －1.1 57（42.2） －1.2 0.225
いいえ 411（53.6） －1.7 38（58.5） 1.1 78（57.8） 1.2

十分な睡眠（睡眠で休養が十分にとれている）
はい 399（52.0） －0.8 40（61.5） 2.3 68（50.7） －0.7 0.065
いいえ 368（48.0） 0.8 25（38.5） －2.3 66（49.3） 0.7

生活習慣改善意欲（運動や食生活等の生活習慣を改善しようと思う）
はい 243（31.7） 5.7 14（21.5） －2.1 22（16.3） －5.2 0.000
いいえ 523（68.3） －5.7 51（78.5） 2.1 113（83.7） 5.2



30 ( 390 ) 人間ドック　Vol.36  No.3  2021年

表3　標準的質問票の結果を用いた特定保健指導実施による健診結果の変化
提示群 非提示群

p値
n 平均値± SD 変化量 n 平均値± SD 変化量

年齢（歳） 2016年健診 23 48.8 ± 6.0 ― 22 49.9 ± 6.4 ― ―

BMI（kg/m2）
2016年健診 23 26.1 ± 2.6

0.00
22 26.7 ± 2.8

－0.15 0.682
2017年健診 23 26.1 ± 2.7 22 26.5 ± 2.7

腹囲（cm）
2016年健診 23 90.0 ± 6.3

－0.85
22 91.6 ± 7.3

－0.11 0.350
2017年健診 23 89.1 ± 6.7 22 91.5 ± 6.2

SBP（mmHg）
2016年健診 23 133.3 ± 9.6

－3.17
22 125.1 ± 11.1

9.09 0.002
2017年健診 23 130.1 ± 10.9 22 134.2 ± 15.7

DBP（mmHg）
2016年健診 23 82.8 ± 7.7

－1.00
22 81.7 ± 9.5

2.50 0.219
2017年健診 23 81.8 ± 6.5 22 84.2 ± 11.0

TG（mg/dL）
2016年健診 23 132.8 ± 81.4

－4.00
22 219.2 ± 141.2

21.18 0.919
2017年健診 23 128.8 ± 76.9 22 240.4 ± 182.3

HDL-C（mg/dL）
2016年健診 23 53.1 ± 14.9

1.96
22 45.1 ± 8.5

2.82 0.577
2017年健診 23 55.0 ± 13.0 22 48.0 ± 8.5

LDL-C（mg/dL）
2016年健診 23 125.1 ± 27.1

4.39
22 130.2 ± 28.1

4.50 0.892
2017年健診 23 129.5 ± 28.7 22 134.7 ± 24.6

FPG（mg/dL）
2016年健診 23 99.1 ± 25.5

4.13
22 98.8 ± 16.4

3.73 0.918
2017年健診 23 103.3 ± 32.1 22 102.5 ± 14.9

活習慣改善意欲」に群間差がみられた．「喫煙習慣」
は，喫煙者が積極的群では多く動機付け群では少
なかった．「身体活動」は，1日1時間以上歩行を
している者が非対象群と比べて積極的群では少な
かった．「早食い」は，早食いの習慣がある者が非
対象群と比べて積極的群と動機付け群では多かっ
た．「朝食抜き」は，朝食欠食者が積極的群では多
かった．「生活習慣改善意欲」は，生活習慣を改善
したいと考えている者が非対象群と比べて積極的
群と動機付け群では少なく，特に積極的群で少な
かった．
　「喫煙習慣」は積極的群と動機付け群で異なる特
徴がみられたため，共通した指導は困難と判断し
て特徴から除外した．「身体活動」，「早食い」，「朝
食抜き」，「生活習慣改善意欲」と全対象者，特定
保健指導対象者（積極的群と動機付け群），非対象
群の健診結果との関連性を示す（表2）．「身体活

動」，「早食い」，「朝食抜き」で特定保健指導対象
者（積極的群と動機付け群）との関連性がみられ
た．このことから，A企業の特定保健指導対象者
（積極的群と動機付け群）は非対象群に比べて「身
体活動量が低い」，「朝食を抜く習慣がある」，「早
食いである」という特徴が明らかになった．
特徴に基づいた資料の作成
　得られた特徴のうち，「身体活動」への介入は各
人の身体機能の状態によって一律の指導が不可能
である．作成する資料は特定保健指導対象者全員
に活用できる内容とするために「身体活動」は除外
した．「朝食抜き」と「早食い」は，Sakuraiらが朝
食の欠食習慣と肥満との関連を確認しており 8），
また，林は咀嚼に関する講義とセルフモニタリン
グ法 9）によって1年後の体重・BMI・腹囲の減少
を報告している 10）．これらのことから，内臓脂肪
型肥満との関連性を踏まえ「朝食抜き」と「早食い」

表2　生活習慣の特徴と各群の検査項目との関連

生活習慣の特徴 群 特徴と関連していた
検査項目 相関係数 p値

身体活動量が低い 積極的・動機付け TG 0.202 0.004
朝食を抜く習慣がある 積極的・動機付け HDL-C 0.226 0.001
早食いである 積極的・動機付け LDL-C 0.288 0.000

生活習慣改善意欲が低い
全対象

BMI 0.277 0.000
腹囲 0.225 0.000

非対象 BMI 0.278 0.000
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表4　標準的質問票の結果を用いた特定保健指導実施による生活習慣の変化

標準的質問票
提示群 非提示群

n 該当者割合 p値 n 該当者割合 p値

現在，たばこを習慣的に吸っている者
2016年健診

23
30.4

1.000 22
45.5

1.000
2017年健診 30.4 40.9

1日30分以上の軽く汗をかく運動を週2日以上かつ
1年以上実施している者

2016年健診
23

34.8
0.625 22

 9.1
0.125

2017年健診 43.5 27.3

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者

2016年健診
23

30.4
1.000 22

27.3
0.625

2017年健診 26.1 36.4

ほぼ同じ年齢の同性と比較して歩く速度は速い者
2016年健診

23
52.2

1.000 22
40.9

1.000
2017年健診 52.2 45.5

人と比較して食べる速度が速い者
2016年健診

23
30.4

0.727 22
36.4

0.500
2017年健診 21.7 45.5

就寝前2時間以内に夕食をとることが週3回以上ある者
2016年健診

23
30.4

1.000 22
27.3

1.000
2017年健診 26.1 22.7

夕食後に間食をとることが週3回以上ある者
2016年健診

23
21.7

1.000 22
 9.1

0.625
2017年健診 17.4 18.2

朝食を抜くことが週3回以上ある者
2016年健診

23
13.0

1.000 22
22.7

1.000
2017年健診 13.0 18.2

毎日お酒を飲む者
2016年健診

23
39.1

1.000 22
31.8

1.000
2017年健診 43.5 27.3

睡眠で休養が十分にとれている者
2016年健診

23
60.9

0.625 22
50.0

0.625
2017年健診 52.2 59.1

運動や食生活等の生活習慣を改善しようと思う者
2016年健診

23
30.4

0.727 22
27.3

1.0002017年健診 21.7 31.8

を是正する資料を作成した．
特徴の提示により得られた指導効果
　2016年と2017年の健診結果の変化量の解析結
果を示す（表3）．SBPについて，提示群は2016年
より2017年の数値が減少し，非提示群は2016年
より2017年の数値が増加しており，両群の変化
量に有意差がみられた．次に，2016年と2017年
の標準的質問票結果の変化を示す（表4）．両群と
もすべての項目において変化はみられなかった．

考　察
　本研究では，内臓脂肪型肥満との関連性が多数
報告されている標準的質問票から得られたA企業
の特定保健指導対象者の生活習慣の特徴を特定保
健指導の初回面接に活用し，1年後の健診結果を
分析することで標準的質問票を活用した特定保健
指導の効果を判定した．
　A企業の特定保健指導対象者は非対象者に比べ
て「身体活動量が低い」，「朝食を抜く習慣がある」，
「早食いである」という特徴があった．蔦谷らは，
大阪府羽曳野市の国民健康保険加入者の男性は標
準的質問票の「遅い夕食」と内臓脂肪型肥満との関

連を確認している 11）．これはA企業の特定保健指
導対象者の特徴とは異なる結果であり，内臓脂肪
型肥満と関連する標準的質問票の特徴は対象に
よって異なることが窺える．よって，A企業の特
定保健指導対象者の特徴はA企業のような業種形
態および規模の企業の特定保健指導でも活用でき
る可能性がある．
　次に，対象者へ「朝食抜き」と「早食い」を是正す
る資料を提示した結果，1年後のSBPは提示群で
減少，非提示群で増加し，この変化量に有意な差
を確認した．このことから，標準的質問票から得
られた特徴を資料化して特定保健指導対象者に初
回面接で提示すると，提示しなかった者に比べて
1年後の特定健診結果に影響する特定保健指導の
効果を向上させる可能性が示唆された．
　今回，作成した資料とその提示方法は「義務感」
と「不信感」を減らし，情報を自分のこととして感
じられるように配慮した．林らは特定保健指導後
に4％以上の体重減少があった男性を対象に，減
量についての個別インタビューを実施した結果，
初回面接で「義務感」を感じた者は体重減少後のリ
バウンド率が高かったため，できるだけ早期に自
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分のこととして感じられるよう支援する必要性を
述べている 12）．また，特定保健指導後に体重変化
が1％未満であった男性，あるいは体重が増加し
た男性について個別インタビューを実施した結
果，指導への不信感や反発を減らすために情報提
供のあり方を工夫する必要性を述べている 13）．そ
のため，今回の研究で得られた特徴を基に作成し
た資料は，結果をグラフで率直に表現し，「A企
業で特定保健指導の対象になる人の特徴であり，
行動目標設定の参考となる情報である」旨を伝え
ながら提示するのみとし，生活習慣を強制的に変
容させる指導は行わなかった．このことから，標
準的質問票で得られた特徴をグラフ化して率直に
説明することで生活習慣の変容を促す指導方法は
健診結果に影響する可能性が示唆される．
　しかし，「朝食抜き」と「早食い」の習慣は1年後
の標準的質問票では変化がみられなかった．坂田
らは男性の朝食欠食者でSBP高値の者が多く，そ
のライフスタイルは血圧上昇要因と関連があるこ
とを述べており 14），また，橋本らは，朝食を欠食
する集団は朝食を摂取する集団よりも血圧が高
く，高血圧予防策としての習慣的な朝食摂取の有
効性を報告している 15）．今回の結果では「朝食抜
き」への提示有無でSBP変化量に差が生じたこと
から，提示群においては「朝食抜き」の食生活に何
らかの影響を与えた可能性が示唆される．しか
し，影響の詳細は不明確であるため，今後は朝食
摂取の習慣化についての詳細な情報を得る手段の
検討が必要である．また，林は早食い是正の指導
を行えば肥満がより改善する可能性が高いことを
確認したが早食いの行動は改善しなかったことに
ついて，Ekuniら 16）や竹内ら 17）の研究を引用し，
早食いの保健指導を受けた者は早食いを是正する
傾向にあると述べている 10）．さらに，芦澤らの研
究では，早食い防止パンフレットで男性のメタボ
リックシンドローム発現抑制を確認したが，質問
票に「早食いである」と回答した割合に有意差はな
かったことについて，有意差はなかったが回答に
は変化がみられたことを挙げて，パンフレットの
配布により早食いである意識の向上がみられたと
推測している 18）．今回の結果も，提示群は指導前

後で早食いであると答えた者の割合に有意な変化
はなかったものの早食いであると答えた者の割合
は減少したことから同様の見解ができる可能性が
ある．
　本研究の限界点として，第一に，今回の研究は
A企業が一つの特定保健指導実施機関で特定保健
指導を受けた社員のみの結果を用いた研究である
ため，外的妥当性に配慮する必要がある．第二
に，特定保健指導の効果検証として熊本地震発生
から7ヵ月後と1年5ヵ月後の標準的質問票の結果
を用いたが，熊本地震からの経過期間によっては
地震による暮らしの変化が標準的質問票の結果に
影響を及ぼした可能性が示唆される．第三に，効
果の検証は特定保健指導初回支援から1年後のみ
であるため，長期間の効果は不明である．
　以上のような限界はあるものの，今回の研究
は，特定健診で得られる標準的質問票の結果から
特定保健指導対象者の特徴を明らかにし，その特
徴を特定保健指導に活用すると指導の効果が向上
する可能性を見出したことに意義がある．
　今後は，特定保健指導初回支援から2年後，3
年後の経年的な効果の検証が必要である．また，
標準的質問票から得られた特徴をポピュレーショ
ンアプローチとして活用することで得られる特定
健診結果への効果を検証し，標準的質問票を有効
に活用する方法を確立し，内臓脂肪型肥満改善率
の向上を目指したい．

結　語
　特定の集団において，特定健診で得られる標準
的質問票を分析して特定保健指導対象者の特徴を
明らかにし，得られた特徴を特定保健指導に活用
すると，その効果が向上する可能性が示唆された．
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Abstract
Objective: To analyze the lifestyle habits of persons getting a speci�c health checkup using 
a “standard questionnaire” and characterize the lifestyle habits of those receiving speci�c 
health guidance. In addition, the e�ects of providing health guidance by presenting such 
characteristics are examined.
Methods: �e results of a standard questionnaire conducted during speci�c health check-
ups between 2008 and 2016 at company A in Kumamoto Prefecture were tabulated to clari-
fy the lifestyle habits characteristic of those receiving speci�c health guidance at company A. 
�ose receiving speci�c health guidance in 2016 were randomly divided into two groups: 
the “presentation group” that was introduced to the characteristic lifestyle habits at the time 
of the health guidance and the “non-presentation group” that was not introduced to such 
habits. �e “non-presentation group” was given conventional speci�c health guidance. �e 
“presentation group” was introduced to the characteristic lifestyle habits through materi-
als in addition to the conventional method, and they were instructed to promote lifestyle 
changes. �e e�ects of speci�c health guidance based on the results of the standard ques-
tionnaire were evaluated by comparing the results of health checkups in 2017 with those in 
2016.
Results: The characteristic lifestyle habits of those receiving specific health guidance at 
company A were “little physical activity,” “a habit of skipping breakfast,” and “fast eating.” 
When the specific health guidance was carried out by presenting materials on “skipping 
breakfast” and “fast eating,” the systolic blood pressure increased in the non-presentation 
group, while it decreased in the presentation group in 2017. �e change was signi�cantly 
di�erent.
Conclusion: It is suggested that the e�ectiveness of guidance may be improved by analyz-
ing a standard questionnaire conducted during speci�c health checkups to clarify the char-
acteristics of the target population and implement speci�c health guidance based on the 
results.

Keywords: speci�c health guidance, standard questionnaire, skipping breakfast, fast eating
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はじめに
　日本のがん統計より，2019年の部位別がん死
亡数において，大腸がんは男性が3位，女性が1
位となっている．また2017年の部位別罹患数が
多い順で比較すると，大腸がんは男性女性の総数
で1位となっており，近年増加傾向を辿っている 1）．
　とりわけ昨今の大腸がん検査は便潜血反応で行
われているが，近年はMulti-Detector CTを用い
た大腸CT検査（CT colonography: CTC）も用いら
れている．
　CTCは腸管前処置を行った後に，大腸を炭酸
ガスで拡張した状態で撮影を行う検査方法であ
る．得られた画像データよりワークステーション
（以下WS）を用いて3D画像や仮想内視鏡画像を
駆使して読影を行う特徴がある．一般的なCT検
査と比較しCTCでは2体位の撮影を行う．通常は
腹臥位と背臥位で撮影を行うが側臥位で行うこと
もあり，これは残渣と病変を鑑別するためのもの

大腸 CT検査における被ばく線量低減についての検討
小瀬尚輝 1,2）　横地 隆 1,2）　川島晶子 1,2）　森山紀之 2）

要　約
目的：2017年10月の開設より導入した大腸CT検査（CT colonography: CTC）における被ばく線量
低減の試みについて報告する．
方法：2017年10月から2020年3月に施行した検診CTC99例を対象とした．撮影条件の変更を
行った時期により3期間：2017年10月～2018年8月の11ヵ月（期間A）：2018年9月～2019年5
月の9ヵ月（同B）：2019年5月～2020年3月の同11ヵ月（同C）に区分した．期間Aは20例（平均年
齢50.1歳，平均体格指数（body-mass index: BMI）23.4），管電圧120kV，SD値（標準偏差）20，期
間Bは20例（45.3歳，BMI23.9），BMIに応じて管電圧とSD値を変更（BMI≧25で120kV，SD値
30，20≦BMI＜25で120kV，SD値40，BMI＜20で100kV，SD値45），期間Cは59例（47.8歳，
BMI23.0），120kV，SD値30にて各期間検査施行した．各期間の腹臥位Dose-Length Product（DLP）
（mGy・cm）および実効線量（mSv）を算出した．
結果：期間AにおいてDLP101.5，実効線量5.0，期間BではDLP45.1，実効線量5.1，期間Cで
はDLP47.1，実効線量4.5であった．
結論：今回，3期間にわたり撮影条件を変更して検査施行を行った．管電圧を120kV，SD値30と
設定することで実効線量は4.5mSvまで低減されかつ画像ノイズも診断・読影に支障をきたさない
値を設定することができた．

キーワード　大腸 CT検査，撮影条件，実効線量，画像ノイズ

であるが，同時に被ばく線量の増加も懸念され
る．日本消化器がん検診学会大腸がん検診精度
管理委員会からの報告によれば，検診目的で行う
「大腸CT検査」は，（超）低線量で行うべきであり，
欧米の報告によれば，1検査あたり平均実効線量
で5.7～3mSv程度に抑える必要があるとされて
いる 2-6）．
　CTCにおける撮影条件の違いによる被ばく線
量を検討した報告は少ないのが現状であり，被ば
く線量と画質の関係は二律背反であるために検討
すべき課題と思われる．
　当施設では2017年10月よりCTCを導入し，導
入当初の撮影条件の結果，上記委員会報告である
1検査あたりの平均実効線量の5.7mSvを超える
症例を8例認めた．今回我々はCTCにおける撮影
条件を見直すとともに被ばく線量低減に向けた試
みについて報告する．



36 ( 396 ) 人間ドック　Vol.36  No.3  2021年

対象と方法
　2017年10月から2020年3月に施行した検診
CTC99例を対象とした．撮影条件の変更を行っ
た時期により3期間：2017年10月～2018年8月
の11ヵ月（期間A）：2018年9月～2019年5月の
9ヵ月（同B）：2019年5月～2020年3月の同11ヵ
月（同C）に区分し，各期間の腹臥位Dose-Length 
Product（DLP）（mGy・cm）および実効線量（mSv）
を算出した．それぞれ期間Aでは20例（平均年齢
50.1歳，平均BMI23.4），期間Bでは20例（平均
年齢45.3歳，平均BMI23.9），期間Cでは59例
（平均年齢47.8歳，平均BMI23.0）とした．次に
各期間における管電圧とSD値を記す．期間Aで
は管電圧120kV，SD値20とした．期間Bではま
ず管電圧とSD値の組み合わせによる画像評価を
行った．具体的には1）管電圧とSD値を13分類に
分け，CTにて大腸ファントムを撮影し120kV，
SD値20からSD値を5段階ずつ上げた5分類と
100kV，SD値10からSD値を5段階ずつ上げた8
分類を撮影した．2）各撮影条件に大きさの違う病
変の視覚（形態）の採点評価を行った．評価者は6
名の診療放射線技師で撮影条件などは伏せた状態
で評価した．評価する画像についてはWS上にお
ける仮想内視鏡画像とmulti-planar reconstruc-
tion（MPR）画像を使用した．評価基準は病変を認
識できるを2点，やや認識できるを1点，認識で
きないを0点とした．3）仮想内視鏡画像とMPR
画像の採点評価と各撮影条件におけるComputed 
Tomography Dose Index（CTDI），DLPを比較し
た．次に受診者の体格による影響の可能性を考慮
し，受診者のBMIをBMI≧25，20≦BMI＜25，
BMI＜20の3区分に分け，ファントムによる検討
結果を加味し，表2の如く条件を定めて撮影し
（表2），DLPおよび実効線量を比較した．期間C
については期間A，Bの検討結果から撮影画像の
質と被ばく線量のバランスを考慮し，読影に支障
のない画質を得ることができ，かつなるべく被ば
く線量低減を実現すると予想される120kV，SD値
30を撮影条件として設定した．主な使用機器，機
材について記す．CT装置は80列CT：Aquilion 
PRIME（キヤノンメディカルシステムズ，栃木）を

使用した．撮影条件はvolumeECを使用し，上限
は250mA，下限は10mAとした．ピッチファク
タは0.813，回転速度は0.5s，再構成関数は
FC03を使用し，再構成処理は逐次近似法を用い
e standardを使用した．画像処理はZiostation2
（ザイオソフト，東京）を使用した．ファントムに
ついてはCTCファントムNCCS型（京都科学社，
京都），隆起型Ⅰ直径固定高さ変動6種類，およ
び隆起型Ⅱ直径高さ比一定6種類（サイズの詳細
は図1～4内参照）を使用した．なお本研究に際し
ては医療法人社団進興会における倫理委員会の承
認のもと行われ，データ上知りえた情報に関して
は施設で取り決められた個人情報保護に関するガ
イドラインに則して厳重に管理し，受診者に不利
益が生じないよう配慮した．

結　果
　期間Aにおける症例数，設定管電圧，SD値，
DLP，平均実効線量を示す（表1）．期間Aにおけ
る平均実効線量は5.0mSvであったが20例中8例
で5.7mSvを上回る症例を認めた．次に期間Bに
おけるBMIに応じて可変した撮影条件とその結
果について記す．
　仮想内視鏡画像ではすべての撮影条件において
病変高さ3mm，径・高さともに3mmまで認識可
能であった（図1，2）．MPR画像では模擬病変の
高さ3mmと径・高さともに5mmの模擬病変ま
では認識可能であった（図3，4）．これは評価者6
名が上記模擬病変サイズにて2点を付けたという
意味であり，CTDI，DLPに関してはSD値を上
げることで線量は低下する傾向を示した．
　期間Bにおける症例数，設定管電圧，SD値，
DLP，平均実効線量を示す（表3）．期間Bでは腹
臥位DLPが期間Aより減少した結果となった．

表1　期間Aにおける症例数，設定管電圧，SD値，DLP，
平均実効線量
検診CTC件数 20例
管電圧 120kV
SD値 20（固定）

腹臥位DLP 101.5mGy・cm
平均実効線量 5.0mSv

DLP: Dose-Length Product
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図1　仮想内視鏡画像　径10mm固定病変（病変の高さ変動）
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図2　仮想内視鏡画像　病変と径の高さ一定
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図3　MPR画像　径10mm固定病変（病変の高さ変動）
MPR: multi-planar reconstruction
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　期間Aと比較し期間Bでは腹臥位DLPにおいて
低下を示したが，仮想内視鏡画像やvirtual gross 
pathology（VGP）画像にてWS上に画像ノイズが
顕著に現れた症例があった（図5a，b）．そのため

読影に支障が出る症例を認める結果となった．次
に期間Cにおける症例数，設定管電圧，SD値，
DLP，平均実効線量を示す（表4）．
　期間Cにおいて，期間A，Bと比較し平均実効

表2　期間BにおけるBMIに応じた管電圧およびSD値
BMI≧25 120kV　SD30

20≦BMI＜25 120kV　SD40
BMI＜20 100kV　SD45

表3　期間Bにおける症例数，設定管電圧，SD値，DLP，
平均実効線量
検診CTC件数 20例
管電圧 BMIに応じて可変
SD値 BMIに応じて可変

腹臥位DLP 45.1mGy・cm
平均実効線量 5.1mSv

DLP: Dose-Length Product

図4　MPR画像　病変と径の高さ一定
MPR: multi-planar reconstruction
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図5　a：仮想内視鏡画像　b：VGP画像
期間Bにおける症例画像（BMI24.3，120kV，SD値40）である．
半月ひだの太まり，結腸膨起，結腸ひもを観察し病変を拾い上げする際，SD値40では画像ノイズが目立つ．
VGP: virtual gross pathology

a b
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表4　期間Cにおける症例数，設定管電圧，SD値，DLP，
平均実効線量
検診CTC件数 59例
管電圧 120kV
SD値 30（固定）

腹臥位DLP 47.1mGy・cm
平均実効線量 4.5mSv

DLP: Dose-Length Product

線量は減少し，かつ期間Bと比較し，画像ノイズ
が低減された画像を得ることができた（図6a，b）．
現在，当施設では管電圧を120kV，SD値30と設
定し撮影を行っている．

考　察
　開設当初の期間Aでは日本消化器がん検診学会
大腸がん検診精度管理委員会からの報告より，推
奨実効線量上限の5.7mSvを超えた症例が4割程
度（8例）あり，欧州のコンセンサスや欧米の実地
パラメータの水準より当施設の被ばく線量の水準
は高いものであったため撮影条件の見直しを行っ
た．CTCにおける検査精度について日本初の大規
模制度評価である多施設共同臨床試験（Japanese 
National CT Colonography Trial: JANCT）の報告
によると，6mm以上の大腸ポリープ・腫瘍に対
する患者別の感度，特異度，陽性適中率，陰性適
中率がそれぞれ87％，92％，79％，95％であっ

た 6-9）．またLiebermanらは平均的リスクの患者
における6～9mmのポリープの有病率は9.1％で
あり，このうち6.6％にadvanced neoplasiaがみ
られるものの，がんは0.2％にすぎないとし，ま
た5mm以下のポリープに関してadvanced ade-
nomaは1.7％にすぎず高度異型やがんは0.06％
とまれであるという報告がある 10,11）．また米国で
は5mm以下の小さなポリープは大腸CTの検出
精度限界を超えているとの報告がある 11,12）　．期
間Bでは大腸ファントムを用いた模擬病変の視覚
評価において，仮想内視鏡画像ではすべての撮影
条件において病変高さ3mm，径・高さともに
3mmまで認識可能であり，MPR画像ではすべて
の撮影条件において模擬病変の高さ3mmと径・
高さともに5mmの模擬病変までは認識可能で
あった．そのため期間Bでは期間Aより撮影条件
を低下させた条件で試み，かつBMIに応じた撮
影条件とすることで腹臥位DLPの低下がみられ

図6　a：仮想内視鏡画像　b：VGP画像
期間Cにおける症例（BMI24.3，120kV，SD値30）である．
期間Bの画像と比較し画像ノイズが低減された画像を得ることができた．
VGP: virtual gross pathology

a b
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た．しかし，仮想内視鏡画像やVGP画像にて画
像ノイズが顕著で読影に支障のあった症例が12
例あった．撮影条件を定める際，模擬病変での実
験・検討内容でも示したが，線量低減ばかりに重
点を置くのではなく，対象病変，見逃してはいけ
ない病変を描出できる条件設定が必要と考える．
被ばく線量の低減と良好な画質の双方を考慮した
結果，期間Cの撮影条件である120kV，SD値30
を設定した．その結果，平均実効線量は4.5mSv
まで低減され同時に画像ノイズの改善もみられ
た．今回本研究では腹臥位のみにおいて撮影条件
の検討を行った．その理由として当施設では背臥
位撮影で腸管外臓器の読影を行っており，線量を
低減させたことによる画質低下から，読影が困難
になると考えられたためである．被ばく線量と画
像ノイズ・SD値の関係は表裏一体である．本研
究を行ったことで被ばく線量を低減させ，低線量
で検査を行い，かつ画像ノイズに着目しよい写
真・画像を提供することが実現できたと考えられ
る．

結　語
　今回，3期間にわたり撮影条件を変更して検査
施行を行った．管電圧を120kV，SD値30と設定
することで開院当初の被ばく線量より低減されか
つ画像ノイズも診断・読影に支障をきたさない値
を設定することができた．今後も受診者の医療被
ばくを考慮し，かつ適切な画像を撮影する質の高
い検査を提供できるよう努めていきたいと考える．
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　本論文の内容に関連する著者らの利益相反はな
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　本論文の一部は第61回日本人間ドック学会学
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Evaluation of Exposure Dose Reduction in Computed Tomography Colonography

Naoki Kose1,2), Takashi Yokochi1,2), Akiko Kawashima1,2), Noriyuki Moriyama2)

1) Midtown clinic Meieki
2) Shinkokai

Abstract
Objective: To report the attempts undertaken to reduce radiation exposure in colorectal 
computed tomography examinations (CTCs), starting from October 2017.
Methods: Our study included 99 patients who underwent CTC as part of a medical exam-
ination between October 2017 and March 2020. �e study period was divided into three 
timeframes, according to the timing of the change in the filming conditions: 11 months 
from October 2017 to August 2018 (Period A); 9 months from September 2018 to May 
2019 (Period B); and 11 months from May 2019 to March 2020 (Period C). �e period A 
cohort included 20 patients (mean age, 50.1 years; mean body mass index [BMI], 23.4) and 
a tube voltage of 120 kV with a standard deviation (SD) of 20 was applied; the period B 
cohort contained 20 patients (mean age, 45.3 years; BMI, 23.9) and the applied tube voltage 
and SD di�ered according to BMI (120 kV, SD of 30 at BMI ≧ 25, 120 kV, SD of 40 at 20 ≦ 
BMI <25, and 100 kV, SD of 45 at BMI < 20); and the period C cohort contained 59 patients 
(mean age, 47.8 years; BMI, 23.0) and a tube voltage of 120 kV, SD of 30 was applied. �e 
dose-length product (DLP) at prone position (mGy・cm) and e�ective dose (mSv) were 
calculated for the di�erent time periods.
Results: In period A, the DLP was 101.5 mGy･cm and e�ective dose was 5.0 mSv; in peri-
od B, the DLP was 45.1 mGy･cm and e�ective dose was 5.1 mSv; and in period C, the DLP 
was 47.1 mGy･cm and e�ective dose was 4.5 mSv.
Conclusion: In this study, we carried out CTC examinations by changing the �lming con-
ditions for three periods. By setting the tube voltage to 120 kV, SD of 30, the e�ective dose 
was reduced to 4.5 mSv, and we were able to set a value of image noise that did not cause 
diagnostic or interpretation failure.

Keywords: colorectal computed tomography imaging, �lming conditions, e�ective dose, 
image noise
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症例報告

はじめに
　膵は腹側膵と背側膵の二つの原基に分かれて発
生し，腹側膵が背側より180度回転，背側膵に癒合
する．この胎生期の腹側膵が膵鉤部となる．その
ため膵鉤部は解剖学的に特異な位置を占めること
になる．すなわち，膵鉤部は膵頭部の深部に位置
し，上腸間膜静脈（superior mesenteric vein: SMV）
の背側～右側に接して存在する．さらには膵鉤部
は背側膵由来の膵頭部に比して加齢とともに低エ
コーとなることが知られている 1）．一方で，小膵
がん（TS1＜20mm）は低エコー腫瘤として検出さ
れることが多いので，超音波検査（ultrasound: US）
で膵鉤部に小膵がんを検出することは容易ではな
い．
　我々は本誌に2010年から2015年の間に人間

人間ドックで測定した CA19-9により検出された 
膵鉤部がんの 4例

矢島義昭 1）　松本 健 1）　石井秀和 1）　斎藤雄大 2）　吉田沙也香 2） 
佐藤武敏 2）　見田 尊 3）　井戸谷 恵 4）　黒澤 功 5）　細内康男 6）

要　約
　切除可能と考えられる病期の4例の膵鉤部がんが当院の人間ドックで検出された．膵鉤部の腫
瘤は健診時の超音波検査（ultrasound: US）では検出できず，CA19-9の上昇より造影CTで検出さ
れた．男性3例，女性1例，年齢は53～64歳であった．健診時のCA19-9はそれぞれ165，66，
111，43U/mLであった．腫瘍径はそれぞれ15，25，30，20mmであった．全例において腫瘍は
上腸間膜静脈（superior mesenteric vein: SMV）に接しており，特に症例2，3においては180度以下
ではあるが，広範に接していた．症例2，3はハイボリュームセンターではない施設に紹介された
が，SMV浸潤のために切除に至らなかった．一方，ハイボリュームセンターへ紹介された症例1，
4に関しては術前補助化学療法が施行され，ypStage IIAであった．症例2ではmagnetic resonance 
cholangiopancreatography（MRCP）で膵尾部に分枝型膵管内乳頭粘液性腫瘍（intraductal papillary 
mucinous neoplasm: IPMN）が併存していた．症例3は健診より5ヵ月後に閉塞性黄疸となって受診
したが，CA19-9は約5倍に上昇していた．症例4は1年前の健診時にCA19-9の上昇を指摘され
ていたが，受診しなかった．翌年の健診ではCA19-9は約30倍に上昇していた．複数の小さな分枝型
IPMNがMRCPで指摘されたが，健診時のUSでは描出できなかった．今回提示した膵がんはCA19-9
の測定なくしては診断できなかったので，人間ドックにおけるCA19-9測定の有用性が示された．

キーワード　CA19-9，超音波検査，膵鉤部がん，人間ドック

ドックでCA19-9の上昇より検出された10例の
膵がんについて報告したが，膵鉤部がんは含まれ
ていなかった 2,3）．しかし，2016年より2020年の
間に手術可能と考えられる病期の4例の膵鉤部が
んが発見された．全例においてUSでは検出でき
ず，CA19-9の上昇より造影CTが施行されて検
出された．本稿では人間ドックにおけるCA19-9
測定の有用性とUSでの膵鉤部がん検出の問題点
について報告する．

症　例
　2016年3月より2020年12月の間に切除可能と
考えられる病期の4例の膵鉤部がんが発見された．
全例が無症状で，健診時のUSでは検出できず，
CA19-9の上昇より造影CTを施行することによっ



43 ( 403 )人間ドック　Vol.36  No.3  2021年

て検出された．当院でのCA19-9異常値に対す
る対応は外来での精検時（健診より通常1ヵ月後）
にCA19-9を再検し，正常化，あるいは下降に転
じた場合は3ヵ月後の再検とし，上昇した場合は
造影CTあるいはmagnetic resonance cholangio-
pancreatography（MRCP）を適宜施行した．
　当院の人間ドックの受診者数は，2016年度以降，
毎年3万人を超えており，約80％はリピーターで
あった．年齢構成は中央値で男性51歳，女性50
歳であった．用いた超音波装置はXARIO-XG（東
芝メディカルシステムズ，栃木）で5人の技師が
担当し，走査方法は既報のαスキャン 4）で行った．
走査に要した時間は約5分間であり，膵の描出が
不良の場合には半坐位での走査を追加した．飲水
法は用いなかった．
　CA19-9の測定はケミルミACS-CA19-9 II（シー
メンスヘルスケア・ダイアグノスティクス，東京）
を用いた．測定値は小数点以下第1位で出力される
が当院の電子カルテに転送時に四捨五入されて整
数値に変換されている．カットオフ値は37U/mL
である．また，Lewis式血液型陰性者でCA19-9

が検出感度以下となる症例については，Lewis式
血液型に左右されないDU-PAN-2などの腫瘍
マーカーの検討は行わなかった．
　性別は男性3例，女性1例，年齢は53～64歳で
あった．全例において膵鉤部の腫瘤は健診時の
USでは検出できず，CA19-9の上昇より造影CT
を施行して検出された．各症例のCA19-9は165，
66，111，43U/mLであったが，再検値が明らか
に上昇していることを確認して造影CTが施行さ
れた．腫瘍径はそれぞれ15，25，30，20mmで
あった（表1）．
　全例において腫瘍はSMVに接して存在し，症
例2，3においては180度以下ではあるが広範に接
していた（図1～6）．
　症例2，3についてはハイボリュームセンターで
はない施設に紹介されており，SMV浸潤のため
に切除に至らなかった．症例1，4に関してはハイ
ボリュームセンターに紹介されたが，術前補助化
学療法が施行され，ypStage IIAであった．
　症例1では1ヵ月後にはCA19-9は約6倍に上
昇していた．症例2ではMRCPで膵尾部に分枝型

表1　人間ドックで発見した膵鉤部がん4症例の内訳
症例 年齢／性 CA19-9（U/mL） 腫瘍径（mm） SMV/PV浸潤 Stage 特記事項

1 59F 165   →   1055 15 接触 ⅡA 術前化学療法後にPD
2 60M  66   →     88 25 接触＜180 ° ⅡB 胃空腸吻合
3 64M 111  →→   522 30 接触＜180 ° ⅡB 減黄術，胃空腸吻合
4 53M  43 →→→ 1412 20 接触 ⅡA 術前化学療法後にPD

→：1ヵ月後，→→：半年後，→→→：1年後
PD: pancreaticoduodenectomy（膵頭十二指腸切除術），PV: portal vein，SMV: superior mesenteric vein

図1　症例1の造影CT門脈相（a）と平衡相（b）
膵鉤部にφ 15mmの乏血性の腫瘍（矢頭）を認める．平衡相で淡く造影されている．腫瘍はSMVに接している．
SMV: superior mesenteric vein

SMV

a. b.a. b.
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膵管内乳頭粘液性腫瘍（intraductal papillary muci-
nous neoplasm: IPMN）が併存していた（図7）．症
例3は健診より5ヵ月後に閉塞性黄疸となって受

診したが，CA19-9は約5倍に増加していた．
　症例4は1年前の健診時にCA19-9の軽度上昇
を指摘されていたが，受診しなかった．翌年の健

図2　症例2の造影CT門脈相（a）と平衡相（b）
膵鉤部にφ 25mmの乏血性の腫瘍（矢頭）を認める．平衡相で淡く造影されている．腫瘍はSMVに180度未満で接している．
SMV: superior mesenteric vein

SMV

a. b.a. b.

図3　症例2のMRI所見
T1強調像（a）と拡散強調像（b）で造影CTより腫瘍は鮮明に描出されている．

Ｔ１ＷＩ

a. b.a. b.

図4　症例3の閉塞性黄疸時の造影CT門脈相（a）と平衡相（b）
膵鉤部にφ 30mmの乏血性の腫瘍（矢頭）を認める．平衡相では周辺よりわずかに造影されている．腫瘍はSMVに180度未満で接している．
SMV: superior mesenteric vein

SMV

a. b.a. b.
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診ではCA19-9は約30倍に上昇していた．その
3ヵ月前に同じく当院の健診を受診した母親は
MRCPで無数の分枝型 IPMNが鈴なり状態で

ＩＰＭＮ

図7　症例2のMRCP所見
主膵管と交通した大きさ7mmの分枝型 IPMNを認める．
IPMN: intraductal papillary mucinous neoplasm，MRCP: magnetic 
resonance cholangiopancreatography

あった．患者自身も多数の分枝型 IPMNがMRCP
で指摘されたが（図8），健診時のUSでは描出で
きなかった．

図8　症例4のMRCP所見
膵頭部から体部にかけて，主膵管近傍に多数の分枝型IPMNを認める．
IPMN: intraductal papillary mucinous neoplasm，MRCP: magnetic 
resonance cholangiopancreatography

図5　症例4の1年後の造影CT門脈相（a）と平衡相（b）
膵鉤部にφ 20mmの乏血性の腫瘍（矢頭）を認める．平衡相では辺縁よりわずかに造影されている．腫瘍はSMVに接している．
SMV: superior mesenteric vein

SMV

a. b.a. b.

図6　症例4のMRI所見
T1強調像（a）と拡散強調像（b）で造影CTより腫瘍は鮮明に描出されている．

a. b.a. b.
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　4例はすべて当院人間ドックのリピーターであ
り，それまでカットオフ値以下であったCA19-9
が突然異常値を示していた（図9）．

考　察
　当院人間ドックでは全例にCA19-9の測定を
行っており，その有用性について報告してきた 2,3）．
2010年より2015年までの延べ99,807人の検討
では，検出された10例の膵がん例に膵鉤部がん
はなかったが，その後2016年から2020年にかけ
て4例の切除可能と考えられる病期の膵鉤部がん
がCA19-9の上昇より検出された．特筆すべきは
2例において精査時期が5ヵ月，12ヵ月と遅れた
結果，CA19-9は著増し腫瘍の進展がみられたこ
とである．まさに毎年人間ドックを受診するリ
ピーターにおいて絶妙のタイミングで切除可能と
考えられる病期の膵がんをとらえることができ
た．前稿においても10例中7例の切除できた膵が
んは全例，毎年人間ドックを受けていたリピー
ターであった 3）．
　今回報告した膵鉤部がんは切除可能と考えられ
る病期に診断できたとはいえ，2例では切除でき
なかった．院内での方針が徹底されていなかった
ために，いつものハイボリュームセンターに紹介
されなかったものである．もしハイボリュームセ

ンターに紹介されていればStage IIBで切除可能で
あったと思われる．その後は可及的速やかにハイ
ボリュームセンターに紹介する流れを院内で徹底
した．
　江川ら 5）は全国集計の解析より，TS1における
CA19-9の陽性率を53.2％と報告している．中国
からのLiuらの報告 6）でもStage IのCA19-9の陽
性率は55.6％であった．一般的に消化器の粘膜
内がんで産生されたCA19-9は，粘液とともに腺
管腔に分泌されるため血中に増加しない．がんが
基底膜を破り浸潤していくと周囲の組織間隙に
CA19-9が分泌され血中での上昇が始まり，腫瘍
の増大に伴い急激に上昇していく 7）．また，膵がん
の約10％はCA19-9非産生と考えられている 8）．
したがって，健診においてCA19-9の上昇より早
期の膵がんを検出する試みには原理的な限界があ
ることは明白である．しかし，いわゆる“早期膵
がん”（Stage 0，Stage I）を検出することは困難で
あるが，切除可能な膵がん（～Stage IIB）の検出に
は寄与しうると考えられる．当院人間ドックでの
11年間の解析結果では，検出された26例の膵が
ん中15例が切除可能であったが，その60％は
CA19-9の測定によってのみ検出された（未発表
データ）．
　それではいかにしたら健診で“早期膵がん”を検
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図9　膵がん診断以前のCA19-9の年度推移（カットオフ値は37U/mL）



47 ( 407 )人間ドック　Vol.36  No.3  2021年

出しうるのか．臓器特異的なmicroRNAを用いた
方法 9）なども提案されているがいまだに実用化の
段階ではない．USは“早期膵がん”の間接所見で
ある膵管拡張や嚢胞を検出することは容易だが，
微小腫瘤を検出することは容易ではない．Kanno
らの“早期膵がん”の集計では，健診でのUSにお
ける異常所見の83％は膵管拡張で，腫瘤を指摘
できた例は2.5％であった．部位別では膵尾部が
んが5.5％と少なかったことについては膵管拡張
などの間接所見が得られにくいことを指摘してい
る 10）．膵鉤部がんでも同様で早期においては膵管
拡張や総胆管拡張を伴わない．
　膵癌取扱い規約 11）では膵鉤部がんは膵頭部がん
に含まれており，個別には扱っていないが，発生
学的に特異な位置を占めるだけではなく，診断に
おいて，また予後においても重要である．USで
体表より走査をする場合，膵鉤部は膵頭部の深部
に位置するため減衰の影響を受けやすい．また膵
鉤部（腹側膵由来）は脂肪組織の差によって背側膵
由来の膵頭部より低エコーとなることが知られて
いる 1）．さらにSMVの背部から右側に接する位置
にあり，低エコー腫瘤として気付きにくい．これ
らの原因より膵鉤部にTS1腫瘤を発見することは
容易ではない．
　Liuら 12）は膵頭部がんを膵鉤部がんとその他の
膵頭部がんに分けて両者の予後について報告して
いる．膵鉤部がんは血管に浸潤しやすく，また局
所の再発も早期にかつ高率に起きるために予後不
良であるとしている．今回の4例も全例において
腫瘤がSMVに接しており，切除後の再発が懸念
される．動脈に浸潤のない膵がんに対するゲムシ
タビン塩酸塩とS-1を併用した術前補助療法のラ
ンダム化第Ⅲ相試験の結果が我が国より報告さ
れ，術前補助化学療法を行うことの優位性が示さ
れた 13）．切除可能な膵がんの予後の改善が期待さ
れる．
　CA19-9の膵がん診断における陽性的中率は
0.72％であるので，他の悪性腫瘍の可能性を含め
ても99％近くが偽陽性例となる 3）．そこで，いか
にして受診者に対して無用な心配や無駄な医療費
をかけないようにするかの工夫が必要である．人

間ドック受診者の80％を占めるリピーターにお
いては，前年のCA19-9の値との比較で偽陽性と
判断できる．残りの20％の初出の陽性例につい
ては著者（人間ドック専任医）が直接電話をして再
検を促している．この際に陽性例の99％は偽陽
性であることを強調して不安の解消に努めてい
る．再検時にCA19-9が正常化あるいは下降に転
じれば偽陽性であったとして経過観察とし，もし
上昇傾向にあれば膵がんのほかに，肺がん，卵巣
がん，子宮体がん，子宮内膜症，非結核性抗酸菌
感染症（nontuberculosis mycobacteria: NTM）など
の可能性があるので造影CTを胸部から骨盤部に
かけて一気に撮影している 3）．
　鈴木ら 14）は十二指腸がんと膵がんの2例の経過
において，一度下降に転じたCA19-9が再上昇し
たことより，“CA19-9高値例を全例精査するこ
とは非効率的だが，CA19-9とその推移だけで要
精査群の抽出は困難である”としている．このよ
うな事例は当院でも経験しており，retrospectiveな
検討より，NTMの経過中に膵がんを発症した1
例，子宮内膜症の経過中に卵巣がんを発症した1
例，と解析された．NTMと子宮内膜症は健診で
遭遇する偽陽性例の2大要因である．上記2例で
は再上昇の振れ幅が大きかったので胸腹部の造影
CTより正診が得られている．CA19-9高値例に
健診で遭遇した場合の選択肢は，CA19-9の推移
より偽陽性として経過をみるか，あるいは画像診
断に踏み切るか，の2択である．当院での集計で
は，CA19-9の異常で2次精検を受けた458例中
CT，MRCPなどの画像診断を受けたのは33％で
あった．またPETを行った例はなかった 15）．
　IPMNが膵がんを合併することはよく知られて
いるが 16），今回報告の4例中2例において分枝型
IPMNの合併がみられた．しかし両例において嚢
胞性病変をUSで検出することはできなかった．
症例2では嚢胞が膵尾部であったため，症例4で
は嚢胞サイズが小さかったためと考えられる．
MRCPで検出された小嚢胞がUSで指摘できない
ことはよく経験する．症例4では母親において“鈴
なり状態”の分枝型 IPMNがMRCPで示されてお
り，IPMNの家族発生例と考えられ興味深い．
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結　語
　膵がんを救命するためには，無症状の段階で，
なるべく早期に診断する必要があり，人間ドック
の役割の1つと考える．現時点で我々が持てる手
段には限りがあるが，CA19-9による膵がん検出
もまた一つの手段である．

　本論文の投稿にあたり，本人からインフォーム
ドコンセントを得ている．
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Four Cases of Uncinate Process Cancer of Pancreas Detected by Measuring 
 Serum Carbohydrate Antigen 19-9 (CA19-9) in Opportunistic Screening

Yoshiaki Yajima1), Ken Matsumoto1), Hidekazu Ishii1), Katsuki Saito2), Sayaka Yoshida2),  
Taketoshi Sato2), Takeru Mita3), Megumi Idoya4), Isao Kurosawa5), Yasuo Hosouchi6)
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4) Health Park Clinic Kurosawa, Department of Health screening
5) Health Park Clinic Kurosawa, Department of Urology
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Abstract
　During routine health consults, four cases of resectable uncinate process cancer of the 
pancreas were detected by contrast-enhanced CT, which was performed because of the 
elevated level of serum carbohydrate antigen 19-9 (CA19-9). The male-to-female ratio 
was 3:1, and the age range was 53-64 years. The serum CA19-9 values of the patients 
were 165, 66, 111, and 43 U/mL and the tumor diameters were 15, 25, 30, and 20 mm, 
respectively. All tumors were in contact with the superior mesenteric vein (SMV). The 
tumor-SMV circumferential interface of cases 2 and 3 were within 180°. Both cases were 
sent to the low-volume center, where cancers were not resected due to SMV invasion. 
Conversely, cases 1 and 4 were sent to the high-volume center and underwent preoperative 
adjuvant chemotherapy, in which both attained Stage IIA. In case 2, magnetic resonance 
cholangiopancreatography (MRCP) revealed a branch-duct type intraductal papillary 
mucinous neoplasm (IPMN) at the tail of the pancreas. In case 3, the patient came to our 
hospital, �ve months a�er the last medical consult, for jaundice and CA19-9 level �ve times 
the normal level. Despite being aware of his abnormal CA19-9 level, the patient in case 
4 only visited our hospital after one year. At consultation, the CA19-9 level had already 
increased 30 times. His MRCP revealed multiple branch-duct type IPMNs from the head 
to the body of the pancreas. �e aforementioned pancreatic cancers would not have been 
detected if not for the measurement of their serum CA19-9 levels. �erefore, CA19-9 aids 
in the early detection of pancreatic cancer during opportunistic screening.

Keywords: CA19-9, ultrasound, uncinate process cancer, opportunistic screening
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症例報告

判定に苦慮した多発性嚢胞腎の一例
若松弘之 1,2）　山田俊幸 2）　谷口信行 2）

要　約
　人間ドックで超音波検査報告書は肝・腎嚢胞多発であり，検体検査で腎機能低下と心臓聴診で大
動脈弁逆流を疑い，臨床所見から多発性嚢胞腎の可能性を疑い腎臓内科に紹介して多発性嚢胞腎
と確定診断がついた事例を2018年に経験したので報告する．2014年から利用されている日本人間
ドック学会腹部超音波健診判定マニュアル単独では多発性嚢胞腎の判定は経過観察とされていた
が，2021年度版では要精査判定に変更される．改訂されることを契機に，今後人間ドックでも多
発性嚢胞腎の症例増加が予想される．また，腹部超音波検査を担当する臨床検査技師と人間ドック
担当医への腹部超音波検診判定マニュアル改訂版（2021年）の周知が重要である．

キーワード　多発性嚢胞腎，腹部超音波検診判定マニュアル改訂版（2021年）

緒　言
　腎嚢胞は人間ドックで多く見つかる所見である
が，そのなかには単純性腎嚢胞ばかりではなく，
注意を要する腎嚢胞がある．我々は，人間ドック
の超音波検査報告書は肝・腎嚢胞多発で，かつ検
体検査で腎機能低下と心臓聴診で大動脈弁逆流と
いった臨床所見の集積から多発性嚢胞腎の可能性
を考え腎臓内科に紹介して多発性嚢胞腎と確定診
断がついた事例を2018年度に経験した．使用し
ていた日本人間ドック学会腹部超音波健診判定マ
ニュアル（2014）の課題とその後の経過を報告する．

症　例
人間ドック時の医療面接，身体診察，臨床検査所見
症例：2018年に一日ドックを利用した60代後半
の女性．
主訴：症状なし．
家族歴：父は膵臓病，母は心疾患，兄は肺がん，
娘は42歳時腎嚢胞とあるがその詳細は不明であ
る．娘に腎不全の既往はない．透析の家族歴もな
い．
生活習慣：飲酒習慣なし．喫煙歴なし．アレルギー
歴もなし．
既往歴：30代から高血圧といわれ，2015年から

降圧剤の内服を開始し，現在カンデサルタン4mg／
日を内服中である．
　そのほかに2010年に子宮頸がん手術を，2015
年に両眼白内障手術をしているが術前検査で特に
問題は指摘されていない．健診での腎嚢胞の指摘
は30～40代からあり，経過観察でよいといわれ
ていた．多発性嚢胞腎の合併症として肝嚢胞，弁
膜症，脳動脈瘤，腎結石発作，鼠径ヘルニア，大
腸憩室，膵嚢胞などが知られているが，本例では
これまで肝嚢胞や腎石灰化が指摘されていた．
身体診察：降圧剤内服中で130/80mmHg，診察
担当医による心臓聴診で拡張期心雑音（大動脈弁
逆流疑い）が指摘され，要精査判定となっていた．
臨床検査結果：表1に主な一日ドックの臨床検査
結果を提示する．胸部X線検査で心肺異常なく心
電図検査も正常範囲内であった．尿一般と尿沈渣
は特に異常なかった．便潜血反応は2日間陰性
で，血糖値とHbA1cは異常なかった．末梢血検
査は軽度の正球性貧血，白血球数と血小板数は基
準範囲内で，白血球分画でも好中球数増多やリン
パ球増多など異常はなかったが，炎症反応のCRP
は7.19mg/dLと高値であった．肝機能ではALP
とγ-GTが高値であったが，その他の肝機能検査
および脂質は正常であった．腎機能はUNのみが軽
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度高値であったが，計算で求められたeGFRを確認
すると52.6mL/min/1.73m2と前年の63.6mL/
min/1.73m2よりも腎機能低下の傾向を示した．
　人間ドック時の腹部超音波検査報告書は肝嚢胞
多発と腎嚢胞多発（図1）であった．日本人間ドッ
ク学会腹部超音波健診判定マニュアル（2014）で
は，多発性嚢胞腎の画像所見として「大小の嚢胞
が両側性に集簇し，腎実質が不明瞭」と示されて
おり，カテゴリーはC2，判定区分は要経過観察
であった．
人間ドックの最終判定：超音波検査所見に加え，
腎機能低下と弁膜症の合併から臨床的には多発性

嚢胞腎を強く疑った．『エビデンスに基づく多発
性嚢胞腎（PKD）診療ガイドライン2014』の診断基
準 1）によると，16歳以上の場合は家族歴がなくて
も両腎に各々5個以上の嚢胞を認めれば専門医へ
の紹介（表2）とあるので，今回は「経過観察」判定
ではなく，「腎臓内科で精査」に判定を変更した．
腎臓内科へ紹介受診した後の精査結果とその後の
臨床経過
　人間ドック時にみられたCRP高値と肝機能異
常は，外来で再検され基準範囲内に改善していた．
診断年の腹部超音波（図1）では片腎に腎嚢胞が5
個未満と判定したが，外来で施行された腎MRI

表1　2018年度一日ドック時の主な臨床検査結果（下線が異常値表示）
検査項目 結果 単位 検査項目 　結果 単位

検体検査 尿一般 血糖 100 mg/dL
　蛋白 ± HbA1c 5.5 ％
　糖 ―
　潜血 ― TC 163 mg/dL
尿沈渣 non-HDL 108 mg/dL
　赤血球 1～4/HPF HDL-C 55 mg/dL
　白血球 1未満 /HPF LDL-C 97 mg/dL
便潜血 TG 55 mg/dL
　1日目 ―
　2日目 ― TP 7.0 g/dL

Alb 4.0 g/dL
CRP 7.19 mg/dL

AST 22 U/L
血算　 ALT 16 U/L
　WBC 3700 / μ L LD 179 U/L
　RBC 351 ×104 / μ L ALP 544 U/L
　Hb 11.3 g/dL γ -GT 166 U/L
　Ht 35.1 ％ T-Bil 0.7 mg/dL
　MCV 100 fl D-Bil 0.2 mg/dL
　MCH 32.2 pg ChE 251 U/L
　MCHC 32.2 g/dL
　PLT 23.7 ×104 / μ L UA 4.7 mg/dL
白血球分画　 UN 22.9 mg/dL
　好中球 63 ％ Cre 0.83 mg/dL
　好酸球 1 ％ eGFR 52.6 mL/min/1.73m2

　好塩基球 1 ％
　単球 7 ％ 乳び なし
　リンパ球 29 ％ 溶血 なし

画像・生理検査 胸部X線 異常なし
心電図 正常範囲内
無散瞳眼底 異常なし
腹部超音波 肝嚢胞，多発性腎嚢胞，

　両腎形態異常，
　両腎石灰化

オプション検査 上部消化管内視鏡 異常なし
マンモグラフィー 両側乳房FAD 不変

Alb: albumin，Cre: creatinine，FAD: focal asymmetric density，HPF: high power field，PLT: Platelet，TP: total protein，
UA: uric acid
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検査（図2）で腎嚢胞の数を同定してみると2mm
程度の腎嚢胞も明瞭に同定できるので両腎に各々
10個以上認め，直ちに多発性嚢胞腎と診断され
た．多発性嚢胞腎診断後に健診から依頼していた
心雑音精査に対して再診時に心臓超音波検査が行
われた．その結果，大動脈弁逆流（図3）のみで左
室拡大を認めず，圧半減時間は618msecで重症
度は軽度と判定された．循環器内科は高血圧治療
の継続と，1年毎の再検の指示であった．多発性
嚢胞腎の約10％に合併する脳動脈瘤は，今回外
来頭部MRA検査で否定され，3～5年後の再検と
なった．多発性嚢胞腎と確定診断後に治療方針が
検討されたが，トルバプタン（バゾプレシンV2受
容体拮抗剤）の適応である両側総腎容積750mL以
上かつ腎容積増大速度がおおむね年間5％以上の

図1　2018年度の人間ドック時腹部超音波（両腎長軸像，腎嚢胞複数）
右腎 左腎右腎 左腎右腎 左腎

表2　常染色体優性多発性嚢胞腎（ADPKD）診断基準（文献1より引用，一部改変）
1 家族内発生が確認されている場合

1）超音波断層像で両腎に嚢胞が各々3個以上確認されているもの
2）CT，MRIでは両腎に嚢胞が各々5個以上確認されているもの

2 家族内発生が確認されていない場合
1） 15歳以下では，CT，MRIまたは超音波断層像で両腎に各々3個以上嚢胞が確認され，以下の疾患が除外される場合
2）16歳以上では，CT，MRIまたは超音波断層像で両腎に各々5個以上嚢胞が確認され，以下の疾患が除外される場合

除外すべき疾患
多発性単純性腎嚢胞，尿細管性アシドーシス，多嚢胞性異形成腎（多嚢胞腎），多房性腎嚢胞，
若年性ネフロンろう（髄質嚢胞性疾患），多嚢胞化萎縮腎（後天性嚢胞性腎疾患），常染色体劣性多発性嚢胞腎

ADPKD: autosomal dominant polycystic kidney disease

R
L

図2　 2018年度の腎臓外来での腎MRI
両腎に各々10個以上の腎嚢胞が明瞭．
両側総腎容積591mL（右305mL，左286mL）．
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増大の基準を満たしておらず，血圧・腎機能低下・
腎腫大の経過をみて適応は再検討することにな
り，トルバプタンは使用しなかった．その後毎年
1回腎臓内科で精査を受けて，3年目に至った
2020年10月現在でもその適応ではなく，1年後
再検で近医にて高血圧治療を継続している．な
お，2020年夏に38℃の発熱で救急外来を受診し
て，肝S3に11cmまで腫大した液面形成を伴う肝
膿瘍を合併した．ドレナージ穿刺部培養から大腸
菌が検出され，ドレナージ術（3週間）と抗生剤静
注（4週間）で入院治療して4週間後に退院すると
いう臨床経過も認めた．
以前の人間ドック結果の見直し
　以前の人間ドック結果で診断が可能であったか
否かを診断確定後に見直しを行った．前年から人
間ドックを受診していたが当時の腎機能は基準範
囲で診察担当医は心雑音を指摘しておらず，今回
のように弁膜症や腎機能低下といった臨床所見か
ら多発性嚢胞腎を疑うことは困難であった．一
方，前年2017年の腹部超音波の担当検査技師は

図3　2018年度の腎臓内科外来心臓超音波検査
拡張期雑音あり，大動脈から左室へ逆流 jet．左室拡大なし，圧半減時間618msec，大動脈弁逆流症の程度は軽度．

図4　2017年度の人間ドック時腹部超音波検査　追加撮影
嚢胞5個以上，左腎再計測で13cmあり．腎腫大．
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異常所見として腎石灰化や左腎形態異常（図4）を
追加撮影で記録に残していた．図4の左腎を再計
測すると13cmで腎腫大があり，矢印のように腎
嚢胞は少なくとも6個あった．

考　察
　超音波専門医が署名して作成される報告書を利
用できるのは大きな総合病院に限られ，腹部超音
波を自分で実施することはなく，臨床検査技師が
作成した報告書のみに依存している事例が少なく
ない．よって臨床検査技師作成の報告書は重要で
あるがそれに依存するのみではなく，健診の医師
が判定や診断にかかわることが好ましい．日本人
間ドック学会腹部超音波健診判定マニュアル
（2014）は，2011年に日本消化器がん検診学会が
作成した『腹部超音波がん検診基準』が元となり，
2014年に脂肪肝や胆石などがん以外の良性疾患
判定にも利用しやすいよう日本人間ドック学会や
日本超音波医学会も共同参画して作成された．
2000年の頃と比べ日本人間ドック学会の医師会
員数は大幅に増えたが，健診・人間ドックを担当
する医師は内科でも専門領域がさまざまで，かつ
外科，産婦人科，脳外科，放射線科以外にも小児
科，皮膚科など専門が多様化している．このマ
ニュアルは腹部超音波検査の実務機会に恵まれな
かった健診人間ドック担当医にとって，判断ミス
を回避するのに大変有用である．
　当初，腹部超音波検査報告書を受け取り，腎画
像も確認したが日本人間ドック学会腹部超音波健
診判定マニュアル（2014）に準じて経過観察と一
旦判定した．要精査判定に変更したきっかけは，
肝嚢胞の多発と腎嚢胞の多発に加え，腎機能低下
傾向の確認と弁膜症の合併であった．弁膜症の合
併は心臓超音波検査が行われれば25～30％認め
られ，特に僧房弁逸脱や大動脈二尖弁の合併 2）が
知られている．弁膜症は前回指摘されておらず，
腎臓内科外来初診でも心雑音なしとなっており，
大動脈弁逆流雑音は聴診での指摘が過去には難し
かった．また家族歴については本症の女性患者の
娘に遺伝する確率は50％であり，娘の腎嚢胞が
多発性で肝嚢胞も合併しているなら多発性嚢胞腎

の遺伝が濃厚であるが，本症例では腎臓内科外来
でも詳しくは把握されていない．ただし，多発性
嚢胞腎は孤発例も25％あるので遺伝が証明され
なくても本症を否定はできない．
　本例で多発性嚢胞腎の確定診断が遅れた主な理
由は，その画像診断基準が広く知られていないこ
とと考える．前年検査技師は異常所見として「両
腎嚢胞」に「左腎形態異常」「腎石灰化」も所見に追
加したが，腎の大きさは計測されず，前任の判定
医は異常所見に気づかず経過観察との判定であっ
た．日本人間ドック学会腹部超音波検査健診判定
マニュアル（2014）では多発性嚢胞腎の画像所見
は「大小の嚢胞が両側性に集簇し，腎実質が不明
瞭」と示されており，この所見に嚢胞内出血や石
灰化を合併した時は腎がん合併との鑑別が難しい
のでカテゴリー3で要再検査のC判定とされてい
た．このため，多発性嚢胞腎が経過観察されてし
まい直接医療機関受診につながらない恐れがある
と，土屋らは2017年の総説 3）でその問題を指摘し
ていた．本例も多発性嚢胞腎の画像診断ガイドラ
インを反映した2021年度版案（表2）であれば，前
年腹部超音波検査画像である図4で多発性嚢胞腎
が疑われ，腎機能異常や弁膜症がなくても前年の
2017年度に腎臓内科に紹介され確定診断がつい
ていたと推測される．なお2021年度に向けた改
訂案は日本人間ドック学会ホームページ上に
2020年10月20日から12月20日まで限定公開さ
れ，パプリックコメントを募集し，第61回日本人
間ドック学会学術大会でもプログラムで取り上げ
ていた．2021年5月22日現在，日本人間ドック
学会ホームページ上では2014年度版しかみられ
ないが，腎改訂案は多発性嚢胞腎の診断治療の進
歩を受けて診療ガイドラインの診断基準 1）を2021
年度版案に反映させていた．
　土屋らの総説 3）の専門医外来初診理由の分析に
よれば健診超音波での指摘から確定に至る事例が
最も多く，30～40代で初めて診断される事例が
多い．本症は60歳までに約半数が末期腎不全に
至るが，本例は30代から血圧が高いものの降圧
剤治療は3年ほど前からであり，60代後半の発見
は比較的まれで遅い発見であった．幸い診断時点
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でeGFR 52.6mL/min/1.73m2と腎不全には至っ
ておらず，確定診断が前回人間ドックから1年遅
れたもののトルバプタンの適応 4）を逃したわけで
もなく，診断の遅れによる大きな影響はなかった
と考えられる．
　健診関連学会誌に掲載された多発性嚢胞腎の原
著論文は確認できなかったが，2005年からの15
年間の「人間ドック」「総合健診」の学会発表の抄録
集を調べた．吉本らの2020年の学会第二報 5）で
は，人間ドック・健診の腹部超音波検査から診断
される多発性嚢胞腎の有病率は人口10万人あた
り68～137人程度と推定していた．1994年の国
内疫学調査報告の人口10万人あたり約12人より
も5～10倍程度多い推計値で，潜在的患者が多い
可能性が示唆される．また，その報告で嚢胞数に
よる陽性的中率を求めて腎嚢胞を両側5個以上と
した場合で50％，3個以上でも36.2％であった
としている．このほかに，2017年に腎嚢胞だけ
でなく腎腫大の要精査基準である長径12cm以上
があれば多発性嚢胞腎疑いとして精査にする方針
にした発表 6）や，2018年10月から家族歴がなく
ても両腎に各々3個以上の腎嚢胞があれば多発性
嚢胞腎疑いで精査した発表 7），今回の当院のよう
に腎機能低下，高血圧，肝嚢胞，弁膜症といった
臨床所見の集積があれば柔軟に要精査判定に変更
したとの発表 8）もあった．腎臓専門医の外来と比
べて健診では地域住民の罹患率が反映されやすい
ので，多発性嚢胞腎の事前確率は低い．日本人間
ドック学会腹部超音波健診判定マニュアル（2014）
の判定基準に対して各地の健診機関が試行錯誤で

スクリーニング基準の見直しを模索していたのが
実情と考えられる．今後，症例数が集まり論文化
されれば健診側からエビデンスが発信されると期
待される．
　多発性嚢胞腎診断基準に合わせて日本人間ドッ
ク学会腹部超音波健診判定マニュアル（2014）が
2021年度版案（表3）に改定され人間ドック・健診
の場でも使用されると，従来の経過観察判定から
要精査判定となり，人間ドックでの発見症例が増
え，トルバプタン適応患者の腎臓専門医外来受診
も増えることが予想される．また，そうなるため
には，超音波検査を担当する臨床検査技師や人間
ドック担当医に2021年度版の改訂点が周知され
ることが重要である．同時に人間ドック健診にお
いては，検査技師の読影と所見の記載が適切であ
るとともに，その所見から判定・診断するのは人
間ドック健診担当医師であることを認識し，諸疾
患に対する知識を新しくしていく姿勢が必須であ
る．

結　語
　人間ドックで超音波検査報告書は肝・腎嚢胞多
発であったが腎機能低下と心臓聴診で大動脈弁逆
流を疑い，臨床所見から多発性嚢胞腎の可能性を
考え腎臓内科に紹介して2018年度に多発性嚢胞
腎と診断した症例を報告した．
　日本人間ドック学会腹部超音波検査健診判定マ
ニュアル（2014）では多発性嚢胞腎は経過判定で
あったが，2021年度版案では要精査判定に変更
される予定である．この改訂を契機に，今後人間

表3　腹部超音波検診判定マニュアル上のカテゴリーと判定区分の変更点（「腎臓」より「嚢胞性病変」抜粋）

超音波所見（結果通知表記載）
2021案* 2014年版

カテゴリー 判定区分 カテゴリー 判定区分
超音波画像所見
嚢胞性病変あり 腎嚢胞 2 B 2 B
5個以上の嚢胞を両側性に認める 多発性嚢胞腎**, † 2 D2 3 C
複数の薄い隔壁あるいは粗大石灰化を伴う 腎嚢胞性腫瘤†† 3 C 3 C
充実部分（嚢胞内結節，壁肥厚，隔壁肥厚など）を認める 腎嚢胞性腫瘍疑い 4 D2 4 D2

 * パブリックコメント：日本人間ドック学会ホームぺージ上に2020年9月中旬～12月中旬まで掲示
** 多発性嚢胞腎：2014年度版では画像所見に片腎で嚢胞5個以上の要件はなく，「大小の嚢胞が両側性に集簇し，腎実質が不明瞭」であった．
   腎がんとまぎらわしいという観点からカテゴリー3で判定区分経過観察となっていた．今回はがんではないが精査は必要としてD2判定
 † 腎の長径が9cm以下の場合は多発性嚢胞腎よりも単純嚢胞の可能性が高く，カテゴリー2，事後指導Cとしてもよい．
 †† 2つ以下の薄い隔壁，微小石灰化を伴う嚢胞はカテゴリー2，判定区分Bとする．
判定区分：B　軽度異常，C　要経過観察・要再検査・生活指導，D2　要精査
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ドックでも多発性嚢胞腎の診断例の増加が予想さ
れる．また，そうなるためには，腹部超音波検査
を担当する臨床検査技師や人間ドック担当医への
2021年度版の改訂点の周知が重要である．

　なお，本論文の投稿にあたっては，対象者のプ
ライバシー保護するよう配慮し，口頭でイン
フォームドコンセントも得ている．
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A Case of Polycystic Kidney Disease that Was Di�cult-to-judge  
Until Further Examinations

Hiroyuki Wakamatsu1,2), Toshiyuki Yamada2), Nobuyuki Taniguchi2)

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

Abstract
　We report a case of polycystic kidney disease, diagnosed only a�er multiple health check-
up examinations. We suspected multiple hepatic and renal cysts using ultrasonography, 
aortic valve regurgitation using cardiac auscultation, and renal dysfunction using labo-
ratory tests in 2018. Although according to the Manual for Abdominal Ultrasonography, 
2014 edition, a health checkup once per year is recommended for polycystic kidney disease 
cases, the revised version of the Manual, 2021 edition recommends further examination 
for the disease. �us, diagnosed cases of polycystic kidney disease would be expected to 
increase with additional health checkups. Additionally, health checkup information in the 
Manual for Abdominal Ultrasonography, 2021 edition should be shared with sonographers 
and physicians of the Ningen-Dock program.

Keywords: polycystic kidney disease, Manual for Abdominal Ultrasonography (2021 
revised edition)
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症例報告

緒　言
　食道アカラシアの発生頻度は，人口100,000人
当たり0.4～1.1人とまれで，本邦では年間100人
程度とされる 1）．しかし，これらの大多数の症例
は，愁訴を持って来院した患者であり，健康診断や
人間ドックなどのスクリーニングを契機に診断さ
れた症例はさらにまれである．今回我々は，人間
ドックでの胸部単純X線を契機として診断された，
食道アカラシアの1例を経験したので報告する．

症　例
症例：53歳，男性
主訴：特になし
家族歴：特記事項なし
既往歴：関節リウマチ（50歳）．メトトレキサート
カプセル2mg3T／週，葉酸錠10mg1T／週，サ
ラゾスルファピリジン500mg1T／日，ボノプラ
ザンフマル酸塩10mg1T／日を内服している．
生活歴：喫煙歴あり．27歳から禁煙，飲酒習慣な
し．
現病歴：定期健康診断で食道の異常を指摘され
た．当院で年に1回7年間健康診断を受診されて
おり，今まで異常を指摘されたことはない．
身体所見：身長175cm，体重72kg，血圧126/82 

健康診断で発見されたアカラシアの 1例
土佐明誠 1）　柴田信博 2）　皆田睦子 3）

要　約
　健康診断で発見された食道アカラシアの1例を報告する．定期健康診断を受診した53歳の男性．
胸部単純X線で胃泡の消失と食道陰影を指摘された．胸腹部単純CT検査でも食道の拡張を指摘さ
れた．その後，問診と食道造影検査により食道アカラシアと診断され，内視鏡下バルーン拡張術を
行い，患者の症状は完全に消失した．大多数の食道アカラシアは，自覚症状が生じる段階ではすで
に食道が異常拡張し，胸部単純X線写真における特徴的な食道陰影と胃泡の消失が重要な診断根拠
になりうる．少しの知識と注意があれば，健康診断によって食道アカラシアの診断を得ることが可
能である．

キーワード　食道アカラシア，健康診断

mmHg，脈拍85/min・整，胸腹部に異常を認め
ず，下腿浮腫なし，両側第1指から3指PIP関節
に軽度の変形を認める．
尿・血液検査：尿酸8.6mg/dL，T-CHO 277mg/
dLの高値を認める以外に明らかな異常を指摘で
きない．
心電図：異常なし
眼圧検査：右眼平均14mmHg，左眼平均13mmHg
聴力検査：右耳正常，左耳正常
胸部単純X線（図1a，b）：図1a）立位にて胃泡の
消失を認める．図1b）後縦隔にダンベル状の陰影
（➡）を認める．
腹部超音波：明らかな異常を指摘できず．
胸腹部単純CT（図2）：食道の拡張および食物残渣
と思われる液面形成が存在する．
上部消化管内視鏡検査（図3）：噴門部に食道の fold
の残存を認め，全周性の放射状の襞像（esopha-
geal rosette）を認める．
　以上より，食道アカラシアを疑い，自覚症状につ
いて問診および食道造影検査を実施した．
　問診では，10年程前から就寝前の飲水後に，前
胸部つかえ感，背臥位にて就寝中の口腔内逆流を
自覚していたが，病識はなかった．口腔内の内容
物は酸味がなく，胃酸の混入を考えないもので
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あった．本人からの訴えもなく，投薬加療などは
行われていなかった．
食道造影検査（図4）：食道アカラシアの取扱い規
約第4版 2）に基づき，直線St型（a角135度）拡張度

図2　単純CT写真
胸部食道の拡張および食物残渣と思われる液面形成を認める．

図3　上部消化管内視鏡検査写真
下部食道でのesophageal rosetteを認める．

図4　食道造影写真
食道アカラシアの取扱い規約第4版 2）に基づき，直線St型
（a角135度）拡張度Grade 1（最大食道横径3.3cm）．下部食
道のbird beak signを認める．

図1　胸部X線写真
a：正面．立位による撮影で胃泡の消失を認める．
b：側面．後縦隔にダンベル状の陰影（➡）を認める．

a b
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1度（最大食道横径3.3cm）と評価した．また，下
部食道はbird beak signを呈し，胃泡の消失を認
める．
　食道アカラシアに特徴的な症状，胸腹部単純CT
検査，上部消化管内視鏡検査，食道造影検査所見
をもって食道アカラシアと診断し，食道内圧検査
は実施しなかった．
治療経過
　内視鏡下バルーン（RigiflexTM 外径3.0cm）拡張
術（Pneumatic dilatation: PD）を施行した．経口内
視鏡的筋層切開術（Per-oral Endoscopic Myotomy: 
POEM）による加療も考慮されたが，当院の施設
事情から本人と治療方法の相談のうえ，PDを施行
した．1ヵ月後の再診時に症状の消失を認めてい
るとのことであった．自覚症状の消失を認めたこと
から，胸部単純写真などの検査は実施しなかった．

考　察
　食道アカラシアは，1674年にSir Thomas Willis
が最初に報告して以来，嚥下障害をきたす一次的
食道運動障害の代表的な疾患として知られてお
り 3），その発生頻度は，人口100,000人当たり
0.4～1.1人とまれで，本邦では年間100人程度の
発症とされる 1）．その診断過程では症状から食道
アカラシアを疑うことが最も重要であり，特徴的
な食道造影所見を有する場合は，容易に食道アカ
ラシアと診断することができる 1,2,4）．食道アカラ
シア患者の典型的症状は，食道内の食物，唾液貯
留による「つかえ感」，食道内の貯留物の「口腔内
逆流」とそれに伴う「胸痛」である．症状が軽度な
場合は，患者自身の愁訴がない場合があり，問診
中の尋ね方が重要となる．「就寝中に涎によって
枕が汚れることはないか」，「涎のなかに摂取した
食事が含まれていることはないか」，「涎に多くの
泡が含まれていないか」といった尋ね方をすると
答えることが多い 1）．胸腹部単純CTでの食道拡
張や液面形成所見は食道アカラシア患者の80％
以上でみられる特徴的所見であり，胃泡の消失は
60％以上でみられる 5）．
　食道アカラシアの診断方法において下部食道括
約筋（lower esophageal sphincter: LES）弛緩不全の

有無の評価が重要である．近年では，high-reso-
lution manometry（HRM）による食道内圧検査が
普及しており，食道運動機能を容易に詳細に評価
可能となっている 1）．
　治療法として薬物療法，内視鏡的治療，外科的
治療に大別されるが，内服薬のみで症状が消失す
ることは少ないため，内視鏡的治療や外科的治療
を選択すべきである 4）．内視鏡的治療にはPDや
POEMがあり，外科的治療には腹腔鏡下Heller筋
層切開術などがある 2）．PDは，LESの食道内輪筋
を伸展・断裂させてLES圧を低下させる治療であ
る．PDの治療成功率は約75％程度であり，腹腔
鏡下Heller筋層切開術との大きな有意差はないと
される 1）．POEMは，2008年に臨床応用されて
から，筋層切開の長さ設定が比較的自由であるこ
と，体表に傷を残さないことなどの利点から，国
内外で急速に普及しつつある 6）．また，精神的お
よび身体的な健康度尺度の改善が得られ，食道ア
カラシアの生活の質が有意に改善することが示唆
されている 7）．
　健康診断は心電図検査や生活習慣病健診などの
ようなスクリーニング検査項目を主体に健康評価
を行うものである．対象は健康と考えられる集団
で，必ずしも，特定の愁訴を有しているわけでは
ない．一方，日常診療では，何か症状が出現した
ことを契機に受診され，愁訴に対しての問診や検
査が実施される．日常診療での問診と比較する
と，健康診断での問診に割ける時間に制限がある
ことも事実である．本症は日常診療のなかで接す
る機会も少なく，寛解と増悪を反復し，本人さえ
も病的と気づくまでに数年を要する疾患であり，
健康診断における問診を契機として本疾患の存在
を疑うことは困難である．しかし，大多数の食道
アカラシアは，自覚症状が生じる段階ではすでに
食道が異常拡張しており，胸部単純X線写真にお
ける特徴的な食道陰影と胃泡の消失は重要な診断
根拠になりうる 4）．
　人間ドックで診断された食道アカラシアについ
ては，医学中央雑誌にて「人間ドック」「食道アカ
ラシア」を索引用語として検索（会議録は除く）し
たところ，過去に共著者が報告した1例 8）を認め
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たのみであった．報告は，健康診断を契機に食道
アカラシアの診断に至り，PDにより治癒を認め
た症例である．本症例でも同様にPDを行ってお
り，良好な経過が得られている．岩切らの報告 1）

で，PDの治療成功率に関係する因子として年齢
を挙げており，40歳以上の有効率は約85％であ
り，食道アカラシアの症状に対してPDによる有
効性が示されている．
　本症例において，振り返ってみると過去7年間
の健康診断のいずれの立位胸部単純X線写真でも
胃泡の消失・減少を認めていたが，異常を指摘さ
れていなかった．今回，胸部単純X線写真を契機
に診断に至り，PDによる加療を施行された．PD
後1ヵ月目での症状の消失を認めているが，さら
なる経過観察は必要であると考えている．特徴的
所見への知識や注意，問診の工夫があれば，健康
診断によって食道アカラシアの診断を得ることが
可能である．

結　語
　健康診断によって，食道アカラシアと診断し，

PDにより治癒した症例を報告した．

利益相反
　本論文に利益相反はない．
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A Case of Achalasia Detected during a Health Check-up

Hironobu Tosa1), Nobuhiro Shibata2), Mutsuko Minata3)

1) Nozaki Tokushukai Hospital
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Abstract
　We report a case of achalasia, which was identi�ed and diagnosed during a health check-
up. A 53-year-old man was screened by a periodic employee involved with the health check-
up. Chest radiography was performed and showed abnormal �ndings such as the disappear-
ance of gastric air bubbles, abnormal shadowing of the esophagus, and a dilated esophagus. 
In addition, the enlarged esophagus was con�rmed by chest computed tomography.
　The diagnosis was subsequently confirmed by barium swallow imaging. Pneumatic 
dilation using Rigi�exTM 3.0 cm in the outer diameter was performed and all complaints have 
disappeared. In most cases of achalasia, abnormal esophageal dilation is shown before 
the appearance of symptoms, and the characteristic shadow and disappearance of gastric air 
bubbles in chest radiography can be an important diagnostic strategy. However, little knowledge 
and a high level of attention may be enough to detect achalasia during a health check-up.

Keywords: achalasia, health check-up
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要　約
目的：海外からの人間ドック受診者が増加している一方，その後の精検受診結果が把握しにくく，
全体の精検受診率にもマイナスの影響を及ぼす懸念がある．精検受診率向上は，人間ドックの精度
管理において重要な要素である．本研究は，外国人の精検受診が未把握となっている現状を分析
し，受診率向上の対策を考える際の基礎資料とするため，海外からの受診者が精検受診率にどのく
らいの影響があるかについて調査した．
方法：2018年度1年間に人間ドックを受診した8,504名（うち外国人受診者2.5％，210名）を対象
とし，検査数や要精検者における外国人割合や精検受診率において外国人の受診未把握がどのよう
に影響しているかを調査した．本検討における外国人の定義は，日本国籍を有しない者かつ海外に
居住している者とした．
結果：要精検者のうち外国人の割合が高かった上位3つの検査について，全受診者の外国人割合，
要精検者の外国人割合を示すと，大腸内視鏡検査で6.3％（106/1,686），7.1％（12/170，要治療者
含む），乳がん検査で2.8％（68/2,414），6.5％（3/46），PSA検査では6.1％（114/1,881），4.7％
（5/107）であった．精検受診率を日本人，外国人，両方合わせた全体で示すと大腸内視鏡検査で

91.8％（145/158），16.7％（2/12），86.5％（147/170），乳がん検査で93.0％（40/43），0.0％（0/3），
全体87.0％（40/46），PSA検査では78.4％（80/102），0.0％（0/5），74.8％（80/107）であり，3つ
の検査すべてにおいて日本人と外国人で有意差を認めた（p＜0.001，p＝0.01，p＜0.001）．精検
受診にカウントできない者における外国人割合は大腸内視鏡検査で43.5％（10/23），乳がん検査で
50.0％（3/6），PSA検査で18.5％（5/27）に及んだ．
結論：外国人の精検受診状況が追跡できていないことによる未把握分が，全体の精検受診率低下に
影響することが明らかとなった．外国人の精検受診を把握するためのフォローアップ方法について
対策を立てる必要がある．

キーワード　医療ツーリズム，医療インバウンド，受診勧奨，フォローアップ

はじめに
　近年医療ツーリズム（医療インバウンド）の重要
性が高まっており 1），海外から来日して人間ドッ
クを受診するケースが増加していると考えられ
る．一方で，結果が要精密検査となった場合に海
外からの受診者は精検受診を行っているかどうか
の追跡が難しく，精検受診状況については未把握
となってしまうケースがほとんどである．それに
より受診者全体の精検受診率が見かけ上，下がっ
てしまうという問題があると考えられる．精検受
診の把握と向上は，人間ドックの精度管理を保つ
意味で重要なフォローアップの要素である 2）．し
かし具体的に海外からの受診者による精検受診率

への影響を検証した研究は希少であり，海外から
の受診者による精検受診状況の未把握が，精検受
診率低下にどれくらいの影響があるのかについて
調査することは，受診率向上という人間ドックの
精度管理における対策を立てるうえで重要であ
る．したがって本研究は，外国人の精検受診率が
未把握となっている現状を分析し，今後受診率向
上のためアプローチを開始するにあたっての基礎
資料とするため，海外からの受診者が精検受診率
低下にどれくらいの影響があるのかについて調査
した．
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対　象
　2018年4月1日～2019年3月31日に当施設の
人間ドックを受診した8,504名（うち外国人受診
者2.5％，210名）を対象とした．外国人の定義は，
法的には日本国籍を有しない者であるが，本検討
においては日本国籍を有しない者かつ海外に居住
している者を外国人とした．

方　法
　当施設で行った各検査の「検査総数」と「要精検
者数」について，それぞれ全体の件数とそれに占
める外国人の件数および割合を算出した．そして
「要精検者数」について，外国人の占める割合が高
い検査上位3項目「大腸内視鏡検査」，「乳がん検
査（マンモグラフィ／乳腺超音波）」，「PSA検査」
を今回の調査する検査項目とした．そのうえで，
各検査の「精検受診率」を割り出した．なお本研究
における大腸内視鏡検査の要精検には，要切除治
療の結果だった者も含めている．受診勧奨や受診
確認のフォローアップ方法については，要精検者
に対して通常3ヵ月後と6ヵ月後に2回の郵送受診
勧奨を行っている．また，受診確認は付属の亀田
総合病院の電子カルテ確認，人間ドックの結果に
同封している診療情報提供書への返信および2回
の受診勧奨時に受診者本人から郵送される受診確
認で行っている．しかし，外国人にはこの受診勧
奨や受診確認をする体制はなく，行えていない．
本研究の精検受診の定義は，精検を受けるために

外来受診をしたことが判明している場合とし，受
診していないことが判明している場合および受診
したか不明で未把握の場合は，精検受診にカウン
トしていない．精検受診としてカウントできない
者のうち，外国人受診者の受診未把握分がどのく
らいの割合であるか，また全体の「精検受診率」に
対してどのように影響しているかを調査した．精
検受診率の統計学的有意差検定はFisherの正確確
率検定を用い，EZR ver1.37（自治医科大学附属
さいたま医療センター，埼玉）で行い，有意水準
はp＜0.05を有意差ありとした．本研究は亀田総
合病院臨床研究審査委員会で承認を受け（承認番
号20-007），個人情報保護を尊重して行った．

結　果
　対象者全体8,504名，外国人受診者210名（2.5％）
における外国人の国籍内訳は，中国200件，ベトナ
ム8件，北米1件，デンマーク1件であった（表1）．
検査総数における外国人の占める割合（表2）
　検査総数における外国人割合は，大腸内視鏡検
査全受診者1,686人のうち外国人は106人で全体
の6.3％，乳がん検査全受診者2,414人のうち外

表1　人間ドック受診者総数（2018年度）
内訳 件数 構成比率
日本人 8294 97.5％
外国人  210  2.5％
全体合計 8504

国籍別件数：中国200件，ベトナム8件，北米1件，デンマーク1件

表2　人間ドック検査総数および要精検者数と外国人割合

検査項目
検査総数 要精検者数

全体 うち外国人 割合 全体 うち外国人 割合
人間ドック全体数 8504 210 2.5％ ― ― ―
大腸内視鏡検査 1686 106 6.3％ 170 12 7.1％
乳がん検査 2414  68 2.8％  46  3 6.5％
PSA 1881 114 6.1％ 107  5 4.7％
胃内視鏡 6557 193 2.9％  47  1 2.1％
便潜血* 6714  98 1.5％ 361  7 1.9％
婦人科 2242  74 3.3％ 111  2 1.8％
腹部超音波 8625 202 2.3％ 268  3 1.1％
胸部レントゲン 8411  46 0.5％ 141  1 0.7％
MDL 1229   0 0.0％  27  0 0.0％
胸部CT  949  39 4.1％  36  0 0.0％

*便潜血だけの方のみ（大腸内視鏡や大腸CTを同時に受けている方を除く）
MDL: magendurchleuchtung
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国人は68人で全体の2.8％，PSA検査では全受診
者1,881人のうち外国人は114人で6.1％を占め
ていた．
要精検者における外国人の占める割合（表2）
　要精検者における外国人割合は，大腸内視鏡検
査では要精検となった受診者は全受診者のうち
170人で10.1％（170/1,686）であり，そのうち外
国人は12人で要精検における外国人割合は7.1％
（12/170）であった．乳がん検査で要精検となった受
診者は，全受診者のうち46人で1.9％（46/2,414），
そのうち外国人は3人で6.5％（3/46）であった．
そして，PSA検査で要精検となった受診者は，全
受診者のうち107人で5.7％（107/1,881），その
うち外国人は5人で4.7％（5/107）であった．
精検受診率への影響（表3）
　精検受診者の数について，日本人と外国人でそ
れぞれ件数をみていくと，大腸内視鏡検査におい
て日本人158人の要精検者中145人が精検受診し
ており，精検受診率は91.8％であった．それに
対し，外国人は12人の要精検者において精検受

診が把握できたのは2人のみで受診率は16.7％で
あり有意に低く（p＜0.001），残りの83.3％にあ
たる10名が精検受診未把握となり精検受診にカ
ウントできなかった．なお受診把握できた2名は
当院外来を自費診療で受診していたので追跡がで
きた．結果的に大腸内視鏡後の精検受診数は，日
本人と外国人を合わせた全体の要精検者170人中
147人となり，全体としての受診率は86.5％で，
日本人だけと比べ5.3ポイントの減少となった．
乳がん検査については，日本人43人の要精検者
中40人が精検受診し93.0％の受診率であるのに
対し，外国人は3人の要精検者中0人の精検受診
で，受診率は0.0％であり有意に低かった（p＝
0.001）．よって全体の精検受診数は要精検者46
人中40人となり，受診率は87.0％で，日本人だ
けと比べ6.0ポイントの減少となった．PSA検査
では，日本人102人の要精検者中80人が精検受
診し，78.4％の受診率であるのに対し，外国人は
5人の要精検者中0人の精検受診で，受診率は
0.0％であり有意に低かった（p＜0.001）．よって
全体の精検受診数は要精検者107人中80人とな
り，受診率は74.8％で，日本人だけと比べ3.6ポ
イントの減少となった．
精検受診にカウントできない者の外国人割合（図1）
　精検受診にカウントできない者，すなわち受診
していないことが判明している者および受診した
か不明で未把握の者の人数は，大腸内視鏡検査に
ついては精検受診にカウントできない23人のう
ち10人が外国人で，43.5％を占めていた．乳が

図1　精検未受診あるいは受診未把握の人数

表3　検査別精検受診率（2018年度）

検査項目
精検受診率

日本人 外国人 p値 全体

大腸内視鏡検査
91.8％ 16.7％ ＜0.001 86.5％

（145/158） （2/12） （147/170）

乳がん検査
93.0％ 0.0％ 　0.001 87.0％
（40/43） （0/3） （40/46）

PSA
78.4％ 0.0％ ＜0.001 74.8％

（80/102） （0/5） （80/107）

p値は日本人と外国人の比較検定結果（Fisherの正確確率検定）
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ん検査では，精検受診にカウントできない6人の
うち3人が外国人で，50.0％を占めていた．PSA
検査においては，精検受診にカウントできない27
人のうち5人が外国人で，18.5％を占めていた．

考　察
　日本人と外国人の間で精検受診率にかなりの差
があるという現状が把握できた．今回の検討では
全体の海外受診者が2.5％という状況において
も，外国人の精検未把握者の数が，全体の精検受
診にカウントできない者の多くを占めることにな
り，乳がん検査では50％にものぼっていた．外
国人の場合，受診したかどうか未把握なだけで実
際は受診をしているということも考えられるが，
受診確認できていない者への受診勧奨やがん発見
率といった人間ドックの重要な精度管理が不可能
となる．よって精検結果未把握者は実際の受診有
無にかかわらず問題となるため精検受診にカウン
トはできず 3），未把握者の増加で精検受診率の値
は低くなる．今回の検討が示したように，外国人
の精検受診についての未把握が全体の精検受診率
低下に影響し，今回調査した検査においては日本
人だけの場合と比べ3.6～6.0ポイント低下して
いた．
　精検受診率を高く保つことは，検診の精度管理
において重要な要素の一つである 3）．精検を受診
したかを確認し，受診したか不明の者に対して受
診勧奨を行うことで，より多くの受診者が早期発
見の機会を逃さないようにすることが可能となる 2）．
また，精検の診断結果を確認することでがん発見
率や陽性的中率を把握することが可能となり，検
診側で行っている検査の精度を検証することがで
きる 3）．よって，精検受診率が高いことは，早期
発見の機会や検査の精度を担保することができ，
人間ドックの質の高さにつながる．現在医療ツー
リズムによる海外からの人間ドック受け入れが期
待されているが，海外受診者を受け入れる場合は
受診勧奨や受診確認のフォローアップのしにくさ
に留意する必要があり，フォローアップについて
の対策を行わないと，受け入れが多くなるほど精
度管理の質の確保が難しくなると考えられる．今

後，海外受診者の人間ドック後の有効なフォロー
アップ方法について検討していく必要がある．
我々は，このフォローアップ方法は，日本人同様
の医療機関との診療情報提供書や本人との郵送で
のやりとりは困難であると予想し，ITを活用した
受診者とのやりとりが現実的と考えている．受診
者からの情報は信頼性の問題があるが，精検日・
受診機関・精検法・精検結果の4つすべてが申告
されれば，精検受診としてカウントできるとされ
ている 3）．実際に我々はWEB上の入力フォーム
を活用した新たなアプローチを検討し取組みを開
始したが，新型コロナウイルス感染拡大に伴い海
外からの受診がストップしたため，その経験につ
いて述べられる状況にまで至っていない．
　本研究の限界は，単施設の検討であることであ
り，海外受診者割合などにより精検受診の低下率
などは変わってくることが考えられる．しかし，
外国人受診者の精検受診の影響を報告した研究は
本研究が初めてと考えられ，医療ツーリズムが推
進されるなかでの課題を提示する資料として貴重
であると考え，ここに報告した．
　海外からの人間ドックについては，単に受診の
受け入れをするだけでなく，検査後の受診勧奨や
受診確認を行い，精検受診および治療までつなげ
ていくといった総体的な体制づくりが重要であ
る．それが外国人受診者にとっての早期治療にも
つながり，それが最終的には海外からの受診者に
とって安心して人間ドックを受診できる環境にも
つながっていくと考えられる．

結　語
　外国人の精検受診状況が追跡できていないこと
による未把握分が，全体の精検受診率低下に影響
することが明らかとなった．外国人の精検受診を
把握するための対策が必要であり，ITを活用する
などのフォローアップ方法を検討する必要がある
と考えられる．

利益相反
　筆頭者および共著者において開示すべき利益相
反はない．
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Diagnostic Test Participation Among International Participants  
Receiving Comprehensive Screening in Japan

Daichi Kato1), Kenichiro Majima2), Miki Kanayama1), Masao Kakai3), Makoto Shinoda1), Yosuke Muraki2)

1) Health management section, Kameda Clinic Health Appraisal Center
2) Department of health management, Kameda Clinic Health Appraisal Center
3) Health management support room, Kameda Clinic Health Appraisal Center

Abstract
Objective: �e results of diagnostic testing following a comprehensive screening conduct-
ed outside of Japan are di�cult to obtain and may in�uence diagnostic test participation 
rates. �is study aimed to clarify the impact of this phenomenon.
Methods: We surveyed 8,504 participants who underwent comprehensive screening in 
2018, including 210 (2.5%) participants living abroad. We examined the international par-
ticipants included in the total number of screening tests and those who required a diagnos-
tic test. Further, we investigated the diagnostic test participation rate among international 
participants.
Results: The percentages of international participants receiving screening tests and re-
quiring diagnostic tests were 6.3% (106/1,686) and 7.1% (12/170, including those requir-
ing lesion resection), respectively, for screening colonoscopy; 2.8% (68/2,414) and 6.5% 
(3/46), respectively, for breast cancer screening; and 6.1% (114/1,881) and 4.7% (5/107), 
respectively, for the prostate-specific antigen test. The diagnostic test participation rates 
for those identi�ed as “Japanese participants” and “international participants” and for the 
overall sample were 91.8% (145/158), 16.7% (2/12), and 86.5% (147/170), respectively, 
for screening colonoscopy; 93.0% (40/43), 0.0% (0/3), and 87.0% (40/46), respectively, for 
breast cancer screening; and 78.4% (80/102), 0.0% (0/5), 74.8% (80/107), respectively, for 
the prostate-speci�c antigen test. �ere was a signi�cant di�erence in the diagnostic test 
participation rate between Japanese and international participants in all three tests (p<0.001, 
p=0.01, p<0.001). �e percentage of international participants who could not be counted as 
participating in a diagnostic test was 43.5% (10/23) for screening colonoscopy, 50.0% (3/6) 
for breast cancer screening, and 18.5% (5/27) for the prostate-speci�c antigen test.
Conclusion: �e failure to track diagnostic test participation of international participants 
contributes to the decline in overall diagnostic test participation in Japan. Measures are 
required to determine the status of the diagnostic test participation among international 
participants.

Keywords: medical tourism, inbound medical tourism, diagnostic testing recommenda-
tion, follow-up
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臨床経験（活動報告）

緒　言
　我が国における聴覚障がい者は約34万人 1）いる
といわれている．これら障がい者のうち，社会活
動に積極的な集団を対象にしたアンケートでは，
約20％の割合で健康診断を受診したことがない
という報告がある 2）．当センターは，ワンフロア
での健康診断が実施可能なため，身体に障がいを
持つ受診者が当センターを希望するケースが多
い．しかし，聴覚障がい者の受診にあっては，ス
タッフとの円滑なコミュニケーションがとれずに
検査時間が長くなる，また検査方法の説明が伝わ
らず受診者が不便に思うといったことがある．本
研究では，聴覚に障がいを持つ受診者とそれに応
対するスタッフにアンケート調査を行った．その
調査により対象者が希望する言語媒体およびサ
ポート方法を把握し，また，対象受診者の希望と
スタッフの取り組みや意識とに隔たりがないかを

健診において聴覚障がい者が希望する 
コミュニケーション方法の検討

中野理果　加畑 香　鈴木ひとみ　大森由美子　小林紗笑　小堀悦孝

要　約
目的：本研究では，聴覚に障がいを持つ健診受診者とそれに応対するスタッフにアンケート調査を
行い，受診者が希望する言語媒体およびサポート方法を把握した．
方法：2020年4月1日から2021年3月31日までに当センターを受診した聴覚障がい者25名を対象
に，受診時の不便さ調査をアンケート方式で行った．また，対象受診者に応対したスタッフにもア
ンケート調査を行い，各科（事務課，放射線科，看護科，検査科）毎の「工夫点」「問題点」を洗い出し
た．両者のアンケートを集計し，比較検討を行った．
結果：聴覚障がい者が不便だと感じる検査は，胃X線検査（32.0％），腹部超音波検査（24.0％）で
あった．希望する言語媒体は，筆談（29.6％），ジェスチャー（22.2％），口話（22.2％）の順で，手
話を希望する対象者は3.7％と少数であった．今後希望するサポート方法は，説明パネル，検査の
手順書を利用する方法を希望する対象者が多かった．スタッフアンケートでは，各科での対応にば
らつきがみられた．
結語：当センターで健診を受診する聴覚障がい者は，言語媒体として筆談を希望する受診者が最も
多く，視覚的に分かりやすい説明を必要としていた．今後はタブレット端末を導入し，視覚を重視す
る説明方法および音声文字変換機能を使用する方法が有用と思われた．今後はスタッフ間で情報を
共有し，聴覚障がい者のみでなくすべての受診者にとってのバリアフリーな健診センターを目指す．

キーワード　聴覚障がい者，健診，バリアフリー，タブレット端末

検討した．すべての受診者にとってのバリアフ
リーの実現を目指す当センターにおける聴覚障が
い者への対応の取り組みを報告する．

対象と方法
　当センターにおける人間ドックおよび一般健康
診断受診者のうち，自己申告または受付窓口や電
話予約の際に聴力に障がいがあることが明らかな
受診者25名，およびその受診者に応対した当セ
ンターのスタッフを対象にアンケート調査を実施
した．調査期間は2020年4月1日から2021年3
月31日までとした．
　対象受診者へのアンケート（図1）は，健診終了
後に行った．調査項目は，性別，年齢，受診歴，
聴覚障がいが生じた年齢，補聴器の有無，検査あ
るいは検査以外で不便を感じた部署，検査説明で
必要な言語媒体について選択式および自由記載で
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行った．
　当センタースタッフは，事務課（受付，案内，
電話応対スタッフ），放射線科，看護科，検査科
の部署毎にアンケートを実施した．調査項目は自
由記載式で行い，回答を「スタッフが問題と考え
る点」「工夫している点」に分類した．
　対象受診者とスタッフのアンケート結果を集計
し，比較検討を行った．

　なお本研究は，当財団倫理委員会承認（承認番
号：ER2020-06）のもと，個人情報保護規定を遵
守して行った．

結　果
　対象受診者へのアンケート回答数は19件（回収
率は76.0％）であった．対象受診者の背景（表1）
は，男性7件（36.8％），女性12件（63.2％），年

健診サービスに伴うアンケート 

このたびは当センターにて健康診断をご受診いただきまして、誠にありがとうございました。今後より 

一層の受診環境向上に努めさせていただきます。 

つきましてはご受診者様へアンケート調査のご協力を賜りたく、実施させていただいております。 

戴きました情報は大切に活用させていただきますので、よろしくお願いいたします。 

（なお、このアンケートは研究の一環として使用させていただきます。） 

:・*⁑*・: ～:・*⁑*・: ～:・*⁑*・: ～:・*⁑*・: ～:・*⁑*・: ～:・*⁑*・: ～:・*⁑*・: ～:・*⁑*・: 

～回答は数字に〇を付けてご回答ください～ 

・この調査票をご記入いただいている方はどなたですか。（お 1つ選択ください）

1. ご本人  2. ご家族(ご親戚)  3. ご友人  4. その他（    ） 

【今回ご受診者された方についてお尋ねします】 

❖問１. あなたの性別と年齢をお聞かせください。

性別： 男性 ・ 女性

年齢：      歳

❖問 2. 当健診センターをご受診されたのは初めてですか。

1. はじめて

2. ２回目

3. それ以上

❖問 3. お耳が聞こえづらくなった（聞こえなくなった）のは何歳ごろですか。

1. 年齢：     歳ごろ 

2. 生まれつき(出生時)

❖問 4. あなたは普段、補聴器を利用していますか。

1. 使用している

→ 両耳 ・ 片耳

2. 使用しているがよく聞こえない

3. 使用していない

❖問 5. どの検査に一番不安(心配)を感じましたか。次の中から該当するものをお選びください。

（複数選択可能です） 

1. 胃レントゲン検査（バリウム）

2. 胃内視鏡検査（胃カメラ）

3. 血液検査

4. 腹部超音波検査（エコー）

5. 肺機能検査

6. 診察

7. 婦人科検診（子宮がん）

8. マンモグラフィー（乳がんレントゲン）

❖問 6. どのような方法の検査説明（情報保障）が必要と感じましたか。

1. 手話通訳者

2. 筆談

3. 身振り手振り（ジェスチャー）

4. 電気などによる合図

5. 口話

❖問 7. 検査の説明以外に今後健診を受ける際一番に希望するものはどちらですか。

   （1つ選択ください） 

1. 手話ができるスタッフがほしい

2. 説明パネルが欲しい

3. 実施前に検査の順番を記したものを渡してほしい

4. 案内係を一人つけてほしい

:・*⁑*・: ～:・*⁑*・: ～:・*⁑*・: ～:・*⁑*・: ～:・*⁑*・: ～:・*⁑*・: ～:・*⁑*・: ～:・*⁑*・: 

※利用する情報等からは、お名前、住所、電話番号など、個人を特定できる情報は削除いたします。
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ご協力ありがとうございました。 

湘南検診センター 

図1　アンケート（一部改）

表1　対象受診者の背景
人 ％

総計 19 100.0
性別
　男性 7 36.8
　女性 12 63.2
年齢（歳）
　～30 2 10.5
　31～39 5 26.3
　40～49 6 31.6
　50～59 3 15.8
　60～ 3 15.8
聴覚障がいが生じた年齢（歳）
　生下より 9 47.4
　～19 3 15.8
　20～29 0 0.0
　30～39 3 15.8
　40～49 2 10.5
　50～59 2 10.5
補聴器使用
　あり 15 78.9
　なし 4 21.1
当センター受診歴
　初回 6 31.6
　2回以上 13 68.4
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齢は21～71歳（平均45.0歳）であった．聴覚障が
いが生じた年齢では，生下時が9件（47.4％）と最
も多く，次いで19歳まで，30代の3件（15.8％）
であった．補聴器の使用は，使用しているが15
件（78.9％），使用していないが4件（21.1％）で
あった．当センターの受診歴については，初回が
6件（31.6％），2回目以上が13件（68.4％）と，リ
ピーターが多い結果であった．
　受診時に不安を感じた検査は，胃X線検査（バ
リウム）が8件（32.0％）と最も多く，次いで腹部
超音波検査（エコー）が6件（24.0％）であった．子
宮頸がん検査は0件であった（表2）．どのような
方法で検査説明を希望するかでは，筆談が8件
（29.6％）で最も多く，ジェスチャーが6件（22.2％），
口話6件（22.2％）の順であった（表3）．今後希望
するサポート方法については，説明パネルが8
件（42.1％），検査の順番を記載したものが4件
（21.1％），手話のできるスタッフが2件（10.5％），
案内係の付き添いに関しては1件（5.3％）であっ
た（表4）．
　スタッフへのアンケート調査の結果は，「問題
だ」と考える点については，各部署ともに手話通
訳のできるスタッフがいないことを挙げ，聴覚障

表5　スタッフアンケート（自由記述）
スタッフが問題と考える点 工夫している点

検査開始前

予約 ・電話予約時，代理人を介すため，意思が伝わら
ないことがある

・本人とFAXでやり取りをする
・予約受付時または前回受診後に聴覚障がいが
分かっている場合は，受診者情報の備考欄に
その旨を記載している．

受付 ・受付では手話のできるスタッフがいない
・筆談している時間の余裕がない

・聴覚障がい者のための受付用紙を用意している
・受診者の障がい情報を共有するため，検査を受
ける際に使用する受診票に目印をつけ，スタッ
フに注意を促している．

健診実施中

検査案内 ・案内係に手話のできるスタッフがいない
・ジェスチャーで案内してしまう ・案内係が直接，次の検査に誘導している

放射線検査
・手話のできるスタッフが少ない
・胃X線検査では，胃の形状など個人差があるの
で，完全マニュアル化が難しい

・聴覚障がいの度合いが分からなく，対応に困る
・スタッフが介助に入っている

看護師
・手話のできるスタッフがいない
・特に子宮頸がん検査で，カーテンがあるため
ジェスチャーでの指示を伝えにくい

・段差，スロープなど細かい注意を伝えにくい

・時間をかけ，ジェスチャー・筆談を交えて説明
をしている

超音波検査
・手話のできるスタッフがいない
・エコー検査では，検査室を暗くして検査を行う
ため，指示が伝わりにくい

・文字による検査方法マニュアルを使用している

診察・結果説明面談
・手話のできるスタッフがいない
・筆談で意思疎通を図るのに時間がかかる
・結果説明面談は対応できない，または断られる
ことがある

・看護師が筆談などのコミュニケーションの介助
に付いている

健診終了後 再検査・精密検査の案内 ・代理人が問い合わせを行うため，意思が伝わら
ないことがある

・文書による案内およびFAXでのやり取りを行っ
ている

表2　 受診時に不安を感じた検査（複数回答可）
検査名 件 ％

胃X線検査（バリウム） 8 32.0
腹部超音波検査（エコ－） 6 24.0
特になし 3 12.0
胃内視鏡検査（胃カメラ） 2 8.0
血液検査 2 8.0
診察 2 8.0
マンモグラフィ 1 4.0
呼び出し 1 4.0
子宮頸がん検査 0 0.0
総計 25 100.0

表3　希望する言語媒体（複数回答可）
件 ％

筆談 8 29.6
ジェスチャー 6 22.2
口話 6 22.2
点滅など電気合図 0 0.0
特になし 6 22.2
手話による通訳 1 3.7
総計 27 100.0

表4　今後希望するサポート方法
件 ％

説明パネル 8 42.1
検査の順番を記載したもの 4 21.1
特になし 4 21.1
手話のできるスタッフ 2 10.5
案内係の付き添い 1 5.3
総計 19 100.0
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がいの度合いが分からないことや検査の指示が伝
わらないことで対応に困っていた．工夫している
点については，専用用紙や検査マニュアルなど文
字による案内を利用している部署が多かった．案
内係や検査の介助を，人手を使用して工夫してい
る部署もみられた．各部署での対応にばらつきが
みられた（表5）．

考　察
　ノーマライゼーションを目指す我が国の福祉に
おいて，バリアフリーの実現は重要な課題であ
る．聴覚障がい者にとってのバリアフリーは，市
川の報告 3）にもあるようにスピーチコミュニケー
ション障害をできる限り除いていくことであろ
う．本研究では，聴覚障がい者が健診を受ける際
の不便さ調査を行い，不安な箇所の洗い出しおよ
び希望する言語媒体とそのサポート方法を探っ
た．
　聴覚障がい者が当センターで健診の予約を申し
込む際は，家族や代理の方が電話をかけてくるこ
とが多く，直接的なやり取りを行えるFAXでの申
し込みを推奨している．健診を受診する際，ス
タッフ全体で受診者情報を共有している．予約受
付時または前回受診後に聴覚障がいが分かってい
る場合は，受診者情報の備考欄にその旨を記載
し，受付時に発覚した場合は，受診者が検査を受
ける際に使用する検査情報が記載された受診票に
目印をつけ，スタッフに注意を促している．
　健聴者が聴覚障がい者とコミュニケーションを
図ろうとする際，その手段の第一選択としてまず
手話と考えがちである．今回我々のスタッフへの
調査でも，全科で手話の使えるスタッフの少なさ
を問題点であると挙げていた．しかし，同じ聴覚
障がい者でも，失聴年齢や残存聴力，言語力，教
育歴，家庭環境などによっては手話を使えない者
も大勢いる 4）．今回の研究対象者は，平均年齢45.0
歳と若く，失聴年齢も19歳以下が63.2％を占め
るため，手話の使用が可能かと思われるが，受診
歴が2回目以降の割合が68.4％と高く，78.9％で
補聴器を使用していることもあり，手話による通
訳を希望していた者はわずか1件（3.7％）であっ

た．聴覚障がい者のコミュニケーションツールと
して多用されるのは，筆談・手話・口話の3つで
あるが，それらを使用する相手と場面で有用性は
異なる 5）．手話は，家族や友人など顔見知りの理
解者に対して使用することが多く 5,6），あまり親し
くない健聴者に対しては有効な割合は少なくな
る 6）．今後希望するサービスについても，手話の
できるスタッフと答えた対象者は2件（10.5％）で
あり，健診センターにおける言語媒体としての手
話は，スタッフが考えるよりも有効性は低いこと
が分かった．
　本研究の結果では，対象受診者が検査を受ける
際，最も希望する言語媒体は筆談（29.6％）であっ
た．筆談は，公共機関の受付や旅行先など初対面
の少数の相手に対しての有効性が高いことが分
かっている 6）．
　しかし，当センターの健診においては，筆談を
あまり使用していない．受付，検査室では説明す
る内容が限られているので，説明が記載された
シートを指で追いながら説明をしている．胃X線
検査は，受診者毎に胃の形状や状態に差異がみら
れ，指示も複雑なため定型文のマニュアルは使用
していないが，筆談は音声の5倍程度の時間がか
かるので 7），素早く指示を出さなければならない
胃X線検査には不向きである．スタッフが検査室
の内部で口話とジェスチャーを交えて検査の指示
を伝えている．そのため，胃X線検査が不安を感
じる検査の最上位（32.0％）を占めている．次いで
腹部超音波検査が不安な検査（24.0％）であるが，
超音波検査室では部屋の電気を暗くして検査を
行っているため，検査マニュアルや検査の指示が
伝わりにくいといった意見が多かった．アンケー
ト調査問6の「電気などによる合図」というのは，
呼吸の調節を必要とする検査を行う際に室内の電
気のON，OFFで「息を吸う」「息を止める」など決
めた合図で撮影を行うもので，当センターでも使
用する場合がある．放射線部門の聴覚障がい者ガ
イドライン 8）にもあり，比較的一般的な合図とい
う認識から分かりにくい表現になってしまい，選
択した対象受診者はいなかった．医師による結果
説明面談においては，筆談で行う場合が多いが，
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医師との意思疎通に時間がかかることもあり，受
診者から断られるケースが多いのが現状である．
　一方で，子宮頸がん検診は，検査医と受診者が
カーテンで分けられており，スタッフアンケート
でも指示を伝えにくいとの意見が挙がったが，対
象受診者で子宮頸がん検診が不安だと答えたもの
はいなかった．看護師が時間をかけジェスチャー
と筆談で説明を行っている点が不安解消につな
がっているようである．
　口話・ジェスチャーは，今回の対象者が希望す
る言語媒体で2番目に多かった（22.2％）．このア
ンケートを行った時期は2020年4月から2021年
3月と，新型コロナウイルス感染症蔓延期での調
査であった．当センターで把握している聴覚障が
いを持つ健診受診者は年間約45名ほどであるが，
コロナ禍のこの年は25名と5割強しか受診してい
なかった．スタッフは全員マスクやフェイスガー
ドの着用を余儀なくされ，口話を希望する対象受
診者には不便な時期であったことは聴覚障がいを
持つ受診者の減少からも推測される．アンケート
の自由記載の欄には，マスクをつけていると誰が
話しているのかも分からないといった意見もあっ
た．
　近年では，スマートフォンやSNSの普及によ
り，それらによる聴覚障がい者のコミュニケー
ションツールとしての役割が期待されている 9,10）．
自動音声認識機能による音声文字変換アプリや，
手書きによる筆談機能付き音声文字変換アプリな
ど，聴覚障がい者と健聴者との会話を支援するさ
まざまなアプリケーションの提供がなされてい
る 11）．それらのアプリケーションには音声の誤認
識や変換ミスなど音声入力の正確性においてまだ
問題点はあるものの，通常の紙媒体による筆談よ
りも短時間でコミュニケーションがとれる 9）との
報告もあり，当センターでもタブレット端末によ
る音声文字変換アプリの導入を検討している．今
後希望するサポート方法として説明パネル，検査
の手順書が視覚的に分かる媒体がいいという意見
も多く，タブレット端末の運用により筆談と口話
の問題点を改善していく予定である．
　今回のアンケート調査では全体として，希望す

る言語媒体やサービスは特にないという意見も多
く，十分な配慮があるという声も挙がっていた．
しかし，スタッフアンケートの結果から各科で問
題と考える点は類似しているものの工夫している
点にばらつきがあったことが判明し，対象受診者
が不安を感じる検査とそうでない検査に差がみら
れた．今後，スタッフ間で共通の情報を共有し，
受診者が希望するサービスを提供することで，聴
覚に障がいを持つ受診者のみでなくすべての受診
者が安心して受診できるバリアフリーの実現を目
指していきたいと考える．

結　語
　当センターを受診する聴覚障がい者は，言語媒
体として筆談を最も希望し，視覚的に分かりやす
い説明を必要としていた．スタッフが工夫してい
た点は，各科でばらつきがあった．今後はタブ
レット端末を導入し，スタッフ間で情報を共有し
ながら不安な検査を減らすようにしていく予定で
ある．聴覚障がい者のみではなくすべての受診者
にとってのバリアフリーな健診センターを目指す．

　本論文の趣旨は，第61回日本人間ドック学会
学術大会（2020年，オンライン開催）で発表した
内容を加筆，修正したものである．
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Examination of Language Media and Support Methods Desired by Hearing  
Impaired Person at the Time of Medical Examination in Health Check-up

Rika Nakano, Kaori Kabata, Hitomi Suzuki, Yumiko Oomori, Saemi Kobayashi, Yoshitaka Kobori

Sasaki Foundation Shonan Health Examination Center

Abstract
Objective: In this study, a questionnaire survey was conducted among hearing-impaired 
people at the time of medical examination and among assisting sta� in order to understand 
their desired language media and support methods.
Methods: Twenty-five people with hearing impairment who visited our center between 
April 1, 2020, and March 31, 2021, were surveyed about the inconveniences they expe-
rienced during examination. Furthermore, a questionnaire survey was also conducted 
among assisting staff members to identify the problems and innovations in the various 
departments (administrative department, radiology department, nursing department, and 
laboratory department). �e questionnaires from both surveys were tabulated, examined, 
and compared.
Results: The tests perceived as inconvenient by people with hearing impairement were 
gastric X-ray test (32.0%) and abdominal ultrasonography (24.0%). �e preferred language 
media were written (29.6%), gesture (22.2%) and oral (22.2%), and a small percentage (3.7%) 
preferred sign language. As for their ideal support method, many people requested the use 
of explanation panels and materials detailing the test procedures. �e responses in the sta� 
questionnaire di�ered in all departments.
Conclusion: Most hearing-impaired people who are examined at our center prefer written 
conversation as a language medium and need easy-to-understand visual explanations. In 
the future, we believe that it would be bene�cial to use tablet devices for visual explanations 
and voice-to-text conversation function. Moving forward, we plan to share information 
among sta� members and aim to become a barrier-free medical test center that caters to all 
examinees and not only those with hearing impairment.

Keywords: hearing-impaired people, health check-up, barrier-free, tablet device
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2021年度　二日ドック基本検査項目表
区分 項　目 備　　　　　考

必
　
須
　
項
　
目

身
体
計
測

身　　　　　長
体　　　　　重
肥　　満　　度

B M I
腹　　　　　囲

生
　
　
理

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

Ⅹ
線
・
超
音
波

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

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

生

化

学

総  　蛋　  白
ア ル ブ ミ ン
クレアチニン

eGFR
尿　　　　酸

総コレステロール
HDLコレステロール
LDLコレステロール

Non-HDLコレステロール
中　性　脂　肪
総 ビ リ ル ビ ン

AST（GOT）
ALT（GPT）

γ -GT（γ -GTP）
ALP

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

血
液
学

赤　　血　　球
白　　血　　球
血　　色　　素
ヘマトクリット

MCV
MCH

MCHC
血　小　板　数

血
清
学

CRP 　定量法
血液型（ABO　Rh） 　本人の申し出により省略可

HBs抗原 　本人の申し出により省略可

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

便 潜　　　　血 　免疫法で実施（2日法）
問
診
・
診
察

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

医　師　診　察 　胸部聴診、頸部・腹部触診など。　＊2

判
定
・
指
導

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

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

オ
プ
シ
ョ
ン
項
目

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

PSA
HCV抗体 　＊4

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

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

D要医療
D1要治療・
D2要精検　＊1

E治療中
＊8

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

腹　囲 cm
男性 84.9以下 85.0以上

女性 89.9以下 90.0以上

血　圧
（2回測定 :平均値） mmHg

収縮期 129以下 130–139 140–159 160以上

拡張期 84以下 85–89 90–99 100以上

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

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

聴力 dB
1000Hz 30以下 35 40以上

4000Hz 30以下 35 40以上

呼吸機能
（スパイロメトリー）
小数点1ケタ表記に変更
＊2

1秒率（%） 70.0以上 69.9以下

%1秒量（予測1
秒量に対する%）

80.0以上
（1秒率70.0%以上）

79.9以下
（1秒率70.0%以上）

または
80.0以上

（1秒率69.9%以下）

79.9以下
（1秒率69.9%以下）

%肺活量（%） 80.0以上 79.9以下

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

アルブミン g/dL 3.9以上 3.7–3.8 3.6以下

クレアチニン
（eGFRを優先して判定）
（小数点2ケタ表記に変更）

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

女性 0.70以下 0.71–0.79 0.80–0.99 1.00以上

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

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

HDLコレステロール mg/dL 40以上 35–39 34以下

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

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

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

AST（GOT） U/L 30以下 31–35 36–50 51以上

ALT（GPT） U/L 30以下 31–40 41–50 51以上

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

FPG（血漿）
空腹時血糖 mg/dL FPG：99以下

かつ
HbA1c：5.5以下

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

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

FPG：126以上
かつ

HbA1c：6.5以上HbA1c（NGSP） %　＊4

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

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

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

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

梅毒反応 陰性 陽性

HBs抗原 陰性 陽性

HCV抗体 陰性 陽性

尿蛋白 （－） （±） （＋）　＊5 （2＋）以上 

尿潜血 （－） （±） （＋）　＊5 （2＋）以上

尿糖 （－） （±）以上

尿沈渣　＊6

便潜血　2日法 1日目・2日目 （－） いずれか（＋）

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

＊＊7

ASC-US，＊＊7
ASC-H，LSIL， 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

通算
回数 名　　　称 会　　　期

年　月　日
主 催 者
学 会 長

所　　属
（職　　名） 会　場（開催地）

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

36. 9.29－30 〃 〃 都道府県会館 東 京

4 短期人間ドック医療担当者講習
会・研究会

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

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

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

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

ホール
東 京

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

健康管理学教室教授
電気ホール 福 岡

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

育科学センター教授
名古屋市中小企業振興会館 名古屋

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

日本青年館 東 京

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

ター所長
ニュースカイホテル 熊 本

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

広島国際会議場 広 島
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通算
回数 名　　　称 会　　　期

年　月　日
主 催 者
学 会 長

所　　属
（職　　名） 会　場（開催地）

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

イアンス理事長
ロイトン札幌
北海道厚生年金会館

北海道

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

ホテルメトロポリタン秋田
秋 田

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

沖 縄

48 19. 8.30－31 中村　治雄（財）三越厚生事業団
常務理事

ロイヤルパークホテル
三越劇場

東 京

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

徳 島

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

グランドプリンスホテル
赤坂

東 京

51 22. 8. 26－ 27 吉田　　威 吉田病院
理事長・病院長

旭川市民文化会館
旭川グランドホテル

北海道

52 23. 8. 25－ 26 大道　道大 森之宮病院
院長

大阪国際会議場 大 阪

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

東京国際フォーラム 東 京

54 25. 8. 29－30 堺　　常雄 聖隷浜松病院
総長

アクトシティ浜松，
オークラアクトシティホテル浜松

浜 松

55 26. 9. 4－ 5 寺坂　禮治 福岡赤十字病院
病院長

福岡国際会議場 福 岡

56 27. 7.30－31 土屋　　敦 医療法人 相和会
理事長

パシフィコ横浜 横 浜

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

まつもと市民芸術館，ホテルブエ
ナビスタ，松本東急REIホテル

松 本

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

大宮ソニックシティ，
パレスホテル大宮

大 宮

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

朱鷺メッセ，
ホテル日航新潟

新潟

60 1. 7.25－26 井上　和彦 淳風会健康管理センター
センター長

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

岡山

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

（WEB開催） ―

62 3.9.10－9.24 那須　　繁 特定医療法人財団 博愛会 
理事長

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

総説，Letters to the Editorなどで，他誌に発表されていないものに限ります．特別寄稿は原則として編集
委員会からの依頼論文とします．また，編集委員会の判断で投稿区分の変更をお願いすることがあります．
なお，臨床研究に関する論文は1964年のヘルシンキ宣言（以後の改定を含む）の精神に則ったもので
なければなりません．すなわち，論文の内容が疫学研究あるいは臨床研究の場合は，その研究計画が自
施設の倫理委員会あるいは日本人間ドック学会倫理・利益相反委員会の承認を得ていること，ならびに
対象者のインフォームド・コンセントが得られていることが必要です．また，そのことを本文中に記載
してください．症例報告の場合は，受診者のプライバシーに十分配慮し，インフォームド・コンセント
を得た上で投稿してください．
2．投稿資格
投稿者は本学会正会員，施設会員，および名誉会員とします．編集委員会が特に認めたものは，この
限りではありません．
3．投稿様式
投稿原稿は，和文は全角，英数字は半角で，Microso� Word他のオンラインシステムにアップロード
可能なファイル形式で作成してください．
　アップロード可能なファイル形式：doc（docx），xls（xlsx），ppt（pptx），jpg，ti�，gif，ai，eps，psd
また，ファイル名は，必ず，半角英数字で入力し，拡張子をつけてください．
　ファイル名の例：honbun.doc.，zu1.jpg.，hyou1.xls.等
ご使用になったMicroso� O�ceのバージョンを，「カバーレター」（アップロードする際の頭書きを記

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

附記2：参考とすべき倫理指針等
1） 「臨床検査を終了した検体の業務，教育，研究のための使用について－日本臨床検査医学会の見解－」
 （日本臨床検査医学会　臨病理 2010；58：101-103.）
2） 「遺伝子治療臨床研究に関する指針」（平成27年8月12日厚生労働省告示第344号　平成29年4月7
日一部改正）

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

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

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

8） 臨床研究の利益相反（COI）に関する共通指針（平成22年4月12日：内科系関連10学会）
9） 「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」（平成29年4月14日：
厚生労働省 個人情報保護委員会）

10） 「人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針」（令和3年3月23日：文部科学省・厚生労
働省・経済産業省告示第1号）

［改訂日：令和3年9月3日］
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日本人間ドック学会誌　「人間ドック」投稿規定（郵送用）
1．投稿内容
投稿の内容は人間ドックおよびその領域に関連する原著，症例報告，短報，臨床経験または活動報告，

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

（c）投稿原稿の部数
投稿原稿は2部，CD-ROMは1部提出してください．

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

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

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

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

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

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

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

附記3：参考とすべき倫理指針等
1） 「臨床検査を終了した検体の業務，教育，研究のための使用について－日本臨床検査医学会の見解－」
 （日本臨床検査医学会　臨病理 2010；58：101-103.）
2） 「遺伝子治療臨床研究に関する指針」（平成27年8月12日厚生労働省告示第344号　平成29年4月7
日一部改正）

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

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

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

8） 臨床研究の利益相反（COI）に関する共通指針（平成22年4月12日：内科系関連10学会）
9） 「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」（平成29年4月14日：
厚生労働省 個人情報保護委員会）

10） 「人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針」（令和3年3月23日：文部科学省・厚生労
働省・経済産業省告示第1号）

［改訂日：令和3年9月3日］
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「人間ドック」投稿用チェックリスト

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

論文作製について

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

 文献，図表の題名・説明の順になっているか

□ タイトル頁（表紙）を1ページ目とした，ページを入れたか

□ 本文と図表は別ファイルに保存したか

タイトル頁（表紙）に次の項目を記載したか

□ 和文の題名，著者名，所属施設名，所属地

□ 英文の題名，著者名，所属施設名

□ 筆頭著者の氏名，職種，連絡先，メールアドレス

□ 別冊希望部数

□ 共著者の氏名，所属施設名，施設住所

和文要約（2ページ目）

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

□ 和文キーワード（4個以内）をつけたか

英文要約（3ページ目）

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

□ 内容は和文要約と一致しているか

□ 英文キーワード（4個以内）をつけたか

□ 英文要約の作成を学会に依頼する場合には，その旨を記載したか

本文（4ページ目以後）

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

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

□ 略語は，本文の初出の時に正式用語を使い，（ ）に略語を示したか

□ HbA1cはNGSP値で表記されているか

文　献

□ 記載方法に誤りはないか

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

□ 文献番号は，本文で引用した順序になっているか

図・表，写真

□ 図・表は計10点以内としたか

□ 図の説明文（表題）は，図の順に別紙に記載したか

□ 表に縦線を使用していないか
 　　注：表には縦線は使用しない

□ 図・表の挿入希望箇所を，本文の欄外に記載したか

□ 写真の裏面に，筆頭著者名，写真番号，天地を記載したか

投稿直前のチェック

□ 投稿原稿は2部あるか

□ CD-ROM 1部を同封したか

□ 責任者に投稿の最終チェックを受けたか

□ 投稿承諾書を同封したか

□ 利益相反がある場合，利益相反（COI）自己申告書を同封したか

全チェック項目に∨印のある事を確認しました．

　　　年　　　月　　　日，　　著者署名

職　　種

キ
リ
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リ
線
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投稿承諾書
日本人間ドック学会　殿

論文題名：

上記論文は，  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    所属の

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

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

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

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

筆頭著者署名 （Ａ　　　　）

共著者署名 （Ａ　　　　） 共著者署名 （Ａ　　　　）

共著者署名 （Ａ　　　　） 共著者署名 （Ａ　　　　）

共著者署名 （Ａ　　　　） 共著者署名 （Ａ　　　　）

共著者署名 （Ａ　　　　） 共著者署名 （Ａ　　　　）

共著者署名 （Ａ　　　　） 共著者署名 （Ａ　　　　）

共著者署名 （Ａ　　　　） 共著者署名 （Ａ　　　　）

年　　月　　日　提出
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線
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日本人間ドック学会  御中

利益相反（COI）自己申告書

論文題名：

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

項　目 該当の状況 有であれば，著者名：企業名などの記載

①報酬額　
1つの企業・団体から年間 100 万円以上

有 ・ 無

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

有 ・ 無

③特許権使用料　
1つにつき年間 100万円以上

有 ・ 無

④講演料　
1つの企業・団体から年間合計 50万円以上

有 ・ 無

⑤原稿料　
1つの企業・団体から年間合計 50万円以上

有 ・ 無

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

有 ・ 無

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

有 ・ 無

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

有 ・ 無

⑨旅費，贈答品などの受領
1つの企業・団体から年間 5万円以上

有 ・ 無

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

Official Journal of Japan Society of Ningen Dock

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Categories of manuscript:

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

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

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

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

 

Typing:

  □ Manuscript on A4 paper with wide margins

  □ Type double space using 12-point

Title page:

  □ Title of paper

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

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

  □ Running title not more than 50 characters.

Abstract:

  □ Not more than 250 words.

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

  □ Up to four key words.

Text of paper:

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

  □ Measurements are expressed in SI units.

  □ Abbreviations are spelled out at �rst usage.

References:

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

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

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

  □ All abbreviations used are explained in footnotes.

Figures:

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

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

Submission:

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

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

  □ All pages are numbered.

Date:

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

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

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

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

3. Signature of all authors : 

Name (print) Signature Date 
( A                           )

Name (print) Signature Date 
( A                           )

Name (print) Signature Date 
( A                           )

Name (print) Signature Date 
( A                           )

Name (print) Signature Date 
( A                           )

Name (print) Signature Date 
( A                           )

Name (print) Signature Date 
( A                           )

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

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

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

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

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

記

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

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

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

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

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

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

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

発 行 責 任 者 相澤　孝夫

編 集 委 員 会 （長）井上和彦／（副・和文誌）福井敏樹／（副・英文誌）丹羽利充
  新　智文／鎌田智有／小林伸行／小松淳子／笹森　斉／清水正雄／戸田晶子／ 

内藤隆志／武藤繁貴／村田雅彦
発 　 行 　 所 公益社団法人 日本人間ドック学会
 〒102-0075　東京都千代田区三番町9-15　ホスピタルプラザビル1F
   電話　03－3265－0079　E-mail：info@ningen-dock.jp
制 　 作 　 所 レタープレス株式会社（本社）　広島県広島市安佐北区上深川町809-5
 レタープレス株式会社（東京営業所）　東京都台東区上野3-22-4　MOTビル 6階　

第 36巻 第 3号（Vol.36 No.3   2021）
2021年 9月 30日発行

（編　集　事　務　局）

　昭和39年10月10日，快晴無風の東京であっ
た．前回の東京オリンピックの開催日である．当
時小学生であった私は，今でも雲一つない真っ青
な空に，五輪の輪が描かれていく美しさに見とれ
たのをはっきり覚えている．また，直接観戦した
競歩の選手たちが，飛ぶかのような速さで眼前を
過ぎ去っていく驚きもはっきりと覚えている．今
回のTOKYO2020の開催は，無観客開催ではあっ
たが，選手の方々の気持ちを察するに開催できて
よかったと思う．また，テレビという画面を介し
てではあるが，多くの人々が努力し我慢し達成さ
れた選手から何かを感じえたと思う．編集後記を
執筆している8月下旬エンジェルスの大谷選手が
打ってはホームラン40本投げては8勝目を挙げ
た．メタボリックシンドローム対象者には人間
ドック健診面談では，よく食事運動療法が大切で
すよ，ロコモティブシンドローム予防には運動が
大切ですよと説明する．多くの受診者が運動への
関心が高まることの糸口になることを願う．
　今回は，総説1編，原著論文2編，症例報告3編，
臨床経験（活動報告）2編を掲載させていただきま
した．妹尾先生の総説では，人間ドックにおける
眼科的所見と題し，眼科検診の変遷・現状と実際・
眼科検診の未来を，わかりやすく記載していただ
きました．
　全ての人間ドック健診施設において，眼科専門
医がいるとは，限らない現状では，図表も多く記
載されており勉強にもなると思います．また，AI
による読影など今後の展望も記載されております．
　原著論文では，中村先生が特定健診時の標準的

質問票を分析して対象集団を明らかにし，その結
果に基づき特定保健指導を実施すると，指導の効
果が向上する可能性があることを報告されていま
す．小瀬先生は大腸CT検査における被ばく線量
低減について検討され，3種類の撮影パターンを
検討され，被ばく線量を多いものに比べ，約1割
減少することができたことを報告されています．
　症例報告では，矢島先生が健診時の腹部超音波
検査で検出できなかったが，CA19-9高値により
手術可能であった4例の膵臓がんを報告されてい
ます．若松先生は判定に苦慮された多発性嚢胞腎
を報告され，日本人間ドック学会腹部超音波検診
判定マニュアル（2021年度版）の周知の重要性を
述べられています．土佐先生は定期健康診断時の
胸部X腺で胃泡の消失と食道陰影を指摘されたこ
とにより診断された食道アカラシアの1例を報告
され，胸部単純X線読影に注意が必要であること
を報告されています．
　臨床経験（活動報告）では，加藤先生が海外から
の人間ドック受診者は，精検受診状況が追跡しに
くく精検受診率が低くフォローアップ方法につい
て対策が必要であると報告されています．また，
中野先生は健診において聴覚障がい者が希望する
コミュニケーション方法について筆談を希望され
る方が多く，今後はタブレット端末導入が有用と
考えるのみならずすべての受診者にとってのバリ
アフリーな健診を推奨されています．
　最後に，新型コロナウイルス感染症の早期終息
を願ってやみません．
 （内藤隆志）



キ
リ
ト
リ
線

日本人間ドック学会　入会申込書
　貴学会の趣旨に賛同し，入会いたします．

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

①

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

生年月日：19　　　　年　　　　月　　　　日（★必ず記入）

医師免許：（登録番号）　　　　　　　　　 　　 （★ A会員のみ記入）

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

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

認定内科医：　　　　　　　　　　　　　　総合内科専門医：

②

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

・A会員（医師のみ）
  〔年会費 1名 10,000円〕

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

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

・S会員（賛助会員）企業など
  〔年会費 1施設 30,000円〕

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

③

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

ふりがな：
施設名：　　　　　　　　　　　　　　　　　   所属：

住所：（〒　　―　　　）

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

④
自宅住所：（〒　　―　　　）

TEL：　　　　　　　　　　　　　　FAX：

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

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

（第 1号様式）

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

□　同意する　　　　□　同意しない

FAXは不可

（↑★必ず記入）



PMS-M03b-01

個人情報の取扱いについて（会員用）

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

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

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

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

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

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

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

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

1. 転勤・引っ越しなどにより，勤務先（自宅）住所が変わった場合

2. 資料送付先を勤務先から自宅へ，またはその逆へ変更する場合

3. C会員（施設会員），S会員（賛助会員）で施設名が変更になった場合

4. C会員，S会員で担当者が変更になった場合

【現在，届けている項目】

会員番号

氏　　名
（※↑ C，S会員はご担当者）

施 設 名

所属部署　　　　　　　　　　　　　　　　　　役職名

施設住所（〒　　–　　　）

施設電話　　　　　　　　　　　　　　　　　　施設 FAX

自宅住所（〒　　–　　　）

自宅電話　　　　　　　　　　　　　　　　　　自宅 FAX

E-mail

【新しく変更する項目】※変更箇所のみご記入お願い致します．

氏　　名

施 設 名

所属部署　　　　　　　　　　　　　　　　　　役職名

施設住所（〒　　–　　　）

施設電話　　　　　　　　　　　　　　　　　　施設 FAX

施設 E-mail
（※↑ C，S会員のみ）

自宅住所（〒　　–　　　）

自宅電話　　　　　　　　　　　　　　　　　　自宅 FAX

E-mail

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

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

□ 同意する　　　　　　　□ 同意しない

【備考】

（第 2号様式）

FAX 03-3265-0083まで



PMS-M03b-01

個人情報の取扱いについて（会員用）

1．個人情報の利用目的
会員登録情報管理のため．

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

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

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

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

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

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

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

　全項目をご記入ください．

　年　　　　　月　　　　　日をもって貴会を退会いたします．

　退会理由：

【A会員，B会員】

会 員 名 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 印

会員番号

連 絡 先 （〒　　　　　　）

電　話

【C会員，S会員】

施 設 名 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 印

会員番号

連 絡 先 （〒　　　　　　）

電　話

【この届けを記入した人】　会員ご本人の場合は未記入で結構です

氏　名

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

□ 同意する　　　　　　　□ 同意しない

（第 3号様式）

FAX 03-3265-0083まで

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

公益社団法人
日本人間ドック学会　退会　係あて



PMS-M03b-01

個人情報の取扱いについて（会員用）

1．個人情報の利用目的
会員登録情報管理のため．

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

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

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

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

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

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

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