
 1 調査・研究
　県民に精度の高い効果的な手法による健診・検査の受診機会を提供し、広く県民の疾病の予
防や健康の保持増進に繋げるため、行政や医師会、大学病院等と連携し、各種検診手法の検証
や健診・検査等の精度管理等に係る協同研究やモデル事業を実施した。

検　　診　　名 実　施　団　体

子宮頸がんHPV-DNA併用検診 平成24年度から継続： 小山市・下野市
 野木町（20歳以上）
平成25年度から継続： 茂木町（30歳以上）
 那須塩原市（30歳代）
 那須烏山市
 足利市（30・35・40歳）
平成27年度から開始： 芳賀町（20歳以上）

胃がんリスク検診（ABC検診） 平成23年度から継続： 大田原市
平成25年度から継続： 下野市
平成26年度から継続： 那須塩原市・矢板市
 塩谷町・栃木市・小山市
 野木町
平成27年度から開始： 鹿沼市

 2 集統計・解析
　広く県民の疾病予防及び健康増進を推進するための基礎資料や地域・職域において実施され
る保健事業等の計画、市町が定める健康増進計画の策定時等に参考にできるよう、健診・検査
等で得られたデータの集統計や解析、がんの追跡調査等を行い、その結果や検査手法などに関
して得られた成果をまとめた事業年報を730部作成し、県、市町、受診団体、医療機関、大学
などの関係機関に配布した。
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 3 論文・研究発表
題　　　　　　　　　　名 年月日 学　会　名　等 発表者

︵1︶ 当施設における人間ドック顧客満足度向上に
向けた取り組みについて

H27.7 .30 第56回日本人間ドック学会学
術大会

津田　恭裕

︵2︶ 「地域・職域診断サービス」システムを活用
して

H27.9 . 4 第53回栃木県公衆衛生学会 柴田　里枝

︵3︶ 胃エックス線検査における背景粘膜評価につ
いて

H27.9 . 4 第53回栃木県公衆衛生学会 藤田　武志

︵4︶ 栃木県におけるタンデムマス・スクリーニン
グの実施状況

H27.9 . 4 第53回栃木県公衆衛生学会 小野　梨沙

︵5︶ 栃木県における山菜類の放射性物質の検出状
況と下処理の効果について

H27.9 . 4 第53回栃木県公衆衛生学会 石塚　昌美

︵6︶ 『健診機関グループ内におけるモニタリング
による精度管理確認事業の取り組み』

H27.11 .6 第74回日本公衆衛生学会総会 白河　千秋

︵7︶ 子宮頸がん車検診における顧客満足度向上への
取り組み

H28.2 .25 第50回予防医学技術研究会議 高橋　靖子

︵8︶ 大腸がん検診要精検率変動の要因と影響につ
いての考察

H28.2 .25 第50回予防医学技術研究会議 清水　正幸

︵9︶ 当施設におけるデジタル画像システム導入への
取り組み

H28.2 .25 第50回予防医学技術研究会議 小澤　　悠

︵10︶ 栃木県における超音波併用乳がん検診の成績 H28.2 .25 第50回予防医学技術研究会議 木下　綾菜

︵11︶ 発見前立腺がんにおけるGleasonスコアを加味
したリスク評価について

H28.2 .25 第50回予防医学技術研究会議 大出　定夫

︵12︶ 人間ドック腹部超音波検査における大動脈検査
について

H28.2 .26 第50回予防医学技術研究会議 吉田　広美
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第56回日本人間ドック学会学術大会

⑴　当施設における人間ドック顧客満足度向上に向けた取り組みについて

公益財団法人栃木県保健衛生事業団　○津田　恭裕　山岸千鶴子　大出　定夫
中村　康夫　小暮　義雄　　　　　　

【目　的】
　当施設では顧客満足度の向上を図る目的で、人間ドック受診者を対象にアンケートを実施して
いる。アンケートの調査結果に基づき、現在の顧客満足度の状況を分析し、改善を図ってきた事
項について検証したので報告する。

【方法・対象】
　平成 26年 6月～平成 26年 12月の間に当施設の人間ドックを受診した者を対象に、「設備（備
品、飲み物、清掃状態）」、「健診（検査の手際、検査の流れ、応対、検査の待ち時間、診察・結
果説明の待ち時間）」、「昼食（応対、メニュー、味）」、「料金の支払い方法（カード等の支払い希
望の有無）」に関する事項についてアンケート調査を実施。評価は、非常に満足、満足、やや満
足、どちらでもない、やや不満、不満、非常に不満の7段階評価で行い、非常に満足～やや満足
の結果を「満足」と判定し、やや不満～非常に不満の結果を「不満」として集計を行った。

【結　果】
　調査期間の人間ドック受診者は延べ 7 ,667名、回答者は 2 ,914名、回答率は 38％であった。
受診後の印象として「満足」と「不満」の回答割合を見ると、設備に関する質問事項では「満
足」が93 .2 ～ 96.9％で、「不満」が0 .1 ～ 1.4％、健診に関する質問事項では「満足」が73 .3 ～
85.1％、「不満」が 0 .2 ～ 3.6％、昼食に関する質問事項では「満足」が 68 .5 ～ 75.8％、「不満」
が0 .5 ～ 4.4％で、健診および昼食に関する事項での不満の割合が比較的高い結果となった。「料
金の支払い方法」に関する質問事項では、現金支払いがクレジット決済を若干上回った。

【結　語】
　過去に実施したアンケート調査により、待ち時間対策やホスピタリティの向上に取り組んでき
たが、今回の調査の結果で、「不満」と回答された事項の中で、採尿方式、食事の改善、料金の
支払い方法、診察までの待ち時間についての要望が多かった。改善後のアンケート結果を分析す
ることで、取り組むべき課題を明確にし、さらなる顧客満足度の向上に努めたい。
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第53回栃木県公衆衛生学会

⑵　「地域・職域診断サービス」システムを活用して

公益財団法人栃木県保健衛生事業団　 ○柴田　里枝　忽那　洋子　竹内　則子
中村　康夫　池田　清貴　　　　　　

【はじめに】
　当事業団は、行政機関や受診団体との連携を図りながら、精度の高い健診・検査を行うととも
に、その後の保健指導や健診等データの集統計及び調査研究等を実施している。当事業団の健診
を受診した団体 (市町、事業所 )における健康づくりに資するため、公益財団法人予防医学事業中
央会※（以下、中央会という。）の「地域・職域診断サービス」を活用して、受診団体ごとの特
性や課題等を「報告書」としてまとめ、提供しているので、その取り組みについて報告する。
※中央会とは、健康診査・健康教育・学術研究を柱に予防医学活動を展開している全国組織であ
り、当事業団は栃木県支部を担っている。

1.「地域・職域診断サービス」の活用
₁︶「地域・職域診断サービス」の概要
　中央会は、中央会の全国32支部が実施している健診データ380万件 (地域健診100万件、職
域健診280万件 )を中央会が収集し、データベースとしている。データベースに使用されて
いる健診データは、中央会が「正確度」「精密度」を支部ごとに評価・検証し、同一のデー
タとして集計できるように管理され、高い精度で共有化が確認されたものである。このデー
タベースにより、検査17項目、問診22項目において、全国、都府県、受診団体での比較を
行い、受診団体ごとの健康状態の評価が出来るようになっている。

₂︶受診団体へ提供する報告書の概要
　報告書は以下の内容について、全国、本県、受診団体と比較したものを記載している。報
告書の一部は図1のとおり。

（1）検査項目、問診項目の有所見率ランキング
（2）全国を「1」としたときの、検査項目、問診項目の有所見率の比較
（3）男女別にみた検査項目、問診項目の有所見率の比較
（4）性年齢階級別にみた検査項目毎の有所見率の比較
（5）男女別にみた服薬・既往歴該当率の比較
（6）結果のまとめ
　　保健師が内容を検討し、受診団体の健康課題を明確にしたもの

₃︶報告書作成団体
（1）市町
　①当事業団単独で健診を実施している市町
　②当事業団で団体の約80％以上の健診を実施している市町

（2）事業所
　①受診人数1 ,000人以上の事業所
　②受診人数1 ,000未満の事業所で報告書を希望する事業所
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2.結果
₁︶報告書作成件数
　平成24年度は18団体、平成25年度は21団体、平成26年度は24団体（平成27 .5 .20現在）
の報告書を作成した。（表1）

表1　報告書作成件数

市町 事業所
平成24年度 14 4
平成25年度 14 7
平成26年度 14 10

　　　　　　　　　　　（平成27 .5 .20現在）

₂︶受診団体担当者の反応
　当事業団の保健師と渉外担当が受診団体へ出向き、内容を報告することで、多くの担当者
から「大変参考になった」「今後の事業への取り組みの参考にしたい」といった声をいただ
いた。（表2）また、健診項目（HbA1c、eGFR）の追加や健康教室の開催、ポピュレーショ
ンアプローチとして報告書の内容を広報紙に載せ情報提供を実施する等、新たな保健事業を
展開する団体もみられた。
　一方で、「地区や職種ごとに集計した報告書も欲しい」「単年だけではなく、年次推移がみ
たい」「特定保健指導対象者の人数も知りたい」等の要望の声も聞かれた。（表3）

表2　担当者の反応
・全国や県との比較だけではなく住民・職員の特徴がまと
まって大変参考になった。広報等に今回の結果を載せ、
住民や職員にお知らせしたい。

・有所見率が全国と大きな差があり驚いた。今後は報告書
を参考に改善に取り組んでいきたい。

・国保連からデータはもらっているが集計する時間がない
のでこの資料は嬉しい。今後の事業に役立てていきたい。

・有所見率が高かった項目については、健康教室等を企画
し、改善に取り組んでいきたい。

表3　担当者からの要望
・地区や職種ごとに集計したものがあると、より特徴がみ
えてくると思う。

・今後は年次推移がみれると嬉しい。
・特定保健指導の対象者の人数もわかると良い。

3.考察
　中央会の「地域・職域診断サービス」システムを活用して受診団体ごとの報告書を作成し、そ
の結果を担当者と意見交換をすることで、職種や業務形態、地域性といった各団体の特徴を明ら
かにし、共に健康課題の解決策を考えていくことができた。この取り組みは受診団体の健康づく
り事業の一助となったと思われる。また、報告書は各団体の特徴だけではなく、栃木県内の特徴
や傾向を知ることができるため、当事業団が受託している様々な事業の展開にも役立つと考え
る。
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【まとめ】
　今回の取り組みを通し、「地域・職域診断サービス」を活用して作成する報告書は、受診団体
の健康対策推進の上で有用性が高いことが分かった。より高度で精度の高い健診・検査事業の充
実とともに、健診等で得られた多くのデータを有効活用し、県民の健康増進に役立つよう今後も
努めていきたい。

図1　報告書
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第53回栃木県公衆衛生学会

⑶　胃エックス線検査における背景粘膜評価について

公益財団法人栃木県保健衛生事業団　○藤田　武志　竹村　哲夫　白河　千秋
森久保　寛　池田　清貴　　　　　　

はじめに
　Helicobacter pylori（Hp）の感染により胃粘膜の炎症を起こし、その慢性化により胃粘膜萎縮
が進行し、胃がん発症のリスクも高くなることが報告されている。胃Ｘ線画像で背景粘膜評価す
ることが出来れば、胃がんリスクを推定する方法の一つとして有用と考えられた。
目　的
　胃Ｘ線画像から胃粘膜萎縮の程度を推定し、血清Hp抗体と血清ペプシノゲン法の組合せで胃
がんリスクを分類するABC分類（胃がんハイリスク検診）の結果と比較したので、検討を加え
て報告する。
方　法
　平成25年度の出張型住民検診で、胃Ｘ線検診と胃がんハイリスク検診 [注1]を同時に受診した
463人を対象とし、11名の診療放射線技師が個別に胃Ｘ線画像から背景粘膜を評価 [注2]した。
対　象　　　　表1　胃がんハイリスク検診結果内訳

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ
人数（人） 294 54 98 17
割合（％） 63.4 11 .7 21 .2 3 .7

﹇注₁﹈　胃がんハイリスク検診
ペプシノゲン（PG）検査　血液からペプシノゲン値を測定し胃粘膜の萎縮度を判定。
　　判定基準　　陽性：PGⅠ値≦70ng/mℓ　かつ　PGⅠ/PGⅡ比≦3.0
ヘリコバクター・ピロリ（Hp）抗体検査　ピロリ菌の有無を確認する。
　　判定基準　　陽性：Hp≧10U/mℓ

2つの検査結果を組合せて胃がんへのリスクをABCDの4群に分け以下の通りに判定する。
胃がんハイリスク検診の判定区分

　 A B C D
PG法 ︲ ︲ + +
Hp抗体検査 ︲ + + ︲

胃がんハイリスク検診では、Ａ,Ｂ判定を萎縮なし、Ｃ,Ｄ判定を萎縮ありとした。

﹇注₂﹈　背景粘膜評価の手順
　胃下部の背景粘膜を観察し、次に、胃体部の粘膜ひだの残存状態から、以下のⅠ）～Ⅳ）の通
りに分類した
Ⅰ）萎縮なし：粘膜ひだの消失がほぼ認められない
Ⅱ）軽度：粘膜ひだ起始部を体下部まで認める
Ⅲ）中等度：粘膜ひだ起始部を体中部まで認める
Ⅳ）高度：粘膜ひだが認められない
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結　果
　 グラフ1　胃がんハイリスク検診判定別背景粘膜評価の割合（技師別ａ～ｋ）
　ハイリスク検診判定Ａ（萎縮なし） 　ハイリスク検診判定Ｂ（萎縮なし）

　ハイリスク検診判定Ｃ（萎縮あり） 　ハイリスク検診判定Ｄ（萎縮あり）

グラフ2　胃がんハイリスク検診判定別背景粘膜評価の割合（全体）

栃木県保健衛生事業団　平成27年度事業年報　第40号 247

調査・研究【論文・研究発表】



　技師別にみると個人差はあるが、ＡからＤへと胃がんリスクが高くなるにつれて、同じように
萎縮度を高度に評価する割合が増える傾向が見られた。

　全体でみると胃がんハイリスク検診判定Ａ（萎縮なし）については、胃Ｘ線画像では萎縮あり
と評価していたのは約50％であった。しかし中にはＸ線画像で「明らかに萎縮あり」と評価す
るものもあり偽Ａ群を疑われる。
　胃がんハイリスク検診判定Ｂ（萎縮なし）については、約94％が萎縮ありと評価していた。
ピロリ菌の感染により、Ｘ線画像上では少なからず胃粘膜の萎縮性変化が現れているものが多
かった。
　胃がんハイリスク検診判定Ｃ（萎縮あり）については、約97％が萎縮ありと評価していた。
萎縮度を軽度と評価する割合が減り高度と評価する割合が増えた。
　胃がんハイリスク検診判定Ｄ（萎縮あり）については、約90％が萎縮ありと評価していた。
萎縮度を高度と評価する割合が増えた。
考　察
　今回の検討により、胃Ｘ線画像により背景粘膜評価を行うことがある程度可能であることが示
唆された。しかしその評価は、装置の違いのほか、バリウムの付着の状況や胃の形状などの個人
差により影響が生じることも確認されたことから、正確な背景粘膜評価の為には高い精度と個々
の読影能力を向上させることが重要であると思われた。
　胃がん検診では、リスクの高い者を層別化し、内視鏡検査の結果によりHp除菌しリスクを低
下させるという方式である胃がんハイリスク検診が注目されている。しかし、胃がんハイリスク
検診の課題として、偽Ａ群や除菌既往者の識別化の検討や除菌後のフォローに対する明確な方針
が示されていない点などがあり、長期の追跡調査を含めた評価研究が必要と言われている。ま
た、真のＡ群以外は定期検診を継続する必要があり、そのすべてを内視鏡検査でフォローするこ
とが難しいと推測される。
　今後、胃Ｘ線検診では胃がんの早期発見に加えて、背景粘膜評価を活用し偽Ａ群や除菌失敗例
などを描出することも重要になってくると思われる。そのためにも診療放射線技師の画像判断力
は不可欠で、撮影時に追加撮影や技師チェック時のコメントを記載することで、撮影時の参考と
してがん発見に寄与することは確実と考える。
まとめ
　背景粘膜評価は診療放射線技師チェックのレベルにおいて、ある程度可能であることが示唆さ
れた。しかし、そのためには高質な画像であることが重要で、技師の画像確認能力の向上を含め
た精度管理の充実が必須と思われる。
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第53回栃木県公衆衛生学会

⑷　栃木県におけるタンデムマス・スクリーニングの実施状況

公益財団法人栃木県保健衛生事業団　○小野　梨沙　奥村　昌子　清水　正幸
高瀬　訓子　大出　定夫　白河　千秋
加藤　一昭　森久保　寛　池田　清貴

【はじめに】
　先天性代謝異常症等の早期発見、早期治療による知的障害等の防止を目的とした新生児マス・
スクリーニングにおいて、栃木県では、平成 23年 3月のタンデムマス法等の新技術導入に関す
る厚生労働省通達を踏まえ、全国に先駆けて平成24年10月から公費によるタンデムマス・スク
リーニングを開始した。タンデムマス・スクリーニングにおける各関係機関の協働体制とタンデ
ムマス・スクリーニング検査の実施状況について報告する。
　
【対　象】
　検査対象者は保護者がこの検査を希望し県内の医療機関で取り扱った新生児である。今回、
平成24年10月から平成27年3月までに当事業団においてタンデムマス法による検査を実施した
41 ,861例を対象とした。

【検査方法及び対象疾患】
︵₁︶対象疾患：対象疾患の内訳を表1
に示す。従来の3疾患（※）に新たに
2疾患を加えたアミノ酸代謝異常症 5
疾患、有機酸代謝異常症7疾患、脂肪
酸代謝異常症4疾患の合計16疾患
︵₂︶検査機器：①質量分析計
API3200 LC/MS/MSシステム

（AB SCIEX社）
②高速液体クロマトグラフィ

（日本分光）
︵₃︶検査法：非誘導体化法

〈NeoBase（Perkin Elmer社）〉
︵₄︶基準値：タンデムマス・スクリー
ニングのパイロットスタディを行っ
た福井大学で作成したものを使用
︵₅︶データ処理システム：

（公財）予防医学事業中央会による先
天性代謝異常検査システム 

※従来からの対象疾患

検査対象疾病区分 検査対象疾病

ﾌｪﾆﾙｹﾄﾝ尿症　

アミノ酸代謝異常症 ﾎﾓｼｽﾁﾝ尿症        　　 ※

(５疾患) ﾒｰﾌﾟﾙｼﾛｯﾌﾟ尿症

ｱﾙｷﾞﾆﾉｺﾊｸ酸尿症

ｼﾄﾙﾘﾝ血症Ⅰ型

ﾌﾟﾛﾋﾟｵﾝ酸血症

ﾒﾁﾙﾏﾛﾝ酸血症

有機酸代謝異常症 複合ｶﾙﾎﾞｷｼﾗｰゼ欠損症

(７疾患) ｲｿ吉草酸血症

ﾋﾄﾞﾛｷｼﾒﾁﾙｸﾞﾙﾀﾙ酸血症

ﾒﾁﾙｸﾛﾄﾆﾙｸﾞﾘｼﾝ尿症

ｸﾞﾙﾀﾙ酸血症Ⅰ型

中鎖ｱｼﾙＣｏＡ脱水素酵素欠損症（ＭＣＡＤ欠損症）

脂肪酸代謝異常症 極長鎖ｱｼﾙＣｏＡ脱水素酵素欠損症（ＶＬＣＡＤ欠損症）

(４疾患) 三頭酵素/長鎖３-ﾋﾄﾞﾛｷｼｱｼﾙＣｏＡ脱水素酵素欠損症

ｶﾙﾆﾁﾝﾊﾟﾙﾐﾄｲﾙﾄﾗﾝｽﾌｪﾗｰｾﾞ-Ⅰ欠損症（ＣＰＴ１欠損症）

表1　検査対象疾患内訳
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【タンデムマス・スクリーニング検査の流れ】

図1　タンデムマス・スクリーニング検査の流れ

　タンデムマス・スクリーニング検査の流れを図1に示す。検体（採血濾紙）は採血医療機関か
ら検査申込書と共に当事業団へ郵送される。タンデムマス法による検査結果は当事業団から採血
医療機関へ報告し、そこから保護者へ連絡される。再検査は、対象疾患のいずれかの項目が基準
値を超えた場合、哺乳状態が「ほとんど哺乳不良」の場合、また出生体重が2 ,000g未満の低出
生体重児の場合について、再採血を実施して行う。
　初回検査で異常高値であった場合、または再検査の結果が再度基準値を超えた場合は、要精密
検査として当事業団から採血医療機関へ報告するとともに、対象者が居住する管轄の県広域健康
福祉センターまたは宇都宮市保健所へ文書による連絡を行う。

【タンデムマス・スクリーニング導入による変更点】
︵₁︶ 検査申込書：これまで各市町村窓口で妊娠届出時に配付していたが、新しい検査内容の案内
を加えた書式に変更し採血医療機関に配置した。検査申込書は検体と共に当事業団に送付され
た後、県こども政策課で管理をする（検体は当事業団が管理）。

︵₂︶ 精密検査・治療医療機関：稀少疾患である有機酸および脂肪酸代謝異常症等に対応できる自
治医科大学附属病院・獨協医科大学病院・済生会宇都宮病院の₃機関とした。

︵₃︶ フォロー体制：精密検査の児（保護者）に対して、居住地を管轄する県広域健康福祉セン
ターで精密検査結果等を定期的に把握するフォロー等を行う。

︵₄︶ メールカンファレンス：タンデムマス法で発見される疾患には、検査結果によっては判定が
困難な例があるため、見逃しの防止や関係機関での患児の支援を円滑に行うため、専門医や精
密検査医療機関医師の意見を伺うメールカンファレンス事業を行っている。構成メンバーはコ
ンサルタント医師、精密検査医療機関医師、県こども政策課、当事業団である。

専門医

栃木県保健衛生事業団 精密検査医療機関

県こども政策課

【 採血 】
採血濾紙・検査申込書の送付

検査結果連絡

保護者・新生児

県健康福祉センター・宇都宮市保健所

栃木県 （公財）栃木県保健衛生事業団

検査業務委託

検査結果報告

要精密検査児の報告

検査結果報告

メールカンファレンスシステム

精密検査結果

精密検査、治療医療機関

県内産科医療機関

受診

精密検査結果

【 検査 】

【 精密検査 】

検査申し込み
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【結　果】
　表2にタンデムマス・スクリーニング実施状況を示す。41,861例のスクリーニング検査を実施
し、要再検査率は0 .21％であった。内訳はアミノ酸代謝異常症の疑い0 .03％、有機酸代謝異常症
の疑い 0 .16％、脂肪酸代謝異常症の疑い 0 .02％で、有機酸代謝異常症の疑いによる再採血が多
かった。
　要精密検査率は0 .02％であり、精密検査医療機関による確定診断の結果、発見率は0 .004％で
あった。また、これまでのメールカンファレンスのうち検査に関する内容は11件実施した。

表2　タンデムマス・スクリーニング実施状況

【考　察】
︵₁︶ タンデムマス・スクリーニングの要再検査率は0 .21％であり、厚生労働科学研究班による適
正な再採血率とされている0 .1 ～ 0.6％以内に収まっており、判定が適正であったことが示唆
された。また、アミノ酸が基準値を超えた場合にはHPLC法による二次検査を行っていること
で再検査を低減できたと考えられる。

︵₂︶ 要再検査率では有機酸代謝異常症疑いが多かったが、有機酸代謝異常症の指標の中には、一
部の抗生剤や哺乳不良等の影響を受ける場合があるため、採血医療機関への周知が必要と思わ
れた。

︵₃︶ メールカンファレンスでは、判定に迷う測定結果や至急を要する測定値が出現した場合に、
専門医からの指導や助言を得ることができる。この判定によって的確な対応が可能となるだけ
でなく精密検査医療機関と行政との情報共有が図られることで、新生児スクリーニングシステ
ムが円滑に稼働する一助になっていると考えられる。

︵₄︶ タンデムマス・スクリーニングによって多くの疾患を発見する可能性が拡がった。発見され
た患児には、症状が出現する前から早期に疾患管理が行われ、患児の救命・障害予防に努める
ことができたと考えられた。

【まとめ】
　厚生労働省の通達後、当事業団においては、比較的短い期間で検査機器、検査試薬やシステム
を選定し検査体制を整備したが、今回の実施状況の分析により、適正な検査精度で検査が行われ
ていることが確認できた。今後も関係機関との連携を深めながら検査精度の維持、向上に努めて
いきたい。

(％)

要再検査率 0.21

0.03

0.16

0.02

0.02

0.004

(N=41,861)

平成24年10月～平成27年3月

要精密検査率

発見率

アミノ酸代謝異常症疑い

有機酸代謝異常症疑い

脂肪酸代謝異常症疑い
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第53回栃木県公衆衛生学会

⑸　栃木県における山菜類の放射性物質の検出状況と下処理の効果について

公益財団法人栃木県保健衛生事業団　○石塚　昌美　山田　博之　白河　千秋
森久保　寛　池田　清貴　　　　　　

宇都宮大学　農学部　　夏秋　知英　　　　　　　　　　　　

1.はじめに
　福島第一原子力発電所の放射能漏れの事故から3年が経過した平成26年の栃木県内における春
野菜の放射性物質の検出状況について調査し、その結果について第52回栃木県公衆衛生学会に
おいて報告した。調査の結果、ほとんどの春野菜から放射性物質は検出されなかったが、たけの
こ、わらび、こごみなど一部山菜類からごく微量ではあるが放射性物質が検出されていることが
確認出来た。
　たけのこ、わらび、こごみ等は一般的に生で食することは少なく茹でるなどの下処理をしてか
ら調理される。今回、平成27年春に収穫されたたけのこ、わらび、こごみの放射性物質の検出
状況とそれらを茹でることで放射性物質がどのような挙動を示すのか調査したので報告する。

2.調査方法
︵₁︶ 測定核種：放射性セシウム︲134（134Cs）、放射性セシウム︲137（137Cs）を測定し合算
（134Cs+137Cs）を求めた。

︵₂︶ 期間：平成27年4月15日～ 5月22日
︵₃︶ 対象：地元を産地とするたけのこ、わらび、こごみを栃木県内12か所の道の駅や直売所
で購入し検体とした。

︵₄︶ 試料の調製：
【たけのこ】外皮をとり除き半分に切り生の状態用と下処理用に分けた。

◆生の状態：可食部のみを細かく刻み測定容器（以下U-8容器）に隙間なく詰め測定試料
とした。
◆下処理（茹でた状態）：沸騰したお湯2Lにたけのこを入れ1時間茹でたのち鍋を火から
おろしそのまま2時間放置。細かく刻みU-8容器に隙間なく詰め測定試料とした。

【こごみ】
◆生の状態：細かく刻みU-8容器に隙間なく詰め測定試料とした。
◆下処理（茹でた状態）：沸騰したお湯2Lにこごみを入れ1分間茹でたのちただちに流水
で冷やしたものを細かく刻みU-8容器に隙間なく詰め測定試料とした。

【わらび】
◆生の状態：細かく刻みU-8容器に隙間なく詰め測定試料とした。
◆下処理（茹でた状態）：沸騰したお湯1 .5Lにわらびを入れ3分間茹でたのち鍋を火から
おろしそのまま一晩放置した後（約9時間後）細かく刻みU-8容器に隙間なく詰め測定試
料とした。
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︵₅︶ 測定条件
①装置：ゲルマニウム半導体検出器　セイコー・イージー・アンドジー社製　GEM25-70
②容器：U-8容器
③測定時間：検出下限値を考慮して10 ,000秒とした

3.結果
【たけのこ】13件を測定した。（表1）

◆生の状態：6検体はND（検出せず）、7検体が 3 .9 ～ 19.9Bq/kgの範囲で放射性セシウム
（134Ｃs+137Ｃs）が検出された。
◆下処理（茹でた状態）：生の状態で測定し検出された7検体について下処理後測定したと
ころ5検体が検出下限値未満になり、検出された2検体でも生の状態の時にくらべ半分以下
に下がっていた。

表1　たけのこの測定結果

◆生の状態 ◆下処理後（茹でた状態）
134Cs 137Cs 134Cs+137Cs 134Cs 137Cs 134Cs+137Cs

たけのこＡ N.D N.D N.D － － －

たけのこＢ N.D N.D N.D － － －

たけのこＣ N.D N.D N.D － － －

たけのこＤ N.D N.D N.D － － －

たけのこＥ N.D 7.5 7 .5 N.D N.D N.D

たけのこＦ 3.7 16 .2 19 .9 N.D 8.5 8 .5

たけのこＧ N.D 4.8 4 .8 N.D N.D N.D

たけのこＨ N.D N.D N.D － － －

たけのこＩ N.D 4.0 4 .0 N.D N.D N.D

たけのこＪ 3.5 9 .8 13 .3 N.D 5.3 5 .3

たけのこＫ N.D 4.2 4 .2 N.D N.D N.D

たけのこＬ N.D 3.9 3 .9 N.D N.D N.D

たけのこＭ N.D N.D N.D － － －

単位：Bq/kg
ND（検出せず）：検出下限界値未満

【こごみ】7件を測定した。（表2）
◆生の状態：6検体はND（検出せず）、1検体のみ放射性セシウム（134Cs+137Cs）が
8 .4Bq/kg検出された。
◆下処理（茹でた状態）：生の状態で測定し検出された1検体について下処理後測定したと
ころ生の状態の時にくらべ半分以下に下がっていた。
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表2　こごみの測定結果

◆生の状態 ◆下処理後（茹でた状態）
134Cs 137Cs 134Cs+137Cs 134Cs 137Cs 134Cs+137Cs

こごみＡ N.D N.D N.D － － －
こごみＢ N.D N.D N.D － － －
こごみＣ N.D 8.4 8 .4 N.D 3.3 3 .3
こごみＤ N.D N.D N.D － － －
こごみＥ N.D N.D N.D － － －
こごみＦ N.D N.D N.D － － －
こごみＧ N.D N.D N.D － － －

単位：Bq/kg
ND（検出せず）：検出下限界値未満

【わらび】8件を測定した。（表3）
◆生の状態：2検体はND（検出せず）、6検体が 4 .1 ～ 38.6Bq/kgの範囲で放射性セシウム

（134Ｃs+137Ｃs）が検出された。
◆下処理（茹でた状態）：生の状態で測定し検出された6検体について下処理後測定したと
ころ4検体が検出下限値未満になり、検出された2検体でも生の状態の時にくらべ半分以下
に下がっていた。

表3わらびの測定結果

◆生の状態 ◆下処理後（茹でた状態）
134Cs 137Cs 134Cs+137Cs 134Cs 137Cs 134Cs+137Cs

わらびＡ N.D 4.1 4 .1 N.D N.D N.D
わらびＢ N.D 4.1 4 .1 N.D N.D N.D
わらびＣ N.D N.D N.D － － －
わらびＤ N.D 7.3 7 .3 N.D N.D N.D
わらびＥ 3.4 6 .5 9 .9 N.D 4.1 4 .1
わらびＦ N.D 5.3 5 .3 N.D N.D N.D
わらびＧ 8.3 30 .3 38 .6 4 .1 9 .8 13 .9
わらびＨ N.D N.D N.D － － －

単位：Bq/kg
ND（検出せず）：検出下限界値未満

4.考察とまとめ
　今回たけのこ13件、こごみ7件、わらび8件（計28件）を調査したが14件はND（検出せず）
であった。検出された14件の内、11件は一般食品の基準値100Bq/kgの1/10以下であり、基準
値の1/10を超えた3件でも最大値（38.6 Bq/kg）は基準値の1/2以下であった。
　たけのこ、こごみ、わらびは生の状態で測定したものと下処理したものを比較すると下処理後
は放射性物質がND（検出せず）もしくは半分以下であった。放射物質は下処理することでお湯
や水に移行したと推測され、以上のことから下処理に使用したお湯や水は調理には使用せず廃棄
したほうが放射性物質の摂取を低減できることが判明した。
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第74回日本公衆衛生学会総会

⑹　『健診機関グループ内におけるモニタリングによる
精度管理確認事業の取り組み』

公益財団法人栃木県保健衛生事業団　○白河　千秋　池田　清貴
公益財団法人予防医学事業中央会　　山内　邦昭　　　　　　

【目　的】
　健康診断における検査データの対外的な信頼性確保のために、客観的なモニタリング評価がで
きる仕組みの重要性が高まっている。全国の関連グループ内の精度管理状況を継続的に確認し、
検査データの信頼性を認証する仕組みと運用状況について報告する。

【方　法】
　予防医学事業中央会（中央会）では日常健診で測定される機会の多い生化学的検査項目につい
て、各県支部の検査データが高質な状態であることを継続的に確認し認証する「健診・検査デー
タ共有化事業」をH13年度に立ち上げて運用している。検査データ認証の審議承認等に関わる
企画を担当する技術委員会と毎月の検査データのモニタリング等の実務を担う専門委員会、各県
支部担当者で組織されている。毎月の精度管理状況をモニタリングでき、内部精度管理と外部精
度管理を兼用できる集計評価システムとしてシスメックス社eQAPiを活用している。各県支部
が測定したシスメックス社製管理血清（QAPトロール1X、QAPトロール2X）のデータをシス
メックス社に送付し月次集計した結果を基に、専門委員会では各県支部のデータのモニタリング
を毎月実施し、精密度（PI）・正確度（SDI）、および許容範囲から外れた値の要因について分析
する。連続して3回外れた支部には改善要求書を送付し、該当支部では是正確認後改善報告書を
技術委員会へ提出する。認証は認証基準規定に則り技術委員会で審議・承認される。

【結　果】
　平成25年度の参加数は31支部34施設であった。そのすべての施設において優れていることを
確認し、認証書を発行した。

【考　察】
　運用上の課題が抽出され、許容範囲から逸脱したデータの中には検査方法や管理血清のロット
番号の登録間違いによるものが確認された。このような、本来とは異なるカテゴリーでの報告は
日常検査データには影響はないが、全体の集計結果や正しく報告した施設の評価に影響を与え、
さらにeQAPiの信頼性にも影響があるため、認証事業の仕組みに関する手引きの作成や説明会
を開催して各県支部担当者に周知した。検査データの信頼性を客観的に確認する仕組みを、精度
保証として適切に運用するためには、毎年見直し、改善を重ねる必要がある。

【結　論】
　中央会ではグループ内での検査データの認証システムを独自に構築して13年間運用している
が、順調に機能して検査精度の向上に役立てている。

栃木県保健衛生事業団　平成27年度事業年報　第40号 255

調査・研究【論文・研究発表】



第50回予防医学技術研究会議

⑺　子宮頸がん車検診における顧客満足度向上への取り組み

公益財団法人栃木県保健衛生事業団　○高橋　靖子　宍戸　美穂　菊池　宏美
白河　千秋　池田　清貴　　　　　　

はじめに
　健診機関にとって、受診者の安全管理や顧
客満足度の向上は重要な課題であり、近年検
診車においても内装や外装などの工夫により
安全管理の徹底や検診に対するイメージの向
上を図る傾向が窺われる。
　今回、当施設でも平成 10年度より使用し
ている子宮頸がん検診車を更新する機会を得
て、安全管理とプライバシーの保護、顧客満
足度向上という観点を重要視して新型検診車
を作製したことからその概要と、更新後に子
宮頸がん検診受診者を対象に実施したアン
ケート調査の結果をあわせて報告する。
新型検診車作製の取り組み
　女性の意見や視点が生かされた検診車を作
製するため、看護師を中心としたワーキング
グループを立ち上げた。まず従来の検診車の
問題を抽出し、その対策を検討した（表1）。
表1　旧型検診車の問題点と対策
項目 従来の検診車の問題点 対策

安全性

受診者の年齢層が高い事や、
検診車内が狭く段差が多い

車内をバリアフリーにしス
テップの高さを低くした

検診台の足台が固定式のため
受診者の障害や苦痛に応じた
体勢が取れない

検診台を自動開閉式にする

プライバシー

待合室で着替えている 完全個室の更衣室を設置す
る

検診台が 2台並んでいるた
め、検診中の隣の会話が聞こ
えてしまう

検診台を1台にする

検診台とスタッフ間のカーテ
ンが短いため顔が合う

検診台とスタッフの間の
カーテンに長い物を 1枚追
加した

顧客満足

検診車が老朽化している 車内はクロス張りとし明る
く清潔感のあるものとする

検診車の外観が古臭い
検診車の外観は、温かみが
あり女性が好む雰囲気にす
る

車内が暗くて狭い 居心地の良い内装とする

表2　H26年度　年齢階層別受診者数と割合
年齢層

総受診者数
29歳以下 30 ～ 39歳 40 ～ 49歳 50 ～ 59歳 60 ～ 69歳 70歳以上

29,302人
842人 3,778人 4,605人 5,706人 9,682人 4,689人

3% 13% 16% 19% 33% 16%

　検診車内には段差があり、さらに受診者の
約 50％が 60歳以上であることから（表 2）、
転倒、転落防止のために車内はバリアフリー
とし、ステップの高さを低くすることとし
た。検診室ではプライバシーを保つため、個
室の更衣室を設け、カーテンの作りを工夫し
た。また検診台は受診者の障害や苦痛に応じ
た体勢がとれる自動開閉式を選択した。
　検診を明るく、清潔感あるイメージとする
ため女性が好む外観、内装とした。
旧型と新型のレイアウトの違い
　上記の様な検討から作製した新型検診車

（以下新型）と旧型検診車（以下旧型）のレ
イアウトを比較する（図1）

図１　旧型と新型のレイアウトの違い

　旧型は待合室と更衣室が兼用で検診室が2
部屋であったが、新型では完全個室の更衣室
を2部屋設置し、検診室は１部屋とした。さ

 

受診者出入り口 

受診者出入り口 
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らに新型では検診台と医師の間のカーテンを
長い物と短い物の2枚を設置することで、ス
タッフと直接顔を合わせないような工夫をした。
アンケート調査の実施
　新型の運用後、受診者を対象に使用感や意
見を把握するためアンケート調査を実施した。
⒈ 対象
　①　旧型での検診を受診した100人
　　（経年受診者78人、初回受診者22人）
　②　新型での検診を受診した100人
　　（経年受診者88人、初回受診者12人）
⒉ 年齢層
　 対象の年齢層を表３に示す。対象の年齢
は旧型、新型ともに60歳以上が多かった。
表3　型式別年齢層別対象者数

年齢層
形式

29歳以下 30 ～ 39歳 40 ～ 49歳 50 ～ 59歳 60歳以上

旧型 4人 23人 24人 13人 36人
新型 3人 6人 11人 16人 64人

⒊ アンケートの内容と結果
　 今回のアンケート調査では新型で受診し
た経年受診者は 88名であった。表４に示し
たように乗り降りの項目では「良い」との回
答が旧型47人新型91人、「悪い」との回答が
旧型44人新型2人だった。
　更衣室の項目では「良い」との回答が旧型
37人新型85人、「悪い」との回答が旧型42人
新型1人だった。また旧型で「良い」と回答
した受診者の意見としては人前での着替えは
恥ずかしいが、検診だから仕方がないとの意
見があった。
　検診台の項目では旧型で「どちらでもな
い」との回答が 54人、新型では 79人が「良

い」と回答した。
　検診室の項目では旧型で「どちらでもな
い」との回答が 61人、新型では 79人が「良
い」と回答した。
考　察
　安全やプライバシーの配慮、顧客満足度向
上を目的に検診車作製に取り組んだ事がアン
ケート調査結果で良い評価につながったと思
われる。更衣室の回答で、旧型で「よかっ
た」と回答した受診者のなかには「検診だか
ら恥ずかしくても仕方がない。」という意見
があったことから羞恥心を感じながらも検診
を受診している現状があると考えられた。新
型で検診を受けた受診者の中で「この検診車
であればまた受診したい。」「娘にも受けさせ
たい。」との意見も多かったことから検診車
を工夫したことが検診のイメージアップにつ
ながり、さらには受診率向上につながる事が
期待されると思われた。
　しかし受診者の立場に立って作製した検診
車ではあるが、運用面では更衣室を完全個室
にしたことで更衣に時間がかかり、若干効率
が下がった現状があり、顧客満足と検診効率
の折り合いを図っていく事も今後の課題と思
われた。
まとめ
　子宮頸がん検診車の作製に携り、受診者の
利便性を改めて考える貴重な機会を得た。ア
ンケートから高評価であることが窺われた
が、運用など再考する必要性もあり、今後検
診車更新の参考としたい。

表4　型式別アンケートの内容と評価	 	 （単位　人）
評価

　項目　　　  型式
良い やや

良い
どちらで
もない

やや
悪い 悪い 意見

乗り降り
旧型 47 ＿ 9 ＿ 44 ・少しステップが高い気がする

・高さはあまり感じない
新型 91 ＿ 7 ＿ 2 ・段差が低くて上り下りしやすい

・これでもまだ高い

更衣室
旧型 37 ＿ 21 ＿ 42 ・人前での着替えは恥ずかしいが検診だから仕方がない

・女同士だから気にしない。
新型 85 ＿ 14 ＿ 1 ・個室だから人目を気にしなくていい

・前の受診者の着替えが遅くなかなか更衣室が開かない

検診台
旧型 0 7 54 39 0 ・股関節が悪いので自分で足を開けず辛かった

・乗り方がわからない
新型 79 19 1 1 0 ・台に身体を合わせなくていいのでとても楽だった

・あっという間に終わってしまった

検診室
（内装）

旧型 0 6 61 32 1 ・古臭くて汚い
・暗く感じた

新型 79 10 10 1 0 ・きれいでかわいい・スタッフに顔を見られなくてよかった
・医師の顔を見られたほうが安心する。

その他 旧型 ・毎年この検診車だから良いも悪いも考えたことがない
新型 ・来年もまた受診したい　・ぜひ娘に薦めたい
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第50回予防医学技術研究会議

⑻　大腸がん検診要精検率変動の要因と影響についての考察

公益財団法人栃木県保健衛生事業団　○清水　正幸　福富　直美　大嶋　麻希
高瀬　訓子　大出　定夫　白河　千秋
森久保　寛　池田　清貴　　　　　　

はじめに
　当施設における大腸がん検診の要精検率は
近年約5%で推移してきたが、平成25年度に
おける要精検率は 5 .9%と例年よりも有意に
高率（P<0.05）であったことから（表 1）、
その要因を検証するとともに、要精検率が上
昇したことによる精検結果及びがん発見率へ
の影響を考察したので報告する。
使用機器及びカットオフ値
　使用機器：OCセンサーDIANA（栄研化学）
　カットオフ値：150ng/mℓ
対象と方法
1 . 平成 21年度から平成 25年度までの 5年間
の住民健診における大腸がん検診の要精検
率を月別に集計し、月毎の変動の推移を平
成25年度と他の年度で比較した。なお、1月
から3月は受診者が少数のため要精検率の変
動幅が大きいことから、検討対象より除外し
た。
2. 精検受診者のうち、精検結果が把握で
きている平成 24年度 2 ,190名と平成 25年度
2 ,942名について、要精検率が上昇したこと
による精検結果への影響を比較検討した。
⒊ 平成25年度のプロセス指標に対して、要
精検率を例年同様の 5 .0%（便潜血検査カッ
トオフ値：184ng/mℓ）と仮定した場合に
想定されるプロセス指標について、「がん検
診事業評価指標値」を基に比較検討し、さら
に精検結果に基づく発見ポリープ数、「異常
なし」数についても併せて比較検討した。
表1　過去5年間における大腸がん検診実施状況
年　度 H21 H22 H23 H24 H25

受診者数 55 ,750 61 ,077 62 ,696 65 ,576 69 ,166

要精検者数 2 ,769 3 ,152 3 ,112 3 ,326 4 ,112

要精検率（%） 5.0 5 .2 5 .0 5 .1 5 .9

結　果
⒈ 図1に過去5年間における4月から12月の
月別要精検率を示す。平成 22年度から平成
24年度までの要精検率は5%前後で推移し、
特に 7月から 9月の夏季において低下傾向が
著しかったが、平成 25年度は年間を通じて
6%前後にシフトした要精検率で推移した。
⒉ 図 2に平成 24、25年度精検結果の内訳を
示す。なお、発見がん数については、がん追
跡調査結果に基づく確定数で表記した。平
成 24年度と比較して、平成 25年度の発見が
ん数は 9名増の 98名、うち早期がんは 67名
であった。また、ポリープも378名、その他
の疾患でも 232名が増加した。一方、「異常
なし」も 133名増加したが、「異常なし」の
出現割合を平成 24年度と比較したところ、
平成 24年度 27 .1%、平成 25年度 24 .7%と
出現割合に大きな差は認められなかった。

（P>0.05）

図1　過去5年間における月別要精検率
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図2　平成24、 25年度精検結果内訳

3 . 平成 25年度の大腸がん検診のプロセス指
標と精検結果に基づく発見ポリープ数及び

「異常なし」数を、要精検率5 .0％に仮定した
場合の各々の想定値の比較を表₂に示す。平
成25年度の発見がん数は98名で、うち67名
は早期がんであり、がん発見率は0 .14%、陽
性反応適中度は 2 .4%であった。一方、要精
検率を 5 .0%と仮定した場合の想定発見がん
数は 90名で、がん発見率は 0 .13%、陽性反
応適中度は 2 .6%で、有意な差（P>0.05）は
認められなかった。なお、カットオフ値が
184ng/mℓになった場合に発見されないが
ん8名については全て早期がんであった。ま
た、がん検診事業評価指標値との比較では、
両者とも全ての項目において許容値の範囲内
であった。
考　察
1 . 平成21年度から平成24年度までの月別要
精検率では特に夏季において要精検率は低め
の傾向を示していたが、平成 25年度は年間
を通して6％前後を示しており、全体的にも
要精検率は上昇した。これは当施設において
平成 24年 12月以降導入された、緩衝液の処
方を変更した改良型採便容器のヘモグロビン

保存安定性が向上したことが要因と考えられた。
2. 例年の要精検率 5 .0%と仮定した場合の
カットオフ値は 184ng/mℓとなり、151ng/
mℓから 184ng/mℓの間に存在していた早
期がん 8名と、226名のポリープが発見でき
なくなる。一部のポリープでは大腸がんに発
展していく可能性があり、医療機関で切除あ
るいは経過観察することによって、大腸がん
の早期発見・早期治療につながるものと考え
られる。
　仮にカットオフ値を 150ng/mℓから
184ng/mℓに変更した場合、プロセス指標
の各項目はがん検診事業評価指標値の許容範
囲内であるものの、がん及びポリープ発見数
も減少する可能性があること、また、精検結
果「異常なし」については平成 24年度と比
較しても出現割合に大きな差は認められず、
過度に偽陽性の増加はないものと今回の検討
より推察できることから、引き続き現状の
カットオフ値で大腸がん検診を実施していくこ
ととなった。
まとめ
　要精検率の突然の大きな変動は、依頼団体
の検査機関に対する不信感につながりかねな
い。今回の要精検率変動の要因は、採便容器
の性能向上によるものであり、当施設の検査
精度に問題は無かったことが検証された。ま
た、要精検率の変動がいかに発見がんに影響
するか、今回の検討を通じてその重要性を再
認識することができた。今後も日々の精度管
理、及び機器管理を徹底し、プロセス指標の
評価を行いながら、信頼される検査機関とし
て大腸がん検診の精度向上に寄与していきた
いと考えている。

表2　要精検率によるプロセス指標等の比較
カット
オフ値

︵ng/mℓ︶

受診者数
︵人︶

要精
検者数
︵人︶

要精検率
（%）

精検
受診者数

︵人︶

精検
受診率
（%）

発見
がん数
︵人︶

がん
発見率
（%）

陽性反応
適中度
（%）

ポリープ
数

︵人︶

異常
なし数
︵人︶

150 69 ,166 4 ,112 5 .9 2 ,983 72 .5 98 0 .14 2 .4 1 ,358 727
184 69 ,166 3 ,460 5 .0 2 ,506 72 .4 90 0 .13 2 .6 1 ,132 595

がん検診事業評価指標値 7 .0
以下

70
以上

0 .13
以上

1 .9
以上

早期がん 61名

進行がん 28名

早期がん 67名

進行がん 31名

H 24

H 25
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第50回予防医学技術研究会議

⑼　当施設におけるデジタル画像システム導入への取り組み

公益財団法人栃木県保健衛生事業団　○小澤　　悠　大金　　満　増田　英夫
竹村　哲夫　白河　千秋　森久保　寛
池田　清貴　　　　　　　　　　　　

【はじめに】
　当施設では、2005年にデジタル装置を搭
載した胃・肺併用検診車の導入以降、X線装
置のデジタル化に取り組んできた。2006年
にPACS・RISを導入、2013年にPACS・RIS
を更新し、2014年にレポートシステムを導
入した。当施設のPACS及びレポートシステ
ムは、人間ドックと巡回検診の両方の運用を
想定し構築したものであり、これまでの経過
と使用経験を報告する。
【目　的】
　デジタル画像システムの導入により、フィ
ルムレス、ペーパーレス運用を行い、「読影
業務及び結果処理の効率化と精度向上、保管
場所の狭隘解消」を目的とした。なお、対象
となる検査種は、胸部X線・胸部CT・胃部
X線・MMGである。
【当施設でのシステム構築】
　当施設での健診業務は、施設内で行う人間
ドックと巡回検診であり、それぞれの業務に
合わせたシステムの構築、読影を効率的に行
える仕組みが必要であった。
₁．検査オーダー機能（人間ドック）
₂．受診者情報マッチング機能（巡回検診）
₃．検診用読影機能
　これらの健診業務を撮影から読影まで管
理するために、PACSとレポートシステムに
は（株）スリーゼット社製の「Caps loader」
を、RISには（株）日立メディコ社製の

「OPEN-RIS」を使用している。（図1）
【運　用】
₁． 検査オーダー機能（人間ドック）
　 人間ドック施設内では、全てのX線装置
がデジタル化されたため、オーダリング機能
が必須となった。RIS上にMWMサーバーを
設置し検査情報の伝達を行っている。

₂． 受診者情報マッチング機能（巡回検診）
　 巡回健診では、健診現場で受診者情報の
取得ができないため、撮影段階においては
受診者情報を有さない。PACS運用を行うに
は、受診者情報をマッチングさせる機能が必
要となった。マッチングキーには既に発行さ
れている検体検査用の番号を利用することと
した。健診現場では受診票にバーコードが印
字されており、検診車内ではバーコードをX
線装置で読取って撮影を行う。この番号は、
受診者個人ごとにユニークとなるように発番
されており、帰庁してからその番号をキーに
して受診者の属性情報をマッチングすること
とした。

図1デジタル画像システム構成図

₃． 検診用読影機能
　 読影では、以下の要件を満たすことが必
要とされた。
① 多くの受診者を一括して処理できる読影機能
② 読影時に必要な情報の取得
③ 所見入力の正確性
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① 多くの受診者を一括して処理できる読影機能
　 検診では、医療機関と違い個別で画像を
管理するのではなく、団体（依頼団体別及び
検査種別）ごとに受診者リストを作成し、読
影を進めていくこととなる。これらの情報
は、「OPEN-RIS」で整理されており、「Caps 
loader」と連携することで適切な読影リス
トの生成を行うことができた。また、「Caps 
loader」では、作成したリスト上の次受診者
の画像データをメモリ上に事前に取得するこ
とで、次画像の表示切替えが高速化でき、読
影効率を高めている。さらに操作性を向上す
るため、ショートカットキーを割当てられる
キーデバイスを導入し、画像送り、リーディ
ングプロトコル、各種画像処理を割当てるこ
とで読影時の操作を省力化することができ
た。（図2）

図2ショートカットキーデバイス

② 読影時に必要な情報の取得
　レポートシステムでは、情報システムと
CSVによりデータを共有し、読影時に必要
な問診情報（既往歴、自覚症状、家族歴な
ど）、前回結果と精検結果の情報を取得し、
読影時の参考としている。また、読影前に技
師による所見チェックや撮影時の情報を登録
し、読影時に参照できるようにした。
③ 所見入力の正確性
　検診の読影では、所見の入力に特化してい
るため、少しでも入力が簡略化でき、しかも
正確な登録が行える仕組みを考えた。そのひ
とつとして、シェーマ図にマークすることで
部位所見が自動で登録され、視覚的にも所見

箇所が明確になり、シェーマ図と部位所見を
個々に登録した場合に比べ所見箇所の誤り防
止にもつながっている。（図3）

図3所見入力画面

　レポートシステムの所見結果についても、
読影後に情報システムへCSVにより結果を
登録している。読影医師が直接レポートシス
テムへ所見結果を入力することで、読影票を
使用していた時に比べ、情報システムへの入
力が省略でき、より正確になり処理時間の短
縮にも繋がった。

【まとめ】
　デジタル画像システムの導入により、施設
内では完全なフィルムレス、ペーパーレスの
運用が実現し、撮影から結果処理までの効率
化が図られた。また、巡回検診でも受診者情
報のマッチング機能により、施設内と同様に
デジタル画像システムの利便性を活かすこと
ができるようになった。
　今後は、個別にシステム運用している超音
波検査（乳腺US、腹部US、甲状腺USなど）
や、内視鏡、眼底など放射線部門以外の画像
もPACSで一元管理することにより、マルチ
モダリィティに対応したシステムに発展さ
せ、業務の効率化、診断精度の向上に努めたい。
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第50回予防医学技術研究会議

⑽　栃木県における超音波併用乳がん検診の成績

公益財団法人栃木県保健衛生事業団　○木下　綾菜　山中登志子　手塚　桂子
黒川　徳子　斉藤シヅ子　井上　　隆
白河　千秋　阿部　聡子　森久保　寛
池田　清貴　　　　　　　　　　　　

はじめに
　当施設では、平成 12年度よりマンモグラ
フィ（以下MMG）と超音波検査（以下US）
の分離併用方式にて乳がん検診を実施してい
る。
　近年、乳癌に対する知識と関心が高まった
こともあり、受診者数は年々増加傾向を示
し、現在では年間約4万人を実施している。
　今回、平成21年度から平成25年度までの5
年間の対策型乳がん検診の成績を集計し、検
討したので報告する。

対　象
・期間　平成21年度から25年度までの5年間
・総数　175 ,318人
・発見癌数　499人︵₅₀₈症例︶

使用機器・検査方法及び判定
超音波検査 マンモグラフィ

【使用機器】東芝SSA-640A 　8MHz電子リニア
（5 ～ 12MHz）

東芝 MGU-200B
東芝 MGU-1000A
HOROGIC M-Ⅳ

【検査方法】左右乳房全域
縦・横走査の2方向スキャン
静止画で記録

左右乳房
内外斜位方向︵MLO︶　1方向撮影
※一部40歳代では2方向撮影

【判　　定】 NPO日本乳がん検診精度管理中
央機構　　A評価修得医師

NPO日本乳がん検診精度管理中
央機構認定の読影医（二重読影
及び比較読影）

※各検査で独立判定を行い、判定の重いものを最終判定とした

方　法
₁.  5年間の実施状況を年度別、年齢階層
別、初回・非初回受診別で集計。

₂. 発見癌について病期別、検査法別に集計。

結　果
1 . 実施状況
︵₁︶ 年度別実施状況を表 1に示す。総受診
者数175 ,318人のうち、要精検者数13 ,458人

（7.7％）、精検受診者数 11 ,656人 (86 .6％)、
確定癌 499人 (0 .28％)であった。要精検率は
年々低下し、平成25年度は7 .0％となり、癌
発見率は0 .28％となっている。
︵₂︶ 年齢階層別の実施状況を表2に示す。受
診者数では 60歳～ 64歳が最も多く、全体の
20 .5％を占めていた。要精検率は 35歳～ 39
歳が 13 .9％と最も高く、次いで 40歳～ 44歳

（12.6％）であった。癌発見率は75歳～ 79歳
が0 .40％と最も高かった。
︵₃︶ 初回・非初回受診別実施状況を表3に示
す。初回受診の割合は全体の26 .4％を占め、
要精検者数 6 ,435人（13.9％）、確定癌 236
人（0.51％）であった。非初回受診では、
要精検者数 7 ,023人（5.4％）、確定癌 263人

（0.20％）であり、初回受診の方が発見率は
高かった。

表1	年度別実施状況

年度 受診者数
（人）

要精検者数
（人）

要精検率
（％）

検査法別要精検者数・率 精検
受診者数
（人）

精検
受診率
（％）

確定癌
（人）

癌発見率
（％）MMG US

（人） （％） （人） （％）
H21 32,379 2 ,703 8 .3 1 ,671 5 .2 1 ,328 4 .1 2 ,329 86 .2 87 0 .27
H22 34 ,939 2 ,620 7 .5 1 ,615 4 .6 1 ,277 3 .7 2 ,197 83 .9 99 0 .28
H23 34 ,882 2 ,745 7 .9 1 ,362 3 .9 1 ,635 4 .7 2 ,406 87 .7 117 0 .34
H24 36 ,003 2 ,777 7 .7 1 ,466 4 .1 1 ,504 4 .2 2 ,424 87 .3 92 0 .26
H25 37 ,115 2 ,613 7 .0 1 ,548 4 .2 1 ,270 3 .4 2 ,300 88 .0 104 0 .28
計 175 ,318 13 ,458 7 .7 7 ,662 4 .4 7 ,014 4 .0 11 ,656 86 .6 499 0 .28
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表2　年齢階層別実施状況

年齢 受診者数
（人）

受診者割合
（％）

要精検者数
（人）

要精検率
（％）

確定癌
（人）

癌発見率
（％）

29歳以下 10 0 .0 0 0 .0 0 0 .00

30歳～ 34歳 764 0 .4 91 11 .9 0 0 .00

35歳～ 39歳 3 ,605 2 .1 500 13 .9 6 0 .17

40歳～ 44歳 18 ,532 10 .6 2 ,338 12 .6 41 0 .22

45歳～ 49歳 17 ,242 9 .8 2 ,030 11 .8 52 0 .30

50歳～ 54歳 20 ,289 11 .6 1 ,820 9 .0 56 0 .28

55歳～ 59歳 26 ,386 15 .1 1 ,836 7 .0 66 0 .25

60歳～ 64歳 35 ,983 20 .5 2 ,123 5 .9 114 0 .32

65歳～ 69歳 25 ,913 14 .8 1 ,393 5 .4 73 0 .28

70歳～ 74歳 17 ,004 9 .7 864 5 .1 55 0 .32

75歳～ 79歳 7 ,522 4 .3 359 4 .8 30 0 .40

80歳以上 2 ,068 1 .2 104 5 .0 6 0 .29

計 175 ,318 100 .0 13 ,458 7 .7 499 0 .28

表3　初回・非初回受診別実施状況
受診者数
（人）

受診者割合
（%）

要精検者数
（人）

要精検率
（%）

確定癌
（人）

癌発見率
（%）

初　回 46 ,225 26 .4 6 ,435 13 .9 236 0 .51
非初回 129 ,093 73 .6 7 ,023 5 .4 263 0 .20
計 175 ,318 100 .0 13 ,458 7 .7 499 0 .28

初　回： 当該年度を含まない過去 3年間のうち、1回も乳がん検診
を受診していない者

非初回： 当該年度を含まない過去 3年間のうち、1回以上乳がん検
診を受診している者

　　　　「平成24年度地域保健・健康増進事業報告」より

2 . 発見癌の検討
︵₁︶ 初回・非初回受診別の病期分類を表 4
に示す。初回受診では 243例中、早期 180
例（74.1％）、進行 54例（22.2％）であっ
た。非初回受診では 265例中、早期 219例

（82.6％）、進行40例（15.1％）であり、初
回受診での進行癌の割合が高かった。

︵₂︶ 検査法別発見癌内訳を図1に示す。発見
癌 499人のうち、MMG/US両方での発見
数は 249人（49.9％）、MMGのみでの発見
数は 127人（25.5％）、USのみでの発見数
は123人（24.6％）であった。

考察
　年度別の実施状況をみると、要精検率は
年々減少傾向を示している。しかし、国の指
針である視触診・MMG併用検診の要精検率

（＊全国平均6 .3％）と比べると高い値となっ
ている。現在当施設では独立判定方式から、
MMGとUSを同時に読影し判定する「総合
判定レポートシステム」への移行をすすめて
おり、更なる要精検率の低下が期待される。

表4　発見癌における初回・非初回受診別
病期分類　（N=508）

病期分類
初回受診（47.8%）非初回受診（52.2%） 計

例 計 % 例 計 % 発見癌数
（例） %

0 30
180 74 .1

47
219 82 .6 399 78 .5

Ⅰ 150 172
ⅡA 38

54 22 .2

29

40 15 .1 94 18 .5
ⅡB 9 6
ⅢA 4 3
ⅢC 2 1
Ⅳ 1 1
不明 9 3 .7 6 2 .3 15 3 .0
計 243 100 .0 265 100 .0 508 100 .0

※508症例（両側乳癌9例を含む）

図1　検査法別発見乳癌内訳　（N=499）

　初回受診者は非初回受診者に比べ、癌発見
率が高く、進行癌の占める割合が高いことを
再確認することができた。
　発見癌の検査法別内訳では、MMGのみで
の発見が 25 .5％、USのみでは 24 .6％と全体
の50 .1％が単独の検査で発見されていた。こ
のことより、MMGとUSの検査が相補的に
機能していることが示唆された。  

⁂日本対がん協会「2014年度版・がん検診年次報告書」より

まとめ
　今回の検討では、対策型検診において
MMGにUSを併用することの重要性が再確
認された。しかし、要精検率が高くなると
いう問題点も示された。今後、「総合判定レ
ポートシステム」を導入することで、精度の
向上が見込まれる。

MMG
127人

（25.5％）

MMG+US
249人

（49.9％）

US
123人

（24.6％）
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第50回予防医学技術研究会議

⑾　発見前立腺がんにおけるGleasonスコアを加味したリスク評価について

公益財団法人栃木県保健衛生事業団　○大出　定夫　黒須由紀子　尾熊　朋子
所　　晃子　高橋　　史　高瀬　訓子
白河　千秋　森久保　寛　池田　清貴

国際医療福祉大学病院　　内田　克紀　　　　　　　　　　　　

はじめに
　当施設では、平成 23年度より、前立腺が
ん検診のがん追跡調査項目に組織学的悪性
度の指標であるGleasonスコアを導入した。
今回、平成 23年度から平成 25年度までの
3年間に発見された前立腺がんについて、
PSA値、Gleasonスコア、深達度の指標であ
るTNM分類及びPSA値、Gleasonスコア、
TNM分類の 3つのパラメータの組み合わせ
で決まるリスク分類について、「受診歴なし」
と「受診歴あり」に群別して比較検討を行っ
たので報告する。
対　象
　平成 23年度から平成 25年度までの 3年間
に、地域住民対象の前立腺がん検診を受診し
た67,064人中、PSA値が年齢階層別判定基準
により要精検（要精検率 6.9％）となり、さ
らに、発見がん追跡調査の結果、前立腺がん
と確定した 230例（がん発見率 0.34％）を対
象とした。
方　法
　発見前立腺がん 230例について、過去 3年
間に前立腺がん検診の受診歴のない者（以
下「受診歴なし」群）91例と 3年間の内に 1
回以上検診の受診歴のある者（以下「受診
歴あり」群）139例に群別し、PSA値、深達
度、Gleasonスコア、リスク分類に対して、
Mann-Whitney U検定にて 2群間における比
較検定を行った。なお、リスク分類について
は、2012年版前立腺癌診療ガイドラインの
前立腺癌初期治療のアルゴリズムに基づき、
限局性癌についてはDʼAmico分類、局所進
行癌についてはNCCN分類にcT3aを加えた
ものとした。
　また、230例の発見前立腺がんについて、
PSA値と深達度、PSA値とGleasonスコア、
深達度とGleasonスコア各々の関連性の評価

のため、Spearmanの順位相関を行った。
結　果
︵₁︶ 受診歴群別比較
　PSA値については「受診歴あり」群が

「受診歴なし」群に比べて有意（p ＜ 0.05）
に低値傾向を示し、また、深達度でも「受診
歴あり」群が「受診歴なし」群に比べて有
意（p＜0.05）にがんの深達度が低い傾向が
あった。Gleasonスコアとリスク分類では両
群に有意な差（p＞0.05）は認められなかっ
たが、リスク分類において超高リスクの割合
が「受診歴なし」群が「受診歴あり」群に比
べて多い傾向があった。（図1、図2、図3）
︵₂︶ 高リスクにおける受診歴別要因内訳
　高リスクに群別された要因の内訳を「受診
歴なし」群と「受診歴あり」群別に集計した
結果を図 4に示す。「受診歴なし」群では、
高リスクになった要因はT2c以上の深達度
が 33 .3％、Gleasonスコア 8以上が 16 .8％、
PSA20.1ng/mℓ以上が 13 .3％であったのに
対して、「受診歴あり」群では、Gleasonス
コア 8以上が 59 .1％、T2c以上の深達度が
25 .0％を占めており、PSA単独高値が要因で
高リスクに分類されたものは存在しなかった。
︵₃︶ PSA値、Gleasonスコア、深達度におけ
る関連性の評価
　発見前立腺がん 230例に対する各々の
Spearmanの順位相関の相関係数は、PSA値
と深達度がr＝0.389、PSA値とGleasonスコ
アがr ＝ 0.205、深達度とGleasonスコアがr
＝0.357という結果で、PSA値と深達度、深
達度とGleasonスコアについては弱いながら
も有意な正の相関があることが確認された
が、PSA値とGleasonスコアに相関性は認め
られなかった。
考　察
　今回の検討結果より、PSA値と深達度にお
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いては「受診歴なし」群と「受診歴あり」群
で有意な差があったことより、「受診歴あり」
群の方が、より早い段階でがんが発見されて
いるものが多いことが確認できた。しかし、
Gleasonスコアにおいては、「受診歴あり」群
と「受診歴なし」群との間に有意な差は認め
られず、さらに、PSA値とGleasonスコアの順
位相関の結果でも、相関性が認められないこ
とから、たとえPSAが低値であっても組織学
的悪性度の高いがんが存在することを裏付け
る結果となった。PSA値や深達度が低く本来
高リスクに該当しないがGleasonスコアにより
高リスクに分類されるものが、「受診歴あり」
群の高リスクの中で約6割を占めており、こ
のことは、定期的に前立腺がん検診を受診し
比較的早めに発見されたがんでも、組織学的
悪性度が高いために、被膜外浸潤やリンパ節
転移、微小遠隔転移等の可能性を否定できな
いがんの存在を示唆するものである。
　しかしながら、再発の危険性が高く深達度
が高いことで超高リスクに分類される割合が

「受診歴なし」群に多い傾向があること、ま
た、「受診歴なし」群で、PSA高値や深達度
が高いことが要因で高リスクに分類されるも
のの割合が「受診歴あり」群よりも有意（p
＜ 0.05）に多いことから、同じ高リスクで
あっても、「受診歴なし」群の方が進展して
いるがんが多いと考えられた。一方、「限局
性前立腺がんにおける根治的前立腺摘除術の
病理学的病期予測のための日本版ノモグラ
ム」では、例えGleasonスコア 8以上の悪性
度の高いがんであっても、より深達度が低
く、よりPSA値が低値のがんでは、浸潤や
リンパ節転移の確率が低くなることが予測さ
れている。これらのことから、組織学的悪性
度の高いがんをできるだけ早い段階で発見す
るためには、定期的な前立腺がん検診の受診
が有効であることが示唆された。
まとめ
　今回の検討結果から、前立腺がんをより早
期に根治の可能性の高い状態で発見するため
には、定期的な前立腺がん検診の受診と、要
精検となった場合は、悪性度が高く進展の早
いがんである可能性を考慮し、速やかに泌尿
器科の専門病院で精密検査を受診することが
必要であると考えられた。

図1　受診歴群別深達度内訳

図2　受診歴群別Gleasonスコア内訳

図3　受診歴群別リスク分類内訳

図4　高リスクにおける受診歴別要因内訳
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図 4 高リスクにおける受診歴別要因内訳
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第50回予防医学技術研究会議

⑿　人間ドック腹部超音波検査における大動脈検査について

公益財団法人栃木県保健衛生事業団　○吉田　広美　大塚　好美　渡邉　朋子
新井　千草　井上　　隆　白河　千秋
森久保　寛　池田　清貴　　　　　　

はじめに
　腹部大動脈瘤の多くは無症状で、人間ドッ
クなどの腹部超音波検査で偶然見つかること
も多い。当施設では、大動脈疾患の早期検出
を目的として、平成19年度より、腹部超音波
検査の対象臓器（肝臓・胆嚢・膵臓・腎臓・
脾臓）に腹部大動脈（以下、大動脈）を追加
した。また、人間ドックにおける大動脈瘤検
出時対応マニュアルを作成した。
　今回は、平成19年度から平成26年度までの
8年間における、腹部大動脈検査の実施状況
と人間ドック受診を契機に発見された腹部大
動脈瘤の症例について報告する。
対象および方法
　平成19年4月から平成27年3月までに人間
ドック腹部超音波検査を実施した 92,166名

（男性 53,905名、女性 38,261名）を対象とし
（表 1）、大動脈検査における超音波所見内訳
と、早期検出の重要性が高い大動脈瘤（疑）
について検討した。

表１　年度別受診者数
年度 男性（人） 女性（人） 計（人）
H19 6,632 4,558 11,190
H20 6,645 4,706 11,351
H21 6,615 4,684 11,299
H22 6,755 4,735 11,490
H23 6,790 4,825 11,615
H24 6,823 4,899 11,722
H25 6,848 4,989 11,837
H26 6,797 4,865 11,662
計 53,905 38,261 92,166

【腹部超音波検査実施体制】
　実施数：約50名/日
　超音波装置：3台
　検査担当：臨床検査技師
　読影医師：2名（日本超音波医学会指導医1名）

【大動脈瘤検出時の現場対応について】
　初回検出および前回と著変を認める場合、
腹部超音波検査後に胃部検査の実施を保留に
し、内部読影医師に判定を依頼。胃部検査実
施の可否と至急性の判断を仰ぎ、緊急性を要
する場合は当日中の医療機関受診を勧める。
胃X線検査の実施が可能な場合には、圧迫撮
影をしない旨、担当の放射線技師に連絡する。
結　果
　受診者数は毎年約1万人程度で、男性が約
6割を占めていた。男女とも40歳代、50歳代
が多く、全ての年代において、男性の方が多
かった（図1）。

図1　年代別・男女別受診者数

　大動脈検査における有所見数は 2 ,384件
（2.6％）であった。内訳は、石灰化が最も多
く 2 ,229件、次いで大動脈瘤（疑）113件、
大動脈拡張21件、大動脈解離4件、その他17
件であった（表2）。
　大動脈瘤（疑）は、男性 0.19 ％、女性
0.03％、全体の0 .12％に認められた。
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表2　腹部大動脈所見内訳
所見名 男性（件） 女性（件） 合計（件）

大動脈石灰化（疑） 1,422 807 2,229

大動脈拡張（疑） 19 2 21

大動脈瘤（疑） 101 12 113

大動脈解離（疑） 4 0 4

その他 10 7 17

計 1,556 828 2,384

　年代別・男女別での大動脈瘤有所見率は
加齢と共に上昇し、70歳代以上では男性
1 .40％、女性0 .18％であった。男女とも20歳
代、30歳代、40歳代では大動脈瘤（疑）は
認められなかった。また、どの年代において
も男性の方が高く、女性に比べ加齢と共に急
激な増加傾向を示した（図2）。

図2	年代別・男女別の大動脈瘤有所見率

　大動脈瘤（疑）113件中、要精検は 55件
で、そのうち至急精検としたものが 6件で
あった。精密検査の結果が把握できた 29件

（52.7％）中、大動脈瘤と診断されたものが
23件であった。その 23件には、再指摘した
ものが含まれ、それらを除くと、当施設の
受診を契機に発見された大動脈瘤は 18件で
あった。

【症例紹介】
　当施設の人間ドック受診を契機に腹部大動
脈瘤が発見され、外科的治療に至った症例を
紹介する。
　初回受診の 61歳男性。腹部超音波検査に
て、6.5cmの解離性大動脈瘤を疑う所見が認
められた。腹部超音波検査後、直ちに胃部検
査の実施を保留にし、内部読影医師に判定を
依頼。緊急性を認め、胃部検査を中止とし、

専門の医療機関へ紹介、当日受診とした（図
3）。

図3　大動脈瘤症例

考　察
　大動脈瘤の有所見率は年齢が高くなるにつ
れ増加し、特に 70歳代以上の男性では急激
に増加していた。また、女性に比べ男性は
60歳代で約4倍、70歳代以上で約8倍の値を
示した。大動脈瘤の原因である動脈硬化の危
険因子（高血圧、脂質異常、糖尿病、喫煙な
ど）が、男性に多く認められたことが理由と
して考えられた。
　腹部超音波検査に大動脈を追加したことに
より、8年間で18件の大動脈瘤を発見した。
早期治療に至った症例もあり、大動脈検査の
重要性を確認できた。また、早期検出のため
には、予備群である大動脈拡張の変化を注意
深く観察することも重要であると思われた。
　大動脈瘤検出時の現場対応をマニュアル化
したことにより、破裂の危険性を回避するだ
けでなく、他の人間ドック従事スタッフとの
連携によって、受診者への対応も円滑にでき
た。
まとめ
　無症状のまま進行し、破裂により死に至る
危険性のある大動脈瘤の早期発見には、スク
リーニング検査が重要な役割を果たしてい
る。今回、8年間の腹部大動脈検査を振り返
ることにより、その重要性を再確認できた。
今後も緊急性を要する所見を的確に指摘でき
るよう努めたい。

栃木県保健衛生事業団　平成27年度事業年報　第40号 267

調査・研究【論文・研究発表】


