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第60回日本人間ドック学会
学術大会
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会場： ホテルグランヴィア岡山、
　  岡山コンベンションセンター 他
学術大会長： 井上 和彦
（一般財団法人淳風会 淳風会健康管理センター センター長）
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「下浜海岸から男鹿半島を望む」　作：宮下　正弘（日本人間ドック学会前副理事長　社会福祉法人賛成福祉会　介護老人保健施設　山盛苑）



2 JAPAN SOCIETY OF NINGEN DOCK



 3



JAPAN SOCIETY OF NINGEN DOCK4

健診団体連絡協議会（略称「健団協」）をご存知ですか？
　2017年から、健診に関わる4団体（日本人間ドック学会・全日本病院協会・日本総合健
診医学会・日本病院会、およびオブザーバー健康保険組合連合会）が、情報共有や課題
検討を一堂に会して行い、健診の質の確保、国民の健康増進を図ることを目的に、健団
協として活動（議長 篠原幸人理事長）しています。

初の試み　健診フォーラム開催
　会員施設に向けて、健団協・保険者・厚労省・健診施設の視点から健診を考える機会と
して、第1回の健診フォーラムが開催されました。
　健団協の活動報告では、篠原議長より健診の課題に対しての取り組みや、「人間ドック
検査項目の統一」「厚労省ガイドラインへの要望反映」等の成果が紹介されました。最後
に今後の展望として、健診の有用性のエビデンス構築に寄与し、また健診施設の代表とし
て国に声を届ける役割を果たすべきと締めくくられました。
　参加者からは、結果フォーマットや判定区分の統一、保険者の要望、厚労省の動向等に
も関心が示され、健団協に期待する声が寄せられました。

　2019年2月21日（木）、経済産業省の医療国際展開推進事業「ベトナム官民ミッ
ション」の一環として、ベトナム保健省副大臣、主要病院院長が人間ドック学会事
務局を訪問されました。
　ベトナムでは非感染性疾患が死亡要因の8割を占め、その早期発見への関心が
高まっています。東南アジア主要国では唯一、労働者への定期検診が義務化され
ているものの、受診率はわずか10～50％の状況とのことです。自国の制度強化に向け、日本の予防医療の先進的取り組みを視察するた
めに、今回の訪問が行われました。
　篠原幸人理事長による講義で、日本の予防医療の取り組みや人間ドック健診のしくみ、その効果などについて、データを用いて説明がな
されました。人間ドック健診における検査精度の確保や医師の結果説明、保健指導、健診後のフォローアップの役割にも言及し、早期発見
だけでなく発症予防が大切であるとのメッセージを送られました。
　参加者からは、健診の判定体制や医療保険制度などについても多数質問が挙がり、強い関心が示されました。

終了後の記念撮影：篠原理事長（前列中央左）と

ベトナム保健省副大臣グェン・ヴェット・ティエン氏（前列中央右）

開催日： 2019年3月8日（金）　

会　場： 主婦会館プラザエフ（東京）

参加数： 143人（満席）

●開催概要

総合司会 福武 勝幸（日本総合健診医学会　理事長）　

「健診団体連絡協議会発足の経緯と展望 ～人間ドック健診の未来もふくめて～」 篠原 幸人（日本人間ドック学会　理事長）

「保険者が求める健診機関とは」 松本 義幸（健康保険組合連合会　参与）

シンポジウム「人間ドック・健診データの利活用とは、誰がどのように利用し管理するのか」 座長：野村 幸史（日本人間ドック学会　理事）

<講演>

「特定健診データ等の保険者間の引継ぎ、
　 マイナポータルを活用した特定健診データ等の閲覧」

廣瀬 佳恵（厚生労働省　保険局医療介護
連携政策課 医療費適正化対策推進室　室長）

「データヘルスにおける健診データ活用の現状と健診データ仕様標準化への対応
　～健診標準フォーマットを利用したコラボヘルス（事業所との協働）の推進～」

根岸 正治（日立健康保険組合　保健事業課）

「協会けんぽの保健事業について」 松下 敏幸（全国健康保険協会本部　保健部長）

「保険者が求める人間ドック・健診データ提供と課題」 人間ドック健診実施病院より　
坂本 嗣郎（アルシェクリニック　院長）

●プログラム

健診フォーラムが開催されました

ベトナム保健省副大臣、
主要病院との意見交換会

シンポジウムの様子

開会挨拶を行う篠原議長

健診団体連絡協議会

国際協力
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子宮頚部細胞採取の手引き
佐々木 寛（学術委員会 女性の人間ドック
健診の在り方に関する委員会 委員長）

　現在、検診の現場で頸部細胞診採取を行っている

のは、主として産婦人科医ですが、婦人科腫瘍を専
門とする医師のみでなく、レジデントや研修医など
を含めて様々な医師が細胞の採取に従事しているの
が実態です。また、産婦人科医であれば基本的に
腟鏡診や内診には習熟していると思われますが、
誰もが細胞診の精度管理や精密検査の実情に精通
しているとは言い難く、医師の技量によっては、
そもそも細胞採取器具の選択や頸部からの細胞擦
過、固定が適切に行われていない場合もあり得ま

す。細胞診は頸部病変のスクリーニング手法として、罹患率減少効果、死亡率減
少効果が確認されていることから極めて優れた手段であり、その有効性は広く認
められていますが、採取ミス（sampling error）はがんの見落としや訴訟にもな
りかねないリスクをはらんでいます。
　そこで日本婦人科がん検診学会では、頸がん検診の質的向上とより一層の普及
を目指すには、まずは検診担当医の技能を一定のレベルに保ち可能な限り均てん
化することが急務と考え、学会内で検討を重ね、検診実施マニュアルの作成を検
討してきました。
　本書は本邦初の系統的な頸がん検診実施解説書であり、検診担当医の道標とな
ることを願ってやみません。
　なお、本書は発刊にあたり日本産科婦人科学会、日本産婦人科医会、日本臨床細
胞学会、日本婦人科腫瘍学会、日本総合健診医学会、日本人間ドック学会のご後援
を受けております。
　2019年6月20日販売　価格：8,000円（税込）
　今後、ホームページなどで案内する予定です。

2019年改訂版
専門医試験問題集
　このたび、専門医試験問題集2019年改訂版

を発刊いたします。人間ドック健診専門医認定

試験を受験される方は、この問題集でセルフト

レーニングをなさることをお勧めします。

　問題集は最新のガイドラインを用いて各診療

分野を含む形で整理し、問題が作成されていま

す。専門医試験を受験する方だけでなく、人間

ドック健診に従事するすべての先生方にもご活

用いただければ幸いです。

※専門医の更新に必要なセルフトレーニング問

題もこの問題集より出題されますので、是非ご

活用ください。　

2019年7月1日
より発売
ホームページを
ご覧ください。

価格：6,000円＋
税（送料300円）
第60回学術大
会にて特別価格
（税なし）で販売
します。

…INFOMATION…

　厚生労働省「保険者による健診・保健指導等
に関する検討会」において、2020年4月1日よ
り、後期高齢者を対象とした特定健診の質問票
を改訂することが報告されました。
　現在、後期高齢者を対象とした健診は特定健
診に準じて実施され、質問票の項目は高齢者の
特性を把握するには不十分です。新たな質問票
では、フレイルなど高齢者の健康状態を総合的
に把握する内容となります。システム等の変更
が必要となる健診機関はご留意ください。
　詳しくは厚生労働省ホームページ、または日
本人間ドック学会ホームページ「厚生労働省情
報」をご覧ください。

後期高齢者を対象とした
特定健診の質問票が
変わります

2019年度 学術委託研究募集
　日本人間ドック学会は更なる人間ドックの有用性に関するエ
ビデンス作りを目指す考えから、若干件数の学術委託研究費を
本法人の会員より公募します。詳しくは学会誌34巻1号または
ホームページをご覧ください。

http://www.ningen-dock.jp/researchoffering

応募期間：
　2019年6月3日（月）～2019年9月30日（月） 消印有効
研究費： 
現時点では1研究につき、50～100万円程度を考えており
ます。この基礎研究をベースに今後、文部省科学研究費な
ど、各種の公的研究費を獲得する礎にしてください。

応募方法：
　学会ホームページをご覧ください。
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Relationship of Atherosclerotic Risk Factors with 
Pulmonary Age and Vascular Age

肺年齢と血管年齢に及ぼす動脈硬化期危険因子の影響

清水 正雄 （埼玉医科大学病院 健康管理センター）

　加齢に伴い肺と血管はともに動脈硬化性変化をするが、その速度は必ず
しも同じではない。肺年齢と、CAVI （cardio ankle vascular index）を用
いて血管年齢を測定した531名を対象とし、まず両者の相関を検討したとこ
ろ中等度の正の相関を認めた。次に、肺年齢と血管年齢の平均値より肺
年齢と血管年齢がともに低い群、肺年齢が高く血管年齢が低い群、肺年
齢が低く血管年齢が高い群、肺年齢と血管年齢がともに高い群の４群に
分け、各群における年齢、性別、血圧、TG、コレステロール、FBS、HbA1c、
腹囲、骨密度、大動脈石灰化スコア、喫煙スコアを比較したところ、HbA1c
は、肺年齢の上昇因子、拡張期血圧と大動脈石灰化スコアは血管年齢の
上昇因子、高血圧症、脂質異常症、年齢、収縮期血圧は両方の上昇因子
であることが明らかになった。肺年齢と血管年齢の相関は必ずしも高くない
が、その理由として動脈硬化危険因子の肺年齢と血管年齢におよぼす影
響に違いのあるためと考えられた。

Gallbladder Adenomyomatosis is Associated with Metabolic 
Risk Factors, Fatty Liver, and Gallstones in Individuals 
Subjected to Comprehensive Health Check-ups

胆嚢腺筋腫症はメタボリックリスク因子
および脂肪肝、胆嚢結石と関連がある

伊藤 美奈子 （横浜市立みなと赤十字病院  健診センター）

　この研究の目的は、胆嚢腺筋腫症（GA）がメタボリックリスク因子と関
連があるか、およびGAと脂肪肝・胆石との関連を明確にすることだった。
2011年6月～16年9月に当センターを受診し、胆嚢切除術と高血圧、糖代
謝異常、脂質異常症、高尿酸血症の既往がない3,341例を対象とし、GA
の関連因子とGAと脂肪肝・胆石の関連について男女別に分析した。GA群
（男性58例、女性28例）の方が非GA群（男性1749例、女性1506例）に
比べ、メタボリックリスク因子の保有率が有意に高かった。他因子で調整後
も、男性では年齢、腹囲、喫煙、女性では年齢、BMI、HbA1c、尿酸、喫煙
がGAとの独立した関連因子であった。さらに、他のリスク因子で調整した後
も脂肪肝と胆石はGAと関連があった。GAは脂肪肝や胆石と同様にメタボ
リックリスク因子と関連すること、喫煙との関連が強いこと、GAは脂肪肝・
胆石と関連が深いこと、が示された。

Association of Coffee Intake and Other Factors with Sleep 
Duration and Sleep Satisfaction: Results of Analysis of 
Large Cross-sectional Study

島本 武嗣 （亀田総合病院附属 幕張クリニック）

　本稿の目的は、人間ドック受診者16,987人を対象とした調査を通じて、
睡眠（時間、満足度）の状況とコーヒー摂取の状況をもとに、疫学的観点か
らの詳細な統計分析に基づいて、睡眠とコーヒー摂取の関連を評価するこ
とであった。
　コーヒー摂取状況／日は、1杯未満5,432人（32.0％）、1杯2,540人
（15.0％）、2杯3,647人（21.4％）、3杯以上5,370人（31.6％）であった。
平均睡眠時間／日は、5時間未満511人（3.0％）、5～7時間未満10,842
人（63.8％）、7～9時間未満5,555人（32.7％）、9時間以上79人（0.5％）
で、年齢とともに睡眠時間が増加する傾向がみられ、男性に比べて女性は
短かった。睡眠満足度は41.0％が睡眠に満足していないと回答した。一日
に2杯以上コーヒーを摂取すると睡眠時間に負の関連がみられ、睡眠満足
度とコーヒー摂取に関連はみられなかった。

Salt Intake is Closely Associated with Body Weight in 
Patients with Lifestyle-related Diseases

生活習慣病患者の食塩摂取量は、
体重と密接に関連している

橋本 佳明 （上尾中央総合病院  生活習慣病センター）

　食塩摂取制限は高血圧の予防や治療に重要である。著者らは、生活習
慣病（高血圧、糖尿病、脂質異常症など）を有する男性132名、女性123名
の1日の食塩摂取量を24時間蓄尿中のNa量を測定することによって推定
した。男性/女性の1日の平均食塩摂取量は男性13.1g、女性10.2gで有
意に男性の方が多かったが、実体重当りの食塩摂取量は男女間で有意差
を認めなかった。食塩摂取量と関連する因子を重回帰分析で検討したとこ
ろ、最も関連の深い因子は実体重であった。体重の重い（言い換えれば体
が大きい）人は、小さい人よりも多くのエネルギーを必要とするため食事摂取
量が多く、当然食塩摂取量も多くなる。現在、一般成人および高血圧者の
目標食塩摂取量は体の大きさとは無関係に提案されているが、これでよい
のかどうかを問いかける論文である。

英文学会誌「Ningen Dock International」Vol.6 No.1（2019年3月発行）に掲載された論文の和訳サマリーをご紹介します。
（筆頭著者名のみを掲載しています）

英文誌

Ningen Dock International  Vol.6
掲載論文

年3月発行）に掲載
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コーヒー摂取およびその他の背景因子と睡眠時間
および睡眠満足度との関連: 大規模横断研究の結果
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Mammographic Breast Density: Comparison of Fully 
Automated Quantitative Assessment （VolparaTM） with Visual 
Qualitative Classification in a Japanese Population and 
Investigation of Factors Influencing Disagreement

自動乳腺密度測定装置（VolparaTM）による定量的判定と
視覚的定性的判定の比較、その相違に影響する要因について

田中　萌 （聖隷健康診断センター 医務部）

　高濃度乳房の選別のため、欧米では乳腺密度の自動測定機器が導入され始
めている。今回の研究は、従来の視覚的読影と乳腺密度測定機器（Volpara）の
評価を比較し、その相違を及ぼす要因について検討した。スクリーニング目的のマ
ンモグラフィ14561例を対象とした。視覚的読影とVolparaの一致率は56%と低
い結果（κ係数=0.224）であった。視覚的読影で高濃度乳房と評価された症例
は約40%であったのに対し、Volparaでは全症例の85%であった。この不一致に
ついて解析を行った結果、VBD（volpara breast density）が低いことが最も大き
な要因（OR=0.755:95% CI, 0.730-0.782）と考えた。再現性、客観性のある
ツールとして乳腺密度測定機器は有効と考えるが、”病変の隠れやすさ”と”乳腺
のパーセンテージ”は必ずしも相関しない可能性があり、今後さらなるデータの蓄積
が必要である。

Helicobacter pylori Antibody Titers in the High Normal Range Include 
Cases of H. pylori Infection in Patients with H. pylori -related Gastritis

血清抗 Helicobacter pylori 抗体価陰性高値群には、
Hp関連胃炎を伴うHp感染症例が含まれる

伊藤 恭子 （東京慈恵会医科大学　総合健診・予防医学センター）

　血清抗Helicobacter pylori 抗体価検査（Hp検査）において陰性高値（抗
体価3以上10未満）ではHp感染の可能性があることが示唆され問題となってい
る。この陰性高値症例を評価するために、2012年から2016年にHp検査を受け
た4,319名を対象に調査した。Hp陽性率31.6%、Hp陰性高値率11.4%であっ
た。上部消化管内視鏡検査における萎縮性胃炎や鳥肌胃炎などのHp関連胃
炎群やX線検査での胃炎群において、それぞれHp陽性率は62.5%、62.7%、
Hp陰性高値率は14.2%、15.4％とより高率であった。画像的にHp関連胃炎を
認め、かつHp検査で陰性とされていた症例のうち、1～2割ほどはHp陰性高値
の可能性があり、確定診断には血清抗体価検査以外の方法での追加検査を行
うべきと考えられた。さらに、人間ドックで測定された因子とHp感染との関連を調
査したところ、年齢、貧血、白血球数、AST値が有意に関連あることが示唆された
（p<0.05）。

Epidemiological Features of and Screening for Polycystic 
Kidney Disease in Japan

本邦における多発性嚢胞腎の疫学と
スクリーニングに関する検討

吉本 貴宜 （医療法人社団同友会 春日クリニック）

　常染色体優性多発性嚢胞腎（ADPKD）は最も多い遺伝性腎疾患であり、両
側腎嚢胞が進行性に発生・増大することによって約半数が人工透析に至る。透
析原因疾患の第4位を占め、腎不全に至る前でも嚢胞感染や脳動脈瘤破裂など
の致死的な合併症を呈する。
　2017年度に当健診機関で腹部超音波を受けた47,383名を対象に追跡調査
と検証を行った結果、日本人のADPKDの有病率は10万人あたり68～137人と
推定され、従来の予想より2.7～5.5倍多く潜在的な患者が相当数存在する現状
が示唆された。また現在の健診判定基準では潜在的なADPKD患者で要医療判
定となるのは15.8％に過ぎず、新たに両側腎嚢胞の数に着目してスクリーニングと
受診勧奨を実施することで高い陽性的中率を達成できることを示した論文である。
　健康診断の機会に早期発見して透析導入や脳出血を未然に防ぐことが出来れば、患
者のQOL改善や医療費削減にこれまで以上の社会的貢献が可能になると期待される。

Hypercholesterolemia is Suggested to be an Independent Risk 
Factor of Incident Hearing Loss in Japanese Men and Women 
Undergoing Health Screening

高コレステロール血症は、人間ドックを受診した日本人男女
で、難聴発生の独立した危険因子であることが示唆された

小田 栄司 （立川総合病院 健診センター）

　高コレステロール血症は難聴発生の危険因子であることが示唆されているが、ほとん
どの研究は横断的研究である。本研究は高音難聴と低音難聴の危険因子を見いだす
ための、それぞれ、2,628人と2,775人を対象とした8年間の縦断的研究である。高音
難聴と低音難聴は、良い方の耳で40dB (4,000Hz)と30dB (1,000Hz)と定義した。
候補危険因子に対する難聴発生のハザード比を、まず、年齢と性で補正した値を計算
し、次に、ステップワイズ回帰による値を計算した。同様の計算を61歳以上の人を除外
して反復した。高音難聴と低音難聴は、それぞれ、18.4%の男性および6.5%の女性と
8.7%の男性および9.5%の女性に発生した。難聴発生率は60歳を超えると著明に上
昇し、高音難聴と低音難聴は、それぞれ、男性53.4%および女性20.6%と男性28.4%
および女性26.9%であった。全対象者では、喫煙と毎日飲酒が高音難聴の独立した危
険因子であり、高コレステロール血症が低音難聴の独立した危険因子であった。61歳
以上の人を除外すると、高コレステロール血症と喫煙が高音難聴の独立した危険因子
であり、高コレステロール血症と貧血が低音難聴の独立した危険因子であった。

High Blood Pressure a Risk Factor of  Incident Ocular 
Hypertension in Japanese Men and Women Undergoing Health 
Screening

血圧高値は、人間ドックを受診した日本人男女で、
高眼圧発生の危険因子であった

小田 栄司 （立川総合病院 健診センター）

　これまでに高眼圧の危険因子についての縦断的研究は見られない。本研究
は眼圧21 mmHg以上と定義した高眼圧の危険因子を見いだすための、男性
1,950人、女性1,109人を対象とした8年間の追跡研究である。高眼圧は、平均
6.1年で、男性36人（1.9%）、女性12人（1.1%）に発生した。危険因子は数値変
数とカテゴリー変数に分けて、コックス回帰によるハザード比で検討した。数値変
数では、全例では収縮期血圧高値、拡張期血圧高値、HDLコレステロール低値
が有意な危険因子であり、性別解析では、男性では収縮期血圧高値と拡張期血
圧高値、女性では拡張期血圧高値が有意な危険因子であった。カテゴリー変数
では、全例では高血圧と低HDLコレステロール血症が有意な危険因子であり、性
別解析では、男性では高血圧と毎日飲酒無しが有意な危険因子であり、女性で
は有意な危険因子はなかった。

Number of Eosinophils and Incidence of Cancer in a Japanese 
Population : A Single Institution Study

単一施設における日本人の好酸球数と癌の関連

飯島 喜美子 （NTT東日本関東病院 予防医学センター）

 がんとアレルギーの関連についてこれまで海外からの報告は散見されるが日本人
を対象とした検討は報告されていなかった。そこで本研究ではがんとアレルギーの
関連について好酸球数を用いて当院の人間ドック受診者を対象として横断研究
を行った。
 2006年から2011年にＮＴＴ東日本関東病院を受診した31350人（平均年齢 
49歳、男性 74％）を対象とし、採血データよりアレルギーの指標として好酸球数
を算出した。好酸球数 350/μl をカットオフ値として検討したところ、好酸球が高
値の群でがんが少なかった（3.75% vs. 4.95%, p=0.03）。がんを有する群で
はがんの無い群に比較して好酸球数は有意に低値であった（137±105/μl vs 
146±109/μl，p＜0.0001）。がんとアレルギーおよび好酸球数は年齢、性別、
危険因子などで調節後も独立して逆の相関を示した。



公益社団法人　日本人間ドック学会

〒102-0075 東京都千代田区三番町9-15 ホスピタルプラザビル1階

TEL 03-3265-0079　FAX 03-3265-0083　E-mail：info@ningen-dock.jp
　発行元・お問合せ　

人間ドック健診認定医・専門医

2019年度 研修会等スケジュール

参加資格、申込方法等はホームページまたは学会誌をご覧ください。

第2回人間ドック健診専門医研修会（岡山）　　　
（第52回人間ドック健診認定医・専門医研修会）
日　　時 ： 2019年7月27日（土） 9:20～12:45
会　　場 ： ホテルグランヴィア岡山
定　　員 ： 1000名（定員になり次第、受付終了）
申込開始 ： 5月10日（金）より

第3回人間ドック健診専門医研修会（神戸）
（第53回人間ドック健診認定医・専門医研修会）
日　　時 ： 2019年10月27日（日） 12:20～15:45
会　　場 ： 神戸国際会議場
定　　員 ： 680名（定員になり次第、受付終了）
申込開始 ： 8月7日（水）より

第5回人間ドック健診専門医研修会（東京）
（第54回人間ドック健診認定医・専門医研修会）
日　　時 ： 2020年3月8日（日） 12:20～15:45
会　　場 ： 東京ビッグサイト
定　　員 ： 900名（定員になり次第、受付終了）
申込開始 ： 2020年1月上旬より

日　　時 ： 2019年10月20日（日）
  13：00～15：00（※試験終了14：40）
会　　場 ： 品川フロントビル（東京）
  受験対象者 ： 専門医受験条件を満たす者
   （受験条件は専門医ホームページをご確認ください）
試験内容 ： 100問：マークシート方式による筆記試験（100分間）
受験申請期間 ： 2019年7月1日（月）～8月1日（木）必着

※2019年第1回・4回人間ドック健診専門医研修会は、日本総合健診医学会主催の
　研修会となり、専門医のみが参加対象となりますのでご注意ください。

 2019年度研修会

人間ドック健診情報管理指導士
（人間ドックアドバイザー）

遺伝学的検査アドバイザー

参加資格： 【認定対象者】 医師、保健師、管理栄養士
 【修了対象者】 看護師・健康運動指導士
申込方法等はホームページをご覧ください。

遺伝学的検査アドバイザーは新設された認定制度です。
詳しくはホームページをご覧ください。

日　　時 ： 2019年7月26日（金）（第60回学術大会内にて開催）

会　　場 ： ANAクラウンプラザホテル岡山

定　　員 ： 200名

未定。今後、ホームページでお知らせします。

日　　時 ： 2020年1月24日（金）～25日（土）

会　　場 ： 大崎ブライトコアホール（東京）

申込開始 ： 2019年10月1日（火）より

 第1回遺伝学的検査アドバイザー研修会

 第2回遺伝学的検査アドバイザー研修会

 2019年度人間ドック健診専門医 認定試験

 第34回人間ドック健診情報管理指導士研修会

　このたび、日本人間ドック学会では7月12日を「人間ドックの日」と
してあらためて正式に制定しました。80年以上前に日本で産声をあ
げた人間ドックを、最初に組織的に行ったの
は、1954年（昭和29年）7月12日、国立東
京第一病院（現在の国立国際医療研究セン
ター）といわれています。次いで聖路加国際
病院など、全国の病院や施設で人間ドックが
創設されました。
　ちなみに「ドック」は病院という意味の俗語
もあるようですが、一般的には船を点検・修
理するためのドック（dock）に由来するとい
われています。

7月12日は「人間ドックの日」 肝炎ウイルス検査陽性者に対する
助成制度のお知らせ（厚生労働省より）
　職場健診（人間ドック）で肝炎検査陽性となった受診者が、
「初回精密検査費用」の助成を受けられる制度があります。
受診者本人が行政窓口に助成申請するため、医療機関窓口
での検査費用支払い時に特別な手続きは発生いたしません。
受診者や行政窓口から問合せが来ることがありますので、制
度についてご承知おきください。

助成についてお問合せ先
厚生労働省健康局　がん・疾病対策課　肝炎対策推進室
℡：03-3595-2103

第60回学術大会 抄録アプリ配信中
　演題の検索や、自分だけの予定表が作成できます。
App Store、Google Playで「日本人間ドック学会抄
録アプリ」と検索してください。（7月18日公開予定）


