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第60回日本人間ドック学会
学術大会
会期： 2019年7月25日（木）・26日（金）
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）

事前参加登録 ： 2月1日～6月20日

 CONTENTS　主な内容

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）
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）
日　　時 ： 2019年10月27日（日） 12:20～15:45（予定）
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月上旬より

第5回人間ドック健診専門医研修会（東京）
日　　時 ： 2020年3月8日（日） 12:20～15:45（予定）
会　　場 ： 東京ビッグサイト（予定）
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

年会費の納入について

会員情報の変更をお忘れなく

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・予定）
   ※受験者数によっては会場が変更になる場合がありますので
 　  予めご留意願います。
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月上旬～8月上旬

※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、新制度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

認専

認専

認専

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。
1ページもご覧ください。4月下旬頃、ホームページで詳しい情報
を掲載する予定です。

日　　時 ： 2019年5月31日（金）～6月1日（土）

会　　場 ： AP新橋（東京）
定　　員 ： 200名 
申込開始 ： 2019年4月1日（月）より

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（予定）

定　　員 ： 200名（予定）

日　　時 ： 未定

会　　場 ： 関東地区

定　　員 ： 未定

日　　時 ： 2020年1月24日（金）～25日（土）

会　　場 ： 東京都内（未定）

申込開始 ： 2019年10月1日（火）より

 第33回人間ドック健診情報管理指導士研修会

 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 専

認専 人間ドック健診専門医対象 人間ドック認定医対象

March
2019Vol.2

機能評価と認定施設を紹介するサイト

https://www.e-ningendock .jp/ いい人間ドック 検索

2019年度の年会費請求書を5月中に発送予定です。
お支払い期限は2019年7月31日までとなります。
お早めにお手続きをお願い致します。

会員情報の変更はお済でしょうか。異動やお引越しなどで所
属先、ご自宅住所が変更になりましたら、事務局までお知ら
せください。毎年、年会費のお知らせや学会誌が届かないと
いったご連絡が多く寄せられています。
申請変更届は学会誌 巻末の用紙、またはホームページの

「各種手続き」をご覧ください。

日本人間ドック学会 会員数（2019年3月現在）

 A会員（医師） 5890人 B会員（医師以外） 435人
 C会員（施設会員）1710施設  S会員（賛助会員） 32施設

 第34回人間ドック健診情報管理指導士研修会
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2019年度学術委託研究公募
応募期間：6月～9月末（予定）
学会ホームページに概要等を掲載いたします。
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遺伝医学の急速な進歩により、成人発症の腫瘍・循環器関連の優性遺伝疾患や、高血圧症・動脈硬化症・
糖尿病などの多因子疾患の遺伝要因が現実的に利用できる時代になってきました。これらの情報は医療関係者の
みならず一般の人にも広く伝わっていますが、正確な情報が伝わっているとは限りません。
遺伝医学検査はプレシジョンメディシンの基礎になります。オバマ元大統領がプレシジョンメディシンについて

２０１５年３月の演説で語ったように「正しく必要な人に、正しいタイミングで、正しい治療を行う」ためには遺伝医
学的情報が重要です。そして遺伝医学的情報は疾患の確定診断から、早期診断やリスク認識という予防医学
の分野に移ってきています。
日本人間ドック学会では遺伝医学の予防医学への応用を推進するために、予防医学に関わる医師および医療
関係者の皆様に広く遺伝医学について学んでいただける機会を提
供いたします。その上で遺伝医学に関して健康診断受診者に正確
に自信を持って説明でき、必要な際には遺伝専門家と密接に連携で
きるようになっていただきたいと考えています。
遺伝学的検査検討委員会はe-learning、Q&A集を作成し、教
育研修を「遺伝学的検査アドバイザー」研修と名付けました。医学会
でも画期的な試みです。皆様には是非とも積極的に受けていただき、
予防医学をリードしていただきたいと思います。

人間ドック健診施設機能評価事業は2004年より開始され、2018年4月からVer.4.0が開始されました。機能評価
委員会では、機能評価受審により施設の優れている点や改善すべき点が具体的に示され、それらを参考に施設
が継続的に改善活動を行い、施設の質が向上することの支援を目標としています。
Ver.4.0には1領域：理念達成に向けた組織運営、2領域：受診者中心の良質な健診の実践、3領域：継続的

な質改善の取り組みの3つの領域があります。１領域はハード面も含む施設の運営、教育・健康管理など職員へ
の対応、２領域では契約・予約から検査の実施・判定、精度管理、医療面接、結果説明、保健指導まで、受
診者に直接かかわる部分、３領域では受診者要望、健診結果のフォローアップ、健診実績など施設におけるデー
タの分析・活用状況を評価する内容とし、全体で96項目の要素を評価します。
機能評価項目の理解、解釈が受審施設、サーベイヤー、機能評価委員会でほぼ同じであることが重要であり、
受審希望の健診施設に対しては公式講習会（2回/年）、サーベイヤーに対しては、サーベイヤー研修会（1回/年）
とサーベイヤー通信（4回/年）の配信を行っています。また昨年の学術大会か
らポスターを用いて特徴的な活動を行っている施設の紹介を開始し、今年の第
６０回学術大会でも開催する予定です。ポスターを見かけましたら是非、お立
ち寄りください。
機能評価委員会では受審時の助言だけではなく、受審後の改善に関しても
対応ができるような実績が蓄積されつつあります。施設の機能向上を考えてい
る施設の皆様には、Ver.4.0の評価項目に目を通していただき、参考にしていた
だけるだけでも良いと考えております。

多くの医療関係者は、ご自分の経験に加え、先人・先輩
方が残された書物・文献等より数多くの知見を得、必要な
ノウハウを学び、ひとり立ちできるようになるのではないか
と思う。従って「論文は、読者、受診者等の他人を利する、
利他の精神を前提に書かれる」とも考えられる。しかしなが
ら、論文投稿は、他人を利するだけではない。もっと驚く
べき力がある。それは著者自身を磨き、成長させるという
力である。
論文投稿による著者自身のメリットとしては、以下のよう

なものがある。第一に、著者自身の科学的、論理的表現
法が養われ、記述力が鍛錬されると思われる。論文投稿で
は、査読者による論文記述のチェックが行われ、論文の内
容（ネタ）、構成、表現が検討される。査読者は、担当し
た論文をできるだけよくしたいという思いを持ち、コメント
等を指摘する。このコメントは、投稿した論文の弱点と思
われる個所を第３者の立場から指摘しているので、論文再
投稿の際は言うに及ばず、後日別の論文を新規に記載する
際にもおおいに役立つ。こうして論文を、10本、20本、
30本と記していくにつれ、論文の内容選択、構成、表現
等の論文作成能力が磨かれていくと考えられる。

第二に、問題解決能力が培われる。論文の査読では、
数多くのコメントが著者に返送される。編集委員長はそのコ
メントを一通り読ませていただいている。私が編集委員長
を務めたこの５年間で、最も多かったコメント数は47であっ
た。このような多くのコメントが返送された際には、気を萎
えさせるのではなく、コメント内容は己を裨益するものと考
え、著者なりに問題解決を図り、再投稿をしていただきた
い。コメントで指摘された問題点に対して対応していけば、
論文作成以外の種々の問題解決に対する能力も培われてい
くと考えられる。
第三に、他施設から発表された論文に対しリテラシーが
高まる。すなわち、日常の医療業務において多くの論文か
ら必要な情報を選択し、それらの情報から適切なものを選
び、応用するという大局観も鍛えられると思う。論文を繰
り返し記載すれば、より短時間で、適格な情報収集と大局
観の育成が行えるようになると思う。
さらに、2019年4月からは原著以外の総説・短報・症例
報告にも単位が付与されるようになる。
論文作成という志を立て、気力をもってこれに望み、根
気、粘りにより論文発表に至るということは、もちろん著者
以外の裨益になるが、著者自身のスキルアップにもなると
私は思っている。人間ドックの日常業務に携わられている皆
様方の人間ドック学会誌への投稿を心より期待している。

論 文 投 稿 の お 願 い
編集委員長　荒瀬　康司

会員施設のみなさまへ
〜実態調査のお願い〜学術委託研究 公募結果

これまで当学会よりお願いしていた様々な統計
調査（アンケート）を見直し、一昨年より新たに実
施した「人間ドック健診施設の実態調査」につい
て、全施設会員を対象に2回目となる調査をいた
します。何卒ご理解いただきますとともに、本調
査へご協力の程、よろしくお願い申し上げます。
一昨年、皆様にご回答いただいた2016年度

の調査結果は、第60回学術大会（岡山・2019
年7月25～ 26日）にて発表する予定です。

2018年度学術委託研究公募は、13研究の申
請があり、選定委員による評価6項目について5段
階評価を行った結果、7研究が選定され、12月の
理事会にて承認されました。
選定された研究については、第60回学術大会

（岡山・2019年7月25 ～ 26日）にて、中間報告を
発表する予定です。
2019年度も引き続き学術委託研究を公募いたし

ますので、A・B・C会員の方々いずれも奮って申
請いただけますようお願いいたします。

提出締切：2019年4月19日（金）
学会ホームページよりご回答ください。
パスワードは郵送にてお送りしております。
本調査は、2017年4月～2018年3月の2017年度実績
をご報告いただく調査です。

遺伝学的検査検討委員会e-learning、Q&A集
https://www.ningen-dock.jp/idenshi　（日本人間ドック学会ホームページにあるバナーからご覧ください）

　2019年度Ver.4.0 公式講習会 第1回　2019年4月18日（木）12:30〜16:30　（ホームページにて受付中）

論文掲載による単位付与について
34巻1号（2019年6月号）、Ningen Dock Intesnational Vol.7 より、原著以外の総説・短報・症例報告にも単位も付与さ
れることになりました。詳しくは、学会誌33巻5号をご覧ください。

遺伝医学と予防医学の発展� 遺伝学的検査検討委員会　委員長　田口　淳一

遺伝学的検査に関するe-learningとQ&Aを公開

健診施設機能の質の向上と充実� 人間ドック健診施設機能評価委員会

Ver.4.0開始から1年

昨年の受賞施設ポスター展示
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2019年度学術委託研究公募
応募期間：6月～9月末（予定）
学会ホームページに概要等を掲載いたします。
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遺伝医学の急速な進歩により、成人発症の腫瘍・循環器関連の優性遺伝疾患や、高血圧症・動脈硬化症・
糖尿病などの多因子疾患の遺伝要因が現実的に利用できる時代になってきました。これらの情報は医療関係者の
みならず一般の人にも広く伝わっていますが、正確な情報が伝わっているとは限りません。
遺伝医学検査はプレシジョンメディシンの基礎になります。オバマ元大統領がプレシジョンメディシンについて

２０１５年３月の演説で語ったように「正しく必要な人に、正しいタイミングで、正しい治療を行う」ためには遺伝医
学的情報が重要です。そして遺伝医学的情報は疾患の確定診断から、早期診断やリスク認識という予防医学
の分野に移ってきています。
日本人間ドック学会では遺伝医学の予防医学への応用を推進するために、予防医学に関わる医師および医療
関係者の皆様に広く遺伝医学について学んでいただける機会を提
供いたします。その上で遺伝医学に関して健康診断受診者に正確
に自信を持って説明でき、必要な際には遺伝専門家と密接に連携で
きるようになっていただきたいと考えています。
遺伝学的検査検討委員会はe-learning、Q&A集を作成し、教
育研修を「遺伝学的検査アドバイザー」研修と名付けました。医学会
でも画期的な試みです。皆様には是非とも積極的に受けていただき、
予防医学をリードしていただきたいと思います。

人間ドック健診施設機能評価事業は2004年より開始され、2018年4月からVer.4.0が開始されました。機能評価
委員会では、機能評価受審により施設の優れている点や改善すべき点が具体的に示され、それらを参考に施設
が継続的に改善活動を行い、施設の質が向上することの支援を目標としています。
Ver.4.0には1領域：理念達成に向けた組織運営、2領域：受診者中心の良質な健診の実践、3領域：継続的

な質改善の取り組みの3つの領域があります。１領域はハード面も含む施設の運営、教育・健康管理など職員へ
の対応、２領域では契約・予約から検査の実施・判定、精度管理、医療面接、結果説明、保健指導まで、受
診者に直接かかわる部分、３領域では受診者要望、健診結果のフォローアップ、健診実績など施設におけるデー
タの分析・活用状況を評価する内容とし、全体で96項目の要素を評価します。
機能評価項目の理解、解釈が受審施設、サーベイヤー、機能評価委員会でほぼ同じであることが重要であり、
受審希望の健診施設に対しては公式講習会（2回/年）、サーベイヤーに対しては、サーベイヤー研修会（1回/年）
とサーベイヤー通信（4回/年）の配信を行っています。また昨年の学術大会か
らポスターを用いて特徴的な活動を行っている施設の紹介を開始し、今年の第
６０回学術大会でも開催する予定です。ポスターを見かけましたら是非、お立
ち寄りください。
機能評価委員会では受審時の助言だけではなく、受審後の改善に関しても
対応ができるような実績が蓄積されつつあります。施設の機能向上を考えてい
る施設の皆様には、Ver.4.0の評価項目に目を通していただき、参考にしていた
だけるだけでも良いと考えております。

多くの医療関係者は、ご自分の経験に加え、先人・先輩
方が残された書物・文献等より数多くの知見を得、必要な
ノウハウを学び、ひとり立ちできるようになるのではないか
と思う。従って「論文は、読者、受診者等の他人を利する、
利他の精神を前提に書かれる」とも考えられる。しかしなが
ら、論文投稿は、他人を利するだけではない。もっと驚く
べき力がある。それは著者自身を磨き、成長させるという
力である。
論文投稿による著者自身のメリットとしては、以下のよう

なものがある。第一に、著者自身の科学的、論理的表現
法が養われ、記述力が鍛錬されると思われる。論文投稿で
は、査読者による論文記述のチェックが行われ、論文の内
容（ネタ）、構成、表現が検討される。査読者は、担当し
た論文をできるだけよくしたいという思いを持ち、コメント
等を指摘する。このコメントは、投稿した論文の弱点と思
われる個所を第３者の立場から指摘しているので、論文再
投稿の際は言うに及ばず、後日別の論文を新規に記載する
際にもおおいに役立つ。こうして論文を、10本、20本、
30本と記していくにつれ、論文の内容選択、構成、表現
等の論文作成能力が磨かれていくと考えられる。

第二に、問題解決能力が培われる。論文の査読では、
数多くのコメントが著者に返送される。編集委員長はそのコ
メントを一通り読ませていただいている。私が編集委員長
を務めたこの５年間で、最も多かったコメント数は47であっ
た。このような多くのコメントが返送された際には、気を萎
えさせるのではなく、コメント内容は己を裨益するものと考
え、著者なりに問題解決を図り、再投稿をしていただきた
い。コメントで指摘された問題点に対して対応していけば、
論文作成以外の種々の問題解決に対する能力も培われてい
くと考えられる。
第三に、他施設から発表された論文に対しリテラシーが
高まる。すなわち、日常の医療業務において多くの論文か
ら必要な情報を選択し、それらの情報から適切なものを選
び、応用するという大局観も鍛えられると思う。論文を繰
り返し記載すれば、より短時間で、適格な情報収集と大局
観の育成が行えるようになると思う。
さらに、2019年4月からは原著以外の総説・短報・症例
報告にも単位が付与されるようになる。
論文作成という志を立て、気力をもってこれに望み、根
気、粘りにより論文発表に至るということは、もちろん著者
以外の裨益になるが、著者自身のスキルアップにもなると
私は思っている。人間ドックの日常業務に携わられている皆
様方の人間ドック学会誌への投稿を心より期待している。

論 文 投 稿 の お 願 い
編集委員長　荒瀬　康司

会員施設のみなさまへ
〜実態調査のお願い〜学術委託研究 公募結果

これまで当学会よりお願いしていた様々な統計
調査（アンケート）を見直し、一昨年より新たに実
施した「人間ドック健診施設の実態調査」につい
て、全施設会員を対象に2回目となる調査をいた
します。何卒ご理解いただきますとともに、本調
査へご協力の程、よろしくお願い申し上げます。
一昨年、皆様にご回答いただいた2016年度

の調査結果は、第60回学術大会（岡山・2019
年7月25～ 26日）にて発表する予定です。

2018年度学術委託研究公募は、13研究の申
請があり、選定委員による評価6項目について5段
階評価を行った結果、7研究が選定され、12月の
理事会にて承認されました。
選定された研究については、第60回学術大会

（岡山・2019年7月25 ～ 26日）にて、中間報告を
発表する予定です。
2019年度も引き続き学術委託研究を公募いたし

ますので、A・B・C会員の方々いずれも奮って申
請いただけますようお願いいたします。

提出締切：2019年4月19日（金）
学会ホームページよりご回答ください。
パスワードは郵送にてお送りしております。
本調査は、2017年4月～2018年3月の2017年度実績
をご報告いただく調査です。

遺伝学的検査検討委員会e-learning、Q&A集
https://www.ningen-dock.jp/idenshi　（日本人間ドック学会ホームページにあるバナーからご覧ください）

　2019年度Ver.4.0 公式講習会 第1回　2019年4月18日（木）12:30〜16:30　（ホームページにて受付中）

論文掲載による単位付与について
34巻1号（2019年6月号）、Ningen Dock Intesnational Vol.7 より、原著以外の総説・短報・症例報告にも単位も付与さ
れることになりました。詳しくは、学会誌33巻5号をご覧ください。

遺伝医学と予防医学の発展� 遺伝学的検査検討委員会　委員長　田口　淳一

遺伝学的検査に関するe-learningとQ&Aを公開

健診施設機能の質の向上と充実� 人間ドック健診施設機能評価委員会

Ver.4.0開始から1年

昨年の受賞施設ポスター展示
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「春の悦び」 作：宮下 正弘（前日本人間ドック学会副理事長 社会福祉法人賛成福祉会 介護老人保健施設 山盛苑）

・ 遺伝学的検査に関する
　e-learning・Q&Aを公開
・ 機能評価Ver.4.0
・ 論文投稿のお願い
・ 学術委託研究公募結果
・ 実態調査のお願い
・ 2019年度研修会等スケジュール
・ 年会費のお知らせ

第60回日本人間ドック学会
学術大会
会期： 2019年7月25日（木）・26日（金）
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）

事前参加登録 ： 2月1日～6月20日

 CONTENTS　主な内容

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）
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）
日　　時 ： 2019年10月27日（日） 12:20～15:45（予定）
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月上旬より

第5回人間ドック健診専門医研修会（東京）
日　　時 ： 2020年3月8日（日） 12:20～15:45（予定）
会　　場 ： 東京ビッグサイト（予定）
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

年会費の納入について

会員情報の変更をお忘れなく

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・予定）
   ※受験者数によっては会場が変更になる場合がありますので
 　  予めご留意願います。
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月上旬～8月上旬

※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、新制度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

認専

認専

認専

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。
1ページもご覧ください。4月下旬頃、ホームページで詳しい情報
を掲載する予定です。

日　　時 ： 2019年5月31日（金）～6月1日（土）

会　　場 ： AP新橋（東京）
定　　員 ： 200名 
申込開始 ： 2019年4月1日（月）より

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（予定）

定　　員 ： 200名（予定）

日　　時 ： 未定

会　　場 ： 関東地区

定　　員 ： 未定

日　　時 ： 2020年1月24日（金）～25日（土）

会　　場 ： 東京都内（未定）

申込開始 ： 2019年10月1日（火）より

 第33回人間ドック健診情報管理指導士研修会

 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 専

認専 人間ドック健診専門医対象 人間ドック認定医対象

March
2019Vol.2

機能評価と認定施設を紹介するサイト

https://www.e-ningendock .jp/ いい人間ドック 検索

2019年度の年会費請求書を5月中に発送予定です。
お支払い期限は2019年7月31日までとなります。
お早めにお手続きをお願い致します。

会員情報の変更はお済でしょうか。異動やお引越しなどで所
属先、ご自宅住所が変更になりましたら、事務局までお知ら
せください。毎年、年会費のお知らせや学会誌が届かないと
いったご連絡が多く寄せられています。
申請変更届は学会誌 巻末の用紙、またはホームページの

「各種手続き」をご覧ください。

日本人間ドック学会 会員数（2019年3月現在）

 A会員（医師） 5890人 B会員（医師以外） 435人
 C会員（施設会員）1710施設  S会員（賛助会員） 32施設

 第34回人間ドック健診情報管理指導士研修会
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