
第 59 回日本人間ドック学会学術大会 参加報告  

 

日時：2018 年 8 月 31 日金曜日・9 月 1 日土曜日（人間ドック健診専門医研修会）  

会場：新潟 朱鷺メッセ 

会長：新潟大学大学院生活習慣病予防検査医学講座 加藤公則 教授 

 

教育講演 4：レセプト・特定健診等情報データベースの活用について 9:30－10:30 

厚生労働省保険局医療介護連携政策課：廣瀬佳恵医師 

National Database (NDB)に関する講演で、医療機関を受診した際に、医療機関から保険者

に対して発行されるレセプト（診療報酬明細書）と、40 歳以上を対象に行われている特定

健診・保健指導の結果からなるデータベースについて解説。データとしてはレセプトが 128

億件、特定健診が 20 億件の集積を見ており、介護 DB も蓄積してきている。全国や都道府

県の医療費適正化計画の作成と実施のために開始され使用されてきた。NDBを分析すれば、

保険診療全体の医薬品の使用状況や診療内容がわかり、時系列で見れば診療行為の動向や、

季節ごとの受診動向がわかる。また、特定健診結果と疾患発生の関係が解れば、健診を使

ってその疾患の発生予測が出来る可能性がある。 

2011 年には、医療費適正化計画策定以外での NDB の利用が認められようになったが、公

益に資する研究は促進するが、営利目的で使用することについての反対意見が多い。 

一方で、すべての研究において詳細な個票データを必要とするわけではないほか、利用希

望者の中には「全体を見たうえでどういう研究ができるか考えたい」という要望も出てい

ることから、まずは、汎用性が高く、様々なニーズに一定程度応えうる基礎的な集計表を

一般に公表することが決まり、2016年 10 月に、第１回目のオープンデータが公表された。 

その後 Onsite Research Center を、厚労省内に平成 27 年 4 月に、東京大学内に同年 12 月、

京都大学内に平成 28 年 2 月に設置した。 

データの集計・分析については申し出た利用目的の範囲内で一定程度の自由が認められる。

利用にあたっては、予め申出を行い、有識者会議分科会の審査を受ける。有識者会議分科

会の審査で承認されれば、集計表を持ち出したり、公表することもできる。 

データの提供に必要なプロセスの手順は、 

1．利用者による申請書な作成（と医療で手間が掛かる）、 

2．国による審査 

3．利用するデータに関する契約を国と締結と同時にデータは国が調査を行う 

4．国による利用者の監査と公表物の内容確認 

等が行われ、最短で 80 日を要するとの解説が成された。 

 

教育講演 5：老化制御研究から見た健康寿命延伸の展望 10:30－11:30 

新潟大学大学院医歯学総合研究科 循環器内科学教授：南野 徹医師 



老化とは何か？それに介入して老化を遅らせることは出来るのか？等に触れたい。 

 

老化する生物としない生物があり、ヒトを含む哺乳類から脊椎動物、植物も老化するが、

細菌や原生動物は老化しない。その違いは雌雄が有無であり、雌雄の生殖によって繁殖す

る生物は、より多くの遺伝子の交配により、障害も起こしやすく老化するが、その分進化

速度も早い。一方雌雄がなく繁殖する生物は、自分のコピーを作って増殖するため遺伝子

の障害を起こしにくく老化しないが、進化速度は遅い。つまり進化と老化はトレードオフ

の関係である。 

では、老化を抑制する方法はあるか？については、今から 30 年ほど前に単一の遺伝子変異

で寿命が 2 倍になるという発見があった。その遺伝子は daf2 と呼ばれ、線虫において見い

だされた。その後この遺伝子はインスリン受容体を司っていることが解った。こうして様々

な生物で老化を抑制する研究が始まった。更に、遺伝子だけでなく後天的に老化を抑制す

る方法がその後見いだされ、カロリー制限（CR）がそれである。CR によって、酵母菌、

線虫、マウスなど様々な種において寿命を延長する効果が認められており、かつ癌を含め

た様々な疾患（生活習慣病）が予防できることも解ってきた。CR に加えて、適度な運動も

老化を抑制する効果が認められ、1 日 15 分程度の有酸素運動を続けると、寿命が全くしな

いヒトに比べて 7 年も長かったという報告もある。運動の効果は、代謝の改善などを含め

て細胞内での機序が CR と似通っている。daf2 遺伝子の刺激と運動によって活性化される

のは Sirtuin と呼ばれる酵素であり、この酵素を活性化する効果がレスベラトロールという、

赤ワインなどに含まれるポリフェノールにも認められている。 

加えて、Autophgy のメカニズムも重要視されている。CR の下流にある作用で、細胞内で

のタンパク質や細胞内小器官（オルガネラ）は不要となる、或いは必要に応じて分解され、

その成分は細胞内で再利用される。これも又最近、癌、糖尿病、老化など、様々な病態の

分野で研究されている。 

もう一つ、インスリンの作用も重要で、一種の成長ホルモンでもあるこの物質が、糖尿病

の発生や老化にも関わっており、運動による筋肉の発達がインスリン感受性を改善し代謝

を安定させることも知られている。 

平均寿命と健康寿命の間に 10 年近い差があることが特に問題視されているが、脳卒中、心

筋梗塞などの動脈硬化性疾患が大きな要因となる。血管の老化である動脈硬化は、血管の

内皮依存性（NO が関与）のコンプライアンス（しなやかさ）を低下させて、上記の疾患を

発症しやすくなる事を示す多くの研究がある。男子では 40 歳以降に急激に、女性では閉経

後急に血管機能が落ちてくる。血圧においても、年齢と共に収縮期が上昇するが、拡張期

圧は一旦上がるがその後低下していき、脈圧の増加が血管の老化である。 

次に細胞の老化とテロメアについて触れる。テロメアとは細胞内の染色体の末端に存在す

る TTAGGG という配列の繰り返しであり、細胞分裂を繰り返してこれが短くなると、自分

の老化を認識して分裂を停止する仕組みになっている。その他強い酸化ストレスを受けて



もテロメアが障害を受けて細胞分裂を停止するが、それを乗り越えるようなメカニズムが

働くと、分裂・増殖を繰り返すようになるが、これががん化である。 

テロメアはこれを伸張させる酵素が存在しておりテロメラーゼとよばれ、エリザベス・ブ

ラックバーン（2009 年ノーベル生理学・医学賞受賞）により発見された。血管のテロメア

を測定すると、年齢に伴って短縮していくが、冠動脈バイパスのグラフトに使われる内胸

動脈はテロメアの短縮が遅く、腸骨動脈は短縮しやすく動脈硬化が起こりやすいことが解

っている。テロメアを延ばす（テロメラーゼを活性化する）には、短縮させないことが現

実的で、喫煙は酵素活性を下げるので禁煙すべき、アスリートはそうでない人よりテロメ

アの短縮が遅い事が示されている。それほど運動できなくても、食事、適度な運動、スト

レス軽減の 3 ヶ月で酵素活性が上げられることも解っている。 

それ以外では、レニン・アンギオテンシン・アルドステロン（RAA）系も循環器への影響

が大きく、老化した血管では RAA が上昇している。 

糖尿病の要因であるインシュリン抵抗性は内臓脂肪の増加に伴うが、この内臓脂肪の増加

が様々なアディポサイトカインを分泌することによってインスリン抵抗性が悪化し細胞の

老化を促進するため、糖尿病自体も老化の原因であると考えられる。更に糖尿病は心臓の

老化にも関与しており、我々の研究から糖尿病患者の心臓には老化遺伝子・分子（p53/p21）

が発現・増加していることも判明している。特にインスリンの高濃度が心臓に対する老化

を含めた悪影響を生じていると言う事を、10 年前から提唱してきた。 

周知のように、ｶﾃｺﾗﾐﾝ、RAA は心臓の肥大シグナルであり、その過剰な状態は心不全をき

たす。実はインスリンもその肥大シグナルの 1 つであり、過剰なインスリンは心臓を傷害

するというのが我々の当初の仮説であった。 実際臨床的にもインスリンの投与や SU 剤を

使う患者の方が、メトフォルミンのようなインスリン感受性を改善する薬剤投与患者より

も、脂肪が多く心不全になりやすいという結果がある。スウェーデンのコホート研究の結

果、インスリン感受性を 4 段階に分けると、感受性の最も低い群で心不全発生率が多いし、

拡張型心筋症において糖負荷試験を行うと、耐糖能がより悪い。逆に心不全に陥ると、イ

ンスリン抵抗性が上昇し糖尿病になることも判明している。 

我々の過負荷マウスモデルによって 2～6 週間の圧負荷を掛けて心不全を作成したところ、

心筋に対する圧負荷が、細胞内でのインスリン受容体を活性化することが解った。同時に

心筋の肥大も促進され、血流とのミスマッチが起こり血流不足、低酸素、心不全への移行

を惹起する。更に心不全が起こると全身的にインスリン抵抗性が上昇する。心不全状態で

糖尿病になりやすくなるのは、ｶﾃｺﾗﾐﾝが関与していると考えられており、心不全の進行と

共にインスリン抵抗性の出現と悪化が起こるが、脂肪の老化によるインスリンの低下もメ

カニズムの一つとなっている。 

この過程を薬で治療できないか？ それは DNA ダメージを防ぐのが 1 つの手段だが、癌抑

制遺伝子の p53 と関連する老化促進因子の p21 のこの作用をブロックすると、他方で癌が

発生しやすくなる。老化とがんは表裏一体となっているのである。 



あるグループは老化細胞を除去する方法を開発した。マウスにおける中年以降の老化した

脂肪細胞を除去する事で、寿命が延びる、更に癌の発生が減る。 

この老化細胞を取り除く研究は世界中で行われており、その作用を Senolytics と呼ぶが、

老化細胞を殺す薬として、10 数種類上げられている。その一つにケルセチン（quercetin）

があり、強い抗酸化作用や様々なを持ち食品の業界では有名な物質だが、これとある薬剤

を併用すると senecent（老化細胞）だけを除去できることが解った。 

他に、老化細胞抗原（SAGP）と言う細胞の老化で増えるものがあるが、autophagy と関連

していることもわかり、ミトコンドリアを分解・再利用する mitophagy に依るものである

ことが解っている。我々はこの抗原に対するワクチンを作成し、老化を抑制する研究を行

っている。 

話変わって、老化と体内時計について触れる。日内変動 Circadian Rhythm は、血圧が起

床の前後で交感神経の起動によって上昇してくるなど、日内の変化を体内時計が管理して

いるが、目の奥にある視交差上核が制御している。ここから色々な神経因子が分泌されて

末梢の時計を管理していて、各々の細胞内に時計遺伝子が存在する。これらの遺伝子の発

現・活性化は 1 日の中で（複数のものが協調的に働き）変動してリズムを作っている。 

この時計を破壊してしまうと、老化が進んで寿命が短くなる。マウスでも血圧のリズムが

狂うが、人で言うと血圧の non-dipper がこれに相当する。この時計を標的とした健康医学

も研究が進んできている。体内時計と、高血圧、糖尿病、冠動脈疾患、更にはアレルギー

などの関連は強いことが解っている。 

光は強力な体内時計のリセットのシグナルだが、最近話題の Blue Light はその代表であり、

夜中に PC を開いて作業したり、スマホを見続けると時計が狂ってしまう、若い世代で睡眠

障害が増えているというのは周知であろう。 

 

まとめ 

腹八分目の食事 

1 日 15 分の運動 

時計を調節できるよう、規則正しい生活をする 

治療可能な疾患・病態は治療をする 

元気な人（若者）と交流を持つ 

楽観的に生きる 

老化細胞除去ワクチンなどに期待 

 

最新の抗加齢医学をわかりやすく解説され、受講は大変有意義であった。 

 

一般演題：外国人（健診ツーリズム）第 11 会場 15:20－16:00 

2-11-24 当センターにおける中国人健診の受け入れ／阪和第二泉北病院 医療センター 



森祐里子医師は、相次ぐ中国人からの問い合わせで、訪日中国人の PET/CT を含めたがん

健診コースを 2010 年 1 月より開始。契約したエージェントを介しての業務でありビザの取

得や健診代金の前払い、受診者情報の伝達やオリエンテーションを責任としてになって貰

い、病院側は健診中の医療／サービスのみに専念できるシステムを導入。昨年末までで延

807 名の受診者を受け入れ、満足度は高かったが、受診者が治療も受けられると勘違いして

おり、エージェントのオリエンの改善も望まれた。 

2-11-25 地方の色油センターにおける外国人 VIP ドック受け入れの取り組み：亀田クリニ

ック健康管理センター加藤大地医師は、千葉県鴨川というロケーションでの医療ツーリズ

ムで、中国、カナダ、米国、フランス、ベトナム、ミャンマーからの受診者を過去 1 年間

で 200 名前後受け入れた結果を報告した。都心から離れたり立地はむしろリラックスして

受けられたという意見も少なくなかったとのこと。HP での営業もモバイル版を採用してい

るなど興味深かった。 

2-11-26 国際的人間ドックを目指した取り組みと課題：国立国際医療センター病院 人間ド

ック科 呂 軍医師は中国人主体のドックについて、2017 年度は 580 人の受診で国内を合わ

せた総数の 20％、収益の 4 割を占めたと話す。最近ベトナムからの受診も増えていると。 

多国籍化している近年、事前説明の強化、国別の通訳の配置が必須と考えられたと。 

2-11-27 当センターにおけるベトナムからの健診ツーリズムの現況と今後の課題：山王メ

ディカルセンター予防医学センター 古川佳子医師は、過去 10 年以上荷渡ベトナムとの交

流があり、今までに 45 人の受診者が会ったが、本年 6 月に現地に人間ドックセンターを開

設した。その結果を集計してみたところ、男性での MeS が多く、HP 陽性率は男女とも約

半数、便潜血陽性者が多かった、PET 健診の要望も多く、今後がん検診も検討の余地あり

と述べた。 

 

この人間ドック学会に参加することで、ビッグデータの現況、抗加齢医学の最前線、メデ

ィカルツーリズムの近況などを把握することが出来た。メディカルツーリズムに関しては

自施設での経験を近々学会で発表できるよう、努力したい。 

 

以上 

 

2018 年第 2 回 人間ドック健診専門医研修会 9 月 1 日 朱鷺メッセ 9:20－12:45 

 

午前中のみながら、密度の濃い講演ばかりであった。 

1） 人間ドック健診における低線量 CT 健診の重要性：JA 長野厚生連 浅間南麓こもろセ

ンター 放射線科部長 丸山雄一郎医師：肺癌兼死因における胸部単純レントゲン撮影

では、見逃しも免れないが、画像再構成法を併用した低線量 CT は被曝量が 1／50 であ

り、推奨される。但し費用の面では未だ検討の余地ありと。 



2） 人間ドックのおける眼科的所見：獨協医科大学眼科教授 妹尾正医師：特に眼底写真の

見方について講演があったが、やはりこれは専門医に任せた方が安心と思えた。 

3） 臨床研究法について：国立がん研究センター 企画戦略局長 藤原康弘医師：過去の臨

床研究の不正疑惑が発端となり、臨床研究には厳正な取り決めが成された（昨年 4 月

14 日：臨床研究法）。それに関する解説が丁寧に行われた。今後研究を行う場合に参考

としたい。 

 


