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「健康日本 21」と
話題の肝臓病

地道で丁寧な仕事から
信頼確保を
理事長

山田 章吾

一般財団法人杜の都産業保健会 一番町健診クリニック副所長

科学はいま加速度的に進歩しており、50 年後、100 年後の世界はいったいどう

は機能を損なうことなく完全治癒させることが可能となってきています。しかし、進行期に発見された疾患の完全

清昭

年々増大する国民総医療費の抑制を目的に、厚生労働省は 1998 年前後にわたる、いわゆる

なっているのか、予想するのも怖いくらいです。医療の進歩も同様で毎日新たな
診断法や治療法が開発されており、特に早期に発見された疾患のほとんどすべて

大内

20 世紀末の国民の健康調査をもとに、21 世紀の国民の健康増進、予防医学推進を目指して「健

はじめに

治癒にはまだまだ時間がかかりそうですし、また医療費の大半はそうした進行期の治療に使われています。わた

康日本 21」を策定した。それは食生活・栄養、運動・身体活動、休養・こころの健康、たばこ、飲酒
などに関して 2010 年度を第 1 次の目標にして具体的な数値を掲げたものであった。現在第 2 次
調査の段階に入っている。今回は国が目標とする本調査とそれに強く関与する脂肪肝とアルコール

くしども健診機関の使命は、症状が出る前の早期の段階で疾患を発見し、機能を損なうことなく社会復帰して

性肝臓病について述べてみたい。

いただくこと、また不幸にも進行期で発見された方には 1日も早い治療が受けられるように適切な医療機関を
紹介することで、結果として医療費抑制に寄与することと考えられます。
「ここで発見してもらって、治りました」と
受診者の方から言われるのはこの上ない喜びです。
しかし、こうした健診業界にも過度ともいえる競争原理が導入され、健診料金は厳しい低価格競争にさらされ

健診受診者の約 15％に肝機能異常が認められる

ています。そのような中で健康を守るという社会的責任を深く自覚しながら、約束の期限内に正確な結果を出す、

とされている。その肝機能異常のなかで最も多い、

あるいは結果説明を丁寧に行う、データ解析をきちんと行うなどの地道で丁寧な質の向上によって信頼を得て

約 65％が脂肪肝による異常である。正常の肝臓内

いくことが重要ではないかと思います。適正な価値観と倫理観のもと、健診の精度と品質向上に努め、社会へ

の脂肪量は 3 〜 4％とされているが、脂肪肝では

の貢献度を一層高めていけるよう継続して努力して参ります。

10 〜 13％と増加がみられる。一般的な肝機能で

脂肪肝に
ついて

Profile

プロフィール

ある ALT（GPT）, AST（GOT）, γ-GTP の多くは 2 桁、いわゆる軽度な異常
を示している場合が多い。また、しばしば血液中の脂質である中性脂肪やコレス

皆様の健康サポートに
向けて
常務理事、事務局長

テロールの高値を伴っていることも多い。
「沈黙の臓器」と言われる肝臓、脂肪
肝に自覚症状はないことが多く、たまに右肋骨下の違和感（肝臓の存在感）を訴
える方もいる。肝臓は右の上腹部に存在する最大の臓器であり、本来柔らかであ
り、多少の外圧でも破裂しないように肋骨により守られている。脂肪の蓄積によ

髙田 優

平成 28 年の今年は、昭和 30 年 9 月に当会前身である東北寄生虫予防協会
が設立してから61 年目、また昭和 46 年 6 月に宮城労働基準局（現宮城労働局）

る肝臓の腫大によって、同部に違和感を認める場合もある。

昭和 45 年 東北大学医学部 卒業
職歴
昭和 45 年 東北大学医学部麻酔科にて研修

脂肪肝の診断は簡単であり、体にまったく負担のない超音波（エコー）検査で

46 年 秋田大学医学部麻酔科 助手

可能である。まったく脂肪のない右腎臓の皮質と肝臓のコントラストにより判定

48 年 東北大学医学部第一外科入局

47 年 東北労災病院外科勤務
50 年 米国オハイオ州クリーブランド

する。脂肪肝では蓄積した脂肪により肝臓がキラキラと白く輝いて見える（図）
。

クリニックへ留学

軽度の霜降り程度かフォアグラ状態

から財団法人宮城労働衛生医学協会として認可されて45 年目をお陰様で迎える
年となりました。以来、総合労働衛生機関として企業に働く労働者の健康維持増進に向けて、心とからだの健
康診断のほか、より適正な職場環境をつくる作業環境測定、保健指導なども当会の一つの目玉業務として企業

の重度の脂肪肝かの程度の診断も可

53 年 同帰国
53 年 東北大学医学部第一外科

能となる。

59 年 東北大学医学部第一外科 講師

足による肥満、アルコール過多、糖尿

予防という観点から、宮城県の生活習慣病について県が平成 27 年 3 月に公表した統計資料によると、いわ

病が 3 大要因である。糖尿病の場合

ゆる生活習慣病による死亡者が死因別死亡割合の約 6 割を占め、また平成 24 年度の特定健康診査実施結果

は血糖の良好なコントロールが重要

では、メタボリックシンドローム該当者および予備群を合わせた割合が 5 年連続で全国ワースト2 位となるなど、

である。アルコールに関しては後述

生活習慣病予防対策は喫緊の重要課題となっています。

することとして、まず食生活、運動に
関して「健康日本 21」を参考にして

その背景の一つとして、宮城県は生活習慣病予防に向けた健診受診率は全国でもトップクラスとなる一方、そ

その治療法を述べたい。

の後、必要とされた受診者の精密検査、特定保健指導受診率は全国ワーストに近いなどの傾向があり、健診機
関等、受診者ともに見直すべき取組みが多いようです。 当会では、現在注目されつつある「健康経営」に着目

助手

（現在の助教）
63 年 東北大学医学部第一外科

脂肪肝の原因は食べ過ぎ、運動不

の様々なニーズに応え「病いの予防」に取組んで参りました。

助教授

（現在の准教授）
平成 5 年 宮
 城県立がんセンター
医療部長，外科部長
12 年 宮城県立がんセンター 医療局長
13 年 宮城県立がんセンター 副院長
14 年 LCクリニック仙台 院長
26 年

杜の都産業保健会
一番町健診クリニック副所長

表彰
平成 1 年 東
 北医学会、宮城県医師会
医学奨励賞金賞受賞
その他

し、多方面にわたり企業の皆様の健康サポートに全力を挙げて参ります。いつでもお気軽にご相談頂きたく宜し

（図）脂肪肝のエコー像
画面右側の黒いドーナツ状の部は右腎臓の皮質で

くお願い申し上げます。

あり、脂肪を含まない。一方左の三角形様の部は
無数の点状の脂肪が蓄積されてキラキラ輝く脂肪
肝である。
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学歴

平成 13 年 第 30 回日本胆道外科研究会会長
学会専門医
日本肝臓学会専門医
日本消化器病学会専門医
日本外科学会認定登録医
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特 集

まず第一は肥満であり、肥満例では約 80% が脂肪肝
を伴っている。肥満の定義は BMI（body mass index）

表1

肥満（BMI ＞25）人口割合

例えば身長 170cm の方が体重約 72kg であれば BMI

男性（20〜60歳代）

24.3％

＜15%

女性（40〜60歳代）

25.2%

＜20%

脂肪エネルギー比率

27.1%

＜25%

1日の野菜摂取量

292g

＞350g

1日の食塩摂取量

13.5g

＜10g

適切な食生活人口割合
（最低1日1食を30分以上かける）

56.3%

＞70%

＝ 25 となる。一方 , 身長（m）2×22 を標準体重とす
る指標があり、身長 170cm の方では約 64kgとなる。
1990 年代後半の肥満人口の割合と2010 年への努力
目標とする「健康日本 21：食生活・栄養」を表 1 に示す。
消には当然減量が必要である。その目標は BMI＜25 に
あるが、まず、現在の体重から 7% 減を当面の目標とす

目標
（2010年）

1998年前後

25 以上となる。BMI は体重（kg）÷身長（m）2 であり、

肥満人口は成人の約 1/4と少なくはない。肥満の解

アルコールは肝臓で脱水素酵

健康日本21：食生活・栄養

としては甘いものや油物を好んで食べ、夜食が多く、早
食いである。その食生活の改善が大切である。最近ス
ローフードが見直されてきている。まず、総カロリーを
25 〜 30kcal/kg に抑えること、何よりも脂肪の摂取量
を減らすことが大切である。グラム当たりでは炭水化物、
蛋白質が 4kcal に比べて脂肪は 9kcal と多い。脂肪、
特に動物性脂肪を減らして、野菜などの食物繊維、ビタ

目標
（2010年）

運動の習慣あり
（1回30分以上を週2回1年以上継続）
男 性

28.6%

＞35%

女

24.6%

＞30%

男 性

8,202歩

1,000歩増加

女

7,282歩

1,000歩増加

男 性

29.2％

37％

女

21.8％

30％

性

1日平均歩数
性

1日1万歩以上の歩行者
性

女性は9g

解する酵素の働きに個人差があ
り、それで酒に強いか、弱いかが

ビール

日本酒

決定される。肝臓は蛋白質を作っ

500ml

1合

ウィスキー
ダブル

60ml

焼酎

ワイン

80ml

200ml

んな理由からなる。一方、適度なアルコールは良薬とされ、男

BMI（body mass index）

性で純アルコール量 10 〜 19g/ 日、女性で 9g/ 日の飲酒例
での死亡率は最も低く、アルコール量の増加とともに死亡率も

体重（kg）÷身長（m）
2

増加するとされている。

たとえば

身長170cm 体重72kgのひとは

72
（kg）
÷1.7
（m）≒25
2

表 3 にアルコールの種類と純アルコール量を示す。た
だし、度を越した飲酒が肝臓に悪いことは周知の如くで

表3 アルコールの種類と度数および純アルコール量
種類
身長170cm
体重72kg

度数

純アルコール量（g）

5
15
43
35
12

20
22
20
50
12

ビール 中瓶1本（500ml）
日本酒 1合（180ml）
ウイスキー ダブル（60ml）
焼酎 1合（180ml）
ワイン 1杯（120ml）

肥満の解消の第二は運動である。
「健康日本 21：運動・
1998年前後

因となる。アセトアルデヒドを分

男性10〜19g

ようとする。一般的にアルコール中毒者の栄養不良状態はそ

ある。
健康日本21：運動・身体活動

い毒性があり、二日酔いなどの原

アルコール最適量は

が、飲酒時にはそれらの仕事を休んででもアルコールを分解し

ミンを十分に摂り、規則的な食生活を送ることが大切で

表2a

され、そのアセトアルデヒドに強

1日の

たり、グリコーゲンを貯蔵したりするなど様々な働きをしている

るよう指導している。体重 80kg の方には 5, 6kg の減
量をするよう勧めている。脂肪肝になりやすい生活習慣

アルコール性
肝障害に
ついて

素によりアセトアルデヒドに分解

健康日本 21と
話題の肝臓病

身体活動」を表 2a に、運動の増加によって見込める生活習
慣病の予防効果を表 2b に示す。日常の運動習慣があるの
は男女とも約 1/4 である。運動というといかにもスポーツ
のイメージがあるが、歩く、エレベータ、エスカレーターの
変わりに階段を使う、体操をするなど、次の日に疲れを残さ

多量飲酒とアルコール性肝障害の関係

多量飲酒家
アルコール量
60g
（女性40g）↑

常習飲酒家
＞5年間

アルコール性
脂肪肝

ない運動を継続することが大切である。1 万歩の歩行による
エネルギー消費量は 300kcal に相当するとされている。継

発症

続的な運動により、生活習慣病発症のリスクは低下する。
では脂肪肝になるとどうなるかとの話であるが、多くの脂
肪肝は内臓脂肪型肥満であり、糖尿病、高血圧、冠動脈硬
化による心疾患などの生活習慣病の要因となりうる。ただ

目標 1 日

し、後述するアルコール性脂肪肝以外の通常の脂肪肝では

男性は 9,200 歩以上

肝硬変や肝臓がんに進行することは少ない。一方、近年脂

女性は 8,300 歩以上

肪肝のなかでも肝硬変や肝臓がんに進行する非アルコール

アルコール量
60g
（女性40g）↑

（ヘビードリンカー）

＞5年間

酒する方である。女性の場合には男性の 2/3 で 40g と
なる。60gとはビール中瓶（500ml）3 本、日本酒 3 合、
ウイスキー・ダブル 3 杯、焼酎 1 合、ワイン 3 杯に相当
する。その 60g を 5 年以上飲酒する方を常習飲酒家と
定義し、アルコール性脂肪肝を合併する場合が多い。1
日平均 120g（女性では 80g）以上を 5 年間以上飲酒す
る方を大酒家（ヘビードリンカー）と呼び、10 年を超すと
アルコール性肝硬変に移行する頻度が高い。
「健康日本
21：飲酒」では 1990 年代後半の多量飲酒家は男性の
4.1%, 女性の 0.3% であり、2010 年までの目標をそ
れぞれ 3.2%, 0.2% 以下に減らすように設定している。
治療法は節酒または禁酒以外にない。少量の飲酒で顔
が真っ赤になるような方は、先の述べた酵素が無いか、少
ないかであり、無理な飲酒は避けるべきである。また、飲

大酒家

アルコール量
120g
（女性80g）↑

ある。一般的にいわゆる「酒飲み」は 3 段階に分けられ
る。多量飲酒家とはアルコールを 1 日平均 60g 以上飲

＞10年間

アルコール性
肝硬変へ
移行

酒家においても少なくとも週 2 日の休肝日を設け、肝臓
の負担を軽減することが望ましい。γ-GTP 値は飲酒量と
相関する場合も多く、100IU/L 以下の 2 桁に保つべき
であり、医師の節酒指導を守っているかどうかの判断材
料にもなりうるものである。肝硬変も初期のうちは禁酒
することで改善がみられることもある。

性脂肪性肝炎（NASH）の存在が注目を集めている。非アル
表2b 身体活動量増加によって見込める生活習慣病予防効果
相対危険度
（習慣ありを1とした場合）
総死亡率

運動習慣なし対あり

冠動脈疾患

運動習慣なし対あり

コール性といっても純アルコール換算で男性 30g/ 日、女
性 20g/ 日未満の少量の飲酒例も含まれる。脂肪肝のうち
の 10 〜 20% が NASH を発症すると推定されている。脂

1.32

肪肝のなかでの NASH の診断は困難であるが、肝硬変に近

2.2

づくにつれ ALT よりも AST 値が高くなり、血小板数が減っ
てくることが多い。NASH の治療法の第一は通常の脂肪肝

高血圧

運動習慣なし対あり

1.30

糖尿病

週1回未満対それ以上の運動

1.43

我が国が「健康日本 21」で掲げている生活改善の目標がどの程度達成されているかは、まだ明

おわりに

ことではあるが、いずれも自助努力により改善されうるものである。長い時間をかけてでも食生活
の改善、運動の継続、節酒の努力を続けてほしいと願っている。

と同様、肥満の解消、糖尿病の治療である。
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らかではない。しかし、今回話題にした脂肪肝、アルコール性肝障害は、言うは易く、行うは難しい
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シリーズ

ストレスチェック義務化対策はお済みですか？

当会では年１回の定期健康診断と
ストレスチェックの
同時受診も可能です！

1

教えて！ 超音波（エコー）検査

当会では以下５つのエコー検査を行っています。

1
2
3

腹部エコー検査
頸部エコー検査
心エコー検査

4
5

乳腺エコー検査
経膣エコー検査

前回は③心エコー検査を紹介しました。
今回は最終回、婦人科領域の④乳腺エコー検査と⑤経膣エコー検査です。

2015 年 12月より常時 50 名以上を雇用する事業場はストレスチェックの実施が義務になりました。
事業者の方々はストレスチェックの実施には以下の点に注意が必要です。

超音波は人間の耳には聞こえない高い周波数の音波で、一定方向に強く放射され
直進性が高いという性質があり、この性質を利用して体の組織に超音波を発し、そこか

□ ストレスチェックは、医師・保健師などが実施することになっています。

ら返ってくるエコー（反射波）を受信し、コンピュータ処理で画像化して診断するのが

□ ストレスチェックの結果は、従業員の同意がなけれは事業者に提供することは禁止されています。

超音波検査（エコー検査）です。

□ ストレスの高い従業員から申し出があった場合、医師による面接指導を行います。

4

□ 面接指導の結果、医師の意見を聞き、必要に応じて働き方への配慮をしましょう。
当会では「ストレスチェック義務化」を支援するサービスを行っており、定期健康診断とストレスチェックの同時実施も可能です。
事業所ご担当者様の大幅な事務負担の軽減や管理がしやすいなどのメリットが期待できます。

▪ ストレスチェックの実施（WEB・調査用紙）

サービス
内容

▪ ストレスチェック結果の産業医への通知
▪ 医師・保健師による面談対応

▪ 集団的分析結果の報告書の作成

ストレスチェック実施のながれ
実 施 前
の 準 備

ストレス
チェック
実
施

実 施 後
の 対 応

◦内容のお打合せ
◦受検者名簿の回収
◦「調査票」作成、納品
◦「調査票」を配付（お客様にての対応）
◦回答記入（受検者）
◦ストレスチェック調査票回収
（授受簿にて受検の有無を管理）
◦ストレス判定実施

◦集団分析の実施

◦ストレスチェック結果の本人への通知
◦医師・保健師による面談対応
◦集団的分析結果の報告

乳腺エコー検査

超音波診断装置を使い、乳房の状態を調べる検査で
す。乳房にプローブ（接触子）をあてて検査します。検
査時、乳房にはプローブと体表面を密着させるため医
療用のジェルをぬります。
マンモグラフィのように X 線は使用しないため被ば
くの心配はありません。また、乳房の強い圧迫の必要
がないため痛みも
ありません。

▪ ストレスチェック結果の本人への通知

Web 受検にも
対応しています

Web 実施の特長
①受検者がすぐに結果を閲覧可能
②質問項目への回答もれがない
③未検者への督促や面接の申出の
際にプライバシーに配慮できる

ストレスチェック実施の
お問い合わせ窓口
営業推進課

TEL022-251-7261

（

音声ガイダンスのあと
「3」をプッシュして下さい

）

エコー検 査 で 乳
腺は白く、腫瘍部分
は 黒く映る た め 乳
腺の発達している人
（特に若い人）の乳
房でも正常乳腺と
腫瘍のとの違いが
明確にわかります。
また画像を見なが
らの検査ですので、
気 に な る 部 分 をリ
アル タイム で 観 察
できます。

5

経膣エコー検査

超音波装置を使い、子宮や卵巣の状態を調べる検査
です。経腟エコー専用のプローブ（接触子）使用しま
す。子宮や卵巣に近い位置からの超音波画像で、異常
がないかどうかを確認できます。

どんな病気がわかりますか？
子宮筋腫 ･ 子宮がん ･ 卵巣嚢腫 ･ 卵巣がん ･ 子宮内
膜ポリープなどです。

どれくらい時間がかかりますか？
15 分くらいです。

なにか気をつけることはありますか？
排尿後でも検査できますのでトイレを我慢する必要
はありません。

どんな病気がわかりますか？
のう胞 ･ 良性腫瘍 ･ 乳がんなどです。

どれくらい時間がかかりますか？
5 ～ 10 分程度です。

なにか気をつけることはありますか？
以下該当するかたは事前に申し出てください。
･しこりや気になるところがある方
･ 豊胸手術をされている方
･ 授乳中の方

5

ストレス_教えてエコー_三[06-07].indd 5

超音波は
ブロープで
なでるだけの
検査だから、
痛み等はない
んだ。

子宮体がんの経腟超音波での子宮断面。内膜に不正な増殖（矢印）がみ
られる。
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痛風 で 痛くならないために
痛い病気、痛風とは？

平成27年度 日本宝くじ協会助成事業完了のお知らせ
このたび、一般財団法人日本宝くじ協会の助成を受けて下記事業を完了しました。
本事業の完了に際し、一般財団法人日本宝くじ協会はじめ関係各位より賜りましたご援助ご協力に深く感謝申し上げます。

尿酸7.0mg/dl

痛風は痛い病気として有名です。痛風の痛みは血液の中に尿酸という物質が多 以上は要注意 !!
くなると起こります。血液中の尿酸の濃度が高くなると体の中で結晶となり、それ
が関節に沈着すると強い痛みが出ます（痛風発作）痛風の他にも尿酸は腎臓や尿路に付着し、
腎結石や尿路結石になることがあるので、尿酸値が高くなると痛い病気になりやすいようです。
かつては「贅沢病」と言われていましたが、食生活の欧米化で身近な病気となっています。

一般財団法人 杜の都産業保健会
理事長 山田 章吾
記

尿酸が多くなる理由
尿酸はプリン体という物質が体の中で代謝されるとできます。プリン体は生物

尿酸のほとんどは
体内で作られる

の遺伝情報にかかわる細胞の核に含まれているので、ほとんどの食品に含まれて
いますし、細胞数の多い食べ物（レバーや魚卵など）には特に多く含まれています。

事業名

平成 27 年度検診車の整備事業

事業内容

胃部 X 線検診車１台

実施場所

宮城県仙台市宮城野区
小鶴 1-21-8

完了年月日

平成２８年 2 月 5 日

また、私たちの体が新陳代謝を行う時にも発生します。食べ物飲み物から入っ
てくるプリン体は全体の1/3程度。残りは体の中で作られたものです。

プリン体の高い食べ物
● レバー（牛 ･ 豚 ･ 鳥）

● 魚の干物

● ホルモン（動物の内臓） ● あん肝
● 白子

● うに 等々

本事業において整備した検診車の仕様を紹介いたします。

うまい酒の肴ほどプリン体は高い！
！
プリン体が高い食べ物と一緒に煮込んだ料理は煮汁にもプリン体がしみ込んでいるので要注意！

お酒は尿酸値を上げるか？

特色
1

聴覚障害者向け情報提供システムを搭載
聴覚に障害を持つ方の胃部エックス線検査をサポートするシステムを搭載しました。
通常、技師が音声で伝える指示を、手話アニメーションと文字およびイラストを合成した動画像としてモ
ニタに表示することにより指示の理解が容易となるため安心して検査を受けていただくことができます。

検診車内部

モニター画像

プリン体の低いお酒を飲んでいれば、尿酸値は上がらないと思っているのは大間違い！お
酒はどんな種類でも尿酸値が高くなります。アルコールは体内での尿酸の産生を高めたり、
尿の中に尿酸を排泄させないようにして体内の尿酸の濃度を高める働きがあります。また、
アルコールの利尿作用で体はますます脱水状態となり、尿酸値はあがっていきます。

痛風にならない生活のひと工夫

正面（壁面）
・上部（天井）
・左右（検査台）の４面
にモニタを設置し、どの方向を向いていてもモニタ
の確認が可能。左右のモニタは取り外しが可能。

肥満の場合は解消を！
他の生活習慣病予防にも◎

お酒は適量を守る
飲んだ後はたっぷり水分補給！

有酸素運動が効果的！
ストレスと肥満も解消しよう

特色
2

野菜や海草は尿に尿酸を
排泄するのを助けます。
積極的に摂ろう！

検査装置2台搭載
当会では初めて1 台の車両に胃部検査装置を2 台搭載しており、限られた駐車スペースで多くの検査
実施が可能となります。

7
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News & Topics
がん対策推進企業アクション
「仙台セミナー」を開催しました

全衛連 東北・北海道地方協議会
第24回職種別打合せ会議 八戸にて開催

平成 27 年 11 月18日（水）
、仙台サンプラザにおいて平
成 27 年度がん対策推進企業アクション「企業の人材と経営
を守る最新がん対策のススメ・仙台セミナー」を開催しまし
た。基調講演は東京大学医学部附属病院放射線科准教授
中川恵一先生より「企業におけるがん対策の重要性」をお
話しいただきました。2015 年の推計値では男性の 67％、女
性の 50％が生涯のうちにがんに罹患するというデータが示さ
れ、平成 29 年度から全国の小中高校でがんの授業が始ま
り、生涯を通じて自らの健康を適切に管理できる能力の育成
を目指すこと、一方大人への啓発としては企業が積極的に
従業員にがん検診の受診を促進することが必要
であり、健康に対する関心をもち、正しく理解し、
適切な行動をとることができるようにすることが重
要であると強調されました。
パネルディスカッション「大切な社員ががんになっ
たら」では、中川恵一先生、社会保険労務士の
阿部陽子氏、阿南里恵委員（がん対策推進企業
アクションアドバイザリーボードメンバー・特定非営
利活動法人日本がん・生殖医療学会患者ネット
ワーク担当）の 3 名で「がんと就労」について討
議を行いました。阿部氏は傷病手当金、高額療養
費などの社会制度を説明し、制度を利用しながら
がんになっても働き続けるためのアドバイスをお話
しされました。阿南委員は、ご自身ががんに罹患

平成 28 年 2 月4日（木）
、5日（金）の 2日
間、公益社団法人 全国労働衛生団体連
合会（全衛連）東北・北海道地方協議会
第 24 回職種別打合せ会議を開催しました。
当会は昨年度より地方協議会代表幹事機
関として参加しており、今年は開催担当機
関を公益財団法人シルバーリハビリテーショ
ン協会メディカルコート八戸西病院付属八
戸西健診プラザ様が務め、八戸市のグラン
ドサンピア八戸で「渉外・事務部会」、
「放
射線技師部会」、
「臨床検査技師部会」の
分科会が行われました。地方協議会は北
海道・東北の 12 の労働衛生機関が一同に
会し健診サービスの向上のための情報交換
を行うことを目的としており、会議には 78 名
が出席し、活発な意見交換を行いました。
全体会議開会の代表幹事機関挨拶

当会理事長山田章吾

渉 外・ 事 務 部 会
渉外・事務部会では、
「インフルエンザ予防接種」、
「健診項目」、
「特
殊健康診断料金」、
「個人票の転記料金」、
「ストレスチェック」等につ
いて協議しました。インフルエンザ予防接種は、接種後 30 分間は安静
が必要なこともあり実施していない機関や今後は縮小するという意見も
ありました。検査項目は健保組合等からの要望により年々コースが増加
し、1,000 種類以上のコース設定をしている機関もあり、どの機関でも

した際、退職することを選択した経験をお話しされ、がんは
生きるか死ぬかだけではない、もしがんになってもすぐに仕事
を続けることを諦めないでほしい、周囲の方はがんに対する
偏見を無くしてほしいと強調されました。中川先生は「がんを
罹患した人は人生には限りがあることを実感することで、健
康な人が考えることのない多くのことを考えている。そのよう
な人材を企業が手放してしまうことは非常にもったいない。２
人に１人ががんになる時代で、がんを罹患しても働き続けら
れる社会をつくっていかなければならない。」と締めくくられま
した。

パネルディスカッションの様子

事務が複雑化しており対応に苦慮しているようでした。個人票の転記
料金では、多様化する個人票への転記作業に対し、健診料金内で対
応している機関と１件につき数百円から数千円の料金設定をしている
機関に対応がわかれました。ストレスチェックについては、受託時の産

旬を ♪

業医との関わり方について各機関で対応に苦慮している状況でした。ス

味わう

トレスチェックは現在過渡期にあり、各機関からさまざまな問題提起と
その対応策について情報交換ができ大変実り多いものとなりました。

渉外・事務部会の様子

放射線技師部会
放射線部会では、
「バリウム検査の前処置から検査」、
「エックス線

線装置等更新に関しては、装置購入や消耗機器の入れ替えに伴う長

装置等更新の予算計画」、
「胸部エックス線経時差分処理システム」、 期的な予算計画の重要性を確認しました。また、各セクション間でより
「マンモグラフィの授乳中や術後の受診者対応」、
「フィルム貸出」等に

深い連携を取るために、放射線技師の業務範囲を撮影のみに限定せ

ついて協議しました。バリウム検査前処置については、水分摂取や食

ず、他部署の業務への協力や理解をすることが重要であると話合われ

事内容の制限が厳しすぎるのではないか、場合によっては制限につい

ました。

もり も

杜盛りレシピ

にら うめん
そ

て検討の余地があるのではないかという意見が出されました。エックス

ニラ
そうめん
ひき肉

臨床検査技師部会では、
「乳がん検診」、
「肺機能検査」、
「至急対

保存、検査技術の向上、機械の精度といったハード面だけでなく、受

応所見」、
「超音波検査の教育」、
「オプション検査」、
「デジタルデータ

診者の負担にならないように検査の順番を工夫するなどのソフト面での

保存」等について協議しました。特に乳がん検査は、芸能人の乳がん

取り組みが大事であることや、巡回健診ではプライバシーがより求めら

の報道も影響し受診者の要望が増加していることや、より見落としの無
い健診をするために、マンモグラフィと乳房超音波検査の同時併用の

れるようになってきているため、それらに対応していかなければならこと
を共通認識としました。

必要性が高まってきていることが話合われました。また、デジタルデータ

ニラの
香り成
アリシン 分
は
ビタミン
B1の吸
助けま 収を
す

ニラ

ニラは中国原産のユリ科ネギ
属の多年草。
日本へは弥生時代
に渡来し栽培されるようになったと
いわれています。
古くから薬用とし
て粥にまぜ滋養強壮によいと食べられてきました。
ニラはβカロテンが豊富。
βカロテンは有害な活性酸素から体を
守る抗酸化作用や免疫を増強させる働きや、
また体内でビタミン
Ａの作用をし、
のどや鼻など粘膜に働いて細菌から体を守りま
す。
栄養価は冬から春にかけて高くなります。
「韮」
は春の季語に
もなっていますね。
材 料 ：２人 分

臨床検査技師部会

1把
2把
50g

しょうが
水
サラダ油
しょうゆ

少々
400cc
少々
少々

作り方

1 しょうがはみじん切り、ニラは食べやすい長さに切っておく。
2 フライパンにサラダ油を熱し、しょうがを香りが出るまで軽く炒める。
3 ②にひき肉を入れ、火が通ったら水 400㏄を入れ煮立たせる。
4 ③にニラとそうめんをまわし入れ、味をみてしょうゆ少々を入れ、そうめんがお好みの硬さになったらできあがり。
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Morinomiyako Information
健康診断オプション検査のご案内

腫瘍マーカー検査
特にオススメの検査はこちら

がん発見の手がかりに…
日本人の三大疾病の中でも特に死亡率の高い“がん”。
しかし昨今の医療技術や治療の進歩により、早期発見
すれば治癒する可能性も高くなります。
腫瘍マーカーは、
がんの疑いを調べる血液検査です。

前立腺がんのPSA、
卵巣がんのCA125、
肝臓がんのAFPは、
早期のがんでも数値が上昇することからがんの補助診断に有用です！

PSA

主に前立腺がんの腫瘍マーカーとして用いられています。他の前立腺がんマーカーに比べて、がんの初
期でも高い陽性率を示します。

ＣＡ１２５

主に卵巣や子宮などの婦人科系のがんの腫瘍マーカーとして用いられます。子宮内膜症や卵巣嚢腫など
でも高い値を示すことがあります。

ＡＦＰ

主に肝臓がんの腫瘍マーカーとして用いられます。肝炎、肝硬変などでも高い値を示すことがあります。

各 種 腫 瘍 マ ーカ ー ご 案 内
抗ｐ53 抗体

主に自覚症状のない早期の大腸、乳、食道がんの腫瘍マーカーとして用いられます。
CEA の検査と組み合わせると有用とされます。

ＣＥＡ

主に大腸や胃がんなどの消化器系の腫瘍マーカーとして用いられます。その他肺や乳がん、肝炎、肝硬変
などでも高値を示すことがあります。また喫煙者や高齢者でも高値を示すことがあります。

（癌胎児性抗原）

ＣＹＦＲＡ

主に肺がんの腫瘍マーカーとして用いられます。乳がんや卵巣がんでも高値を示すことがあります。

ＣＡ19-9

主に膵臓や胆嚢、胆管がんなど消化器系の腫瘍マーカーとして用いられます。肺や卵巣がん、肝炎、肝硬
変、胆石や膵炎などでも高値を示すことがあります。

エラスターゼ 1

主に膵臓がんの腫瘍マーカーとして用いられます。膵炎などでも高値を示すことがあります。

ＳLＸ

主に肺や膵臓がんの腫瘍マーカーとして用いられます。卵巣がんや子宮がんなどでも高値を示すことが
あります。

ＳＣＣ

主に子宮頸がんや肺がんの腫瘍マーカーとして用いられます。乾癬やアトピー性皮膚炎、気管支ぜんそく
などでも高値を示すことがあります。

ＮＳＥ

主に肺がんの腫瘍マーカーとして用いられます。大腸がんや神経芽細胞種でも高値を示すことがあり
ます。

ＰＩＶＫＡ－Ⅱ

主に肝がんの腫瘍マーカーとして用いられます。AFP の検査と組み合わせると有用とされます。

ＮＣＣ-ＳＴ-439

主に膵臓をはじめとする消化器がんや、肺、乳がんの腫瘍マーカーとして用いられます。

ＣＡ-15-3

主に乳がんの腫瘍マーカーとして用いられます。卵巣、肺、前立腺がんや子宮内膜症、骨盤炎症性疾患で
も高値を示すことがあります。

（サイトケラチン 19F）

（扁平上皮癌関連抗原）
（神経特異エノラーゼ）

オプション検査は予約制となっております。

男性向け、
女性向けのおススメセットもございます。
詳細は下記の電話番号へお問い合わせください。
巡回健診で腫瘍マーカー検査をご希望の場合は、
各事業所の健康診断担当者様を通じてお申込みください。

人間ドック・健康診断・オプション検査のご予約、お問い合わせは
音声ガイダンスのあと
TEL 022-217-6678（「1」をプッシュしてください。） お気軽にご連絡ください。
一番町クリニックは地下鉄
『勾当台公園駅』
すぐ一番町四丁目仙台三越向いのTICビル4階・5階です。
受付から健診終了まで完全男女独立フロア。
女性、
男性ともにゆったりとくつろげる空間と最新の
検査機器による人間ドック・健康診断をご提供いたします。

〒980-0811 仙台市青葉区一番町四丁目９-１８ TICビル4F・5F

一般財団法人

杜の都産業保健会 機関紙編集委員会

〒983-0031 仙台市宮城野区小鶴一丁目21番8号
ホームページ：http://www.morisanho.or.jp/
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