
疾患リスク

カテゴリ 疾患名

七大生活習慣病 心筋梗塞

七大生活習慣病 脳卒中

七大生活習慣病 ２型糖尿病

七大生活習慣病 高血圧

七大生活習慣病 C型慢性肝炎に伴う肝硬変

七大生活習慣病 慢性腎臓病

がんのリスク 大腸がん

がんのリスク 胃がん

がんのリスク 食道がん

がんのリスク 肝臓がん

がんのリスク 胆嚢がん

がんのリスク 膵臓がん

がんのリスク 甲状腺がん

がんのリスク 肺がん（肺腺がん）

がんのリスク 肺がん（扁平上皮がん）

がんのリスク 喉頭がん

がんのリスク 腎臓がん

がんのリスク 膀胱がん

がんのリスク 神経膠腫

がんのリスク 基底細胞がん

がんのリスク 黒色腫

がんのリスク 多発性骨髄腫

がんのリスク 大細胞型B細胞リンパ腫

がんのリスク ホジキンリンパ腫

がんのリスク 乳がん

がんのリスク 子宮頸がん

がんのリスク 上皮性卵巣がん

がんのリスク 子宮体がん（子宮内膜がん）

がんのリスク 前立腺がん

がんのリスク 精巣がん

感染症 子宮頸がん

感染症 結核

感染症 B型慢性肝炎

感染症 C型慢性肝炎

感染症 ノロウイルス感染

感染症 帯状疱疹

感染症 髄膜炎

感染症 腸チフス

感染症 ハンセン病

感染症 デング熱ショック症候群



感染症 重症マラリア

感染症 後天性免疫不全症候群の進行

COVID-19 COVID-19

性別 乳がん

性別 子宮頸がん

性別 上皮性卵巣がん

性別 子宮体がん（子宮内膜がん）

性別 前立腺がん

性別 精巣がん

性別 尿道下裂

性別 男性型脱毛症

性別 勃起不全 （ED）

性別 精子減少症

性別 非閉塞性無精子症

性別 子宮内膜症

性別 子宮筋腫

性別 多嚢胞性卵巣症候群

性別 妊娠糖尿病

性別 妊娠高血圧腎症

性別 妊娠性肝内胆汁うっ滞

循環器 心筋梗塞

循環器 冠動脈疾患

循環器 冠動脈攣縮

循環器 冠動脈の石灰化

循環器 高コレステロール血症者の冠動脈疾患

循環器 脳卒中

循環器 脳動脈瘤

循環器 末梢動脈疾患

循環器 静脈血栓塞栓症（エコノミークラス症候群）

循環器 腹部大動脈瘤

循環器 川崎病

循環器 高血圧

循環器 本態性高血圧の発症時期

循環器 起立性低血圧

循環器 アテローム性動脈硬化

循環器 頸動脈壁の厚さ（内膜中膜複合体厚）

循環器 心房細動

循環器 ブルガダ症候群

循環器 僧帽弁逸脱症

呼吸器 肺がん（肺腺がん）

呼吸器 肺がん（非小細胞肺がん）

呼吸器 肺がん（扁平上皮がん）

呼吸器 喉頭がん



呼吸器 複数のがん（肺がん、胃がん、および食道がん）

呼吸器 喘息

呼吸器 小児喘息

呼吸器 慢性閉塞性肺疾患

呼吸器 肺気腫

呼吸器 結核

呼吸器 高山病

呼吸器 閉塞性睡眠時無呼吸症候群

消化器 大腸がん

消化器 胃がん

消化器 非噴門胃がん

消化器 スキルス胃がん

消化器 食道がん

消化器 肝臓がん

消化器 胆嚢がん

消化器 複数のがん（肺がん、胃がん、および食道がん）

消化器 B型慢性肝炎

消化器 C型慢性肝炎

消化器 C型慢性肝炎に伴う肝硬変

消化器 非アルコール性脂肪肝

消化器 胆石

消化器 過敏性腸症候群

消化器 炎症性腸疾患

消化器 潰瘍性大腸炎

消化器 クローン病

消化器 セリアック病

消化器 バレット食道

消化器 十二指腸潰瘍

消化器 鼠径ヘルニア

消化器 肥厚性幽門狭窄症

消化器 ノロウイルス感染

消化器 腸チフス

消化器 妊娠性肝内胆汁うっ滞

神経系 神経膠腫

神経系 脳卒中

神経系 片頭痛

神経系 前兆のない片頭痛

神経系 下肢静止不能症候群（むずむず脚症候群）

神経系 本態性振戦

神経系 職業性ジストニア

神経系 帯状疱疹

神経系 髄膜炎

内分泌 膵臓がん



内分泌 甲状腺がん

内分泌 ２型糖尿病

内分泌 膵炎

内分泌 バセドウ病

内分泌 甲状腺機能低下症

内分泌 橋本病

内分泌 バセドウ病眼症

内分泌 妊娠糖尿病

骨・関節・皮膚 基底細胞がん

骨・関節・皮膚 黒色腫

骨・関節・皮膚 乳房外パジェット病

骨・関節・皮膚 骨肉腫

骨・関節・皮膚 ユーイング肉腫

骨・関節・皮膚 骨粗鬆症

骨・関節・皮膚 ビタミンD欠乏症

骨・関節・皮膚 骨パジェット病

骨・関節・皮膚 痛風

骨・関節・皮膚 関節リウマチ

骨・関節・皮膚 乾癬性関節炎

骨・関節・皮膚 変形性関節症

骨・関節・皮膚 椎間板変性症

骨・関節・皮膚 脊柱側弯症

骨・関節・皮膚 アトピー性皮膚炎

骨・関節・皮膚 乾癬

骨・関節・皮膚 白斑

骨・関節・皮膚 ニキビ

骨・関節・皮膚 円形脱毛症

骨・関節・皮膚 デュピュイトラン拘縮

骨・関節・皮膚 帯状疱疹

骨・関節・皮膚 金属アレルギー（ニッケル）

血液・免疫 多発性骨髄腫

血液・免疫 大細胞型B細胞リンパ腫

血液・免疫 ホジキンリンパ腫

血液・免疫 小児急性リンパ性白血病

血液・免疫 静脈血栓塞栓症（エコノミークラス症候群）鉄欠乏性貧血

血液・免疫 重症マラリア

血液・免疫 後天性免疫不全症候群の進行

血液・免疫 アレルギー性鼻炎

血液・免疫 ピーナッツアレルギー

目・耳・鼻・口 近視

目・耳・鼻・口 遠視

目・耳・鼻・口 角膜乱視

目・耳・鼻・口 白内障



目・耳・鼻・口 緑内障（原発開放隅角）

目・耳・鼻・口 急性緑内障（原発閉塞隅角）

目・耳・鼻・口 落屑症候群

目・耳・鼻・口 加齢黄斑変性症

目・耳・鼻・口 糖尿病網膜症

目・耳・鼻・口 原田病

目・耳・鼻・口 加齢による難聴

目・耳・鼻・口 耳硬化症

目・耳・鼻・口 副鼻腔炎

目・耳・鼻・口 虫歯

目・耳・鼻・口 歯周病

目・耳・鼻・口 口内炎

目・耳・鼻・口 アレルギー性鼻炎

目・耳・鼻・口 スギ花粉症

その他 骨肉腫

その他 小児急性リンパ性白血病

その他 川崎病

その他 起立性低血圧

その他 喘息

その他 小児喘息

その他 過敏性腸症候群

その他 肥厚性幽門狭窄症

その他 下肢静止不能症候群（むずむず脚症候群）

その他 本態性振戦

その他 職業性ジストニア

その他 神経性無食欲症

その他 小児ネフローゼ症候群

その他 尿道下裂

その他 ビタミンD欠乏症

その他 脊柱側弯症

その他 アトピー性皮膚炎

その他 円形脱毛症

その他 アレルギー性鼻炎

その他 スギ花粉症

その他 ピーナッツアレルギー

その他 金属アレルギー（ニッケル）

その他 アルコール依存症

その他 ニコチン依存症

その他 心的外傷後ストレス障害

その他 閉塞性睡眠時無呼吸症候群

その他 過眠症


