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「童っこ祭りの馬そり」作：宮下 正弘（日本人間ドック学会前副理事長 社会福祉法人賛成福祉会 介護老人保健施設 山盛苑）

10万円
賞金

7月12日は人間ドックの日7月12日は人間ドックの日

「人間ドックの日」
ロゴマーク募集

2月29日土応募締切

くわしくは日本人間ドック学会ホームページをご覧ください。

2020年

「人間ドックの日」は、あなたと
大切な人の健康を考える日です。

どなたでもご応募可能！
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2020年を人間ドック
健診改革の年に！

年 頭 の ご 挨 拶

篠 原  幸 人
公益社団法人 日本人間ドック学会

理事長

　明けましておめでとうございます。良いお正月を迎えられた
と思います。
　昨年総会時の理事長講演でも強調したように、本年は人
間ドック健診を見直す大きな転機になる年と思っています。
従来のベルトコンヴェヤー方式の古式ゆかしい人間ドック健
診を何時まで続けていくのか、年齢、既往歴・家族歴・社会
歴・生活歴そして生活環境、更には受診者の希望に沿った
Personalized Dockを考えなくてよいか、政府が定めるがん検
診などの持つ問題点をもっと学会として検討し更なるエビデン
スを作らなくて良いのか、mRNAや線虫を用いた早期がん発
見法、AIを用いた画像診断などの確立・完成をただ手をこま
ねいて待つだけでなくもっと学会が関与しなくて良いのか？現
段階の遺伝学的検査などの医学の急速な進歩に人間ドック健
診は取り残されてしまうのではないかという危惧すら感じてい
るのは私だけでしょうか？このような疑問をことあるごとに学
会でも投げかけてきましたが、一部の方々を除いては必ずしも
反応は十分ではないように思います。
　昨年11月に経産省およびMedical Excellence Japanの方々
と、第14回中国国際医療旅遊展示会（北京）に行ってきまし
た。その展示会では日本の人間ドック健診を紹介する講演だ
けで良いと聞いていましたが、実際には昨年10月に出来たばか
りの中国非公立医療機関協会 健診分会 初代分会長Yu Rong
氏（中国最大手健診施設美年大健康の創業者で、医師の資格
はなく実業家という感じの方です）にお会いして、日本のドック
学会や施設認定・専門医制度などを紹介し、更に毎日300人以
上の健診を行う美年大健康センターと、日本のキャノンと中国
資本の合弁施設である美伸医療健康画像診断センターを見学
してきました。中国の健診受診料は日本に比べ遥かに高額で
すが、一方で肺検査は低用量CTで行うとか、ほとんどの胃検
査はカプセル内視鏡で行うなどハード面では見習う点も少なく
ありません。しかし生活習慣・環境の十分な聴取や、医師によ
る直接面接・予後管理また専門アドバイザーによる生活指導
などは十分には行われておらず、健診の毎年の繰り返しの習

慣も徹底していないようで、ソフト面ではまだまだという印象を
受けました。しかし指導者が右向け右といえば、全員右を向か
ざるを得ない国家です。アッという間に健診大国に生まれ変わ
らないとも限りません。翻って日本の現状はどうでしょうか？先
日、健団協から発せられた「適切な健保連人間ドック健診に
望まれる要件」の中でも、例えば受診当日の検査結果の医師
による説明は、本学会C会員施設でも60％しか実施されてい
ない状況です。偉そうに人間ドック健診はただ疾患を早期に見
つけて満足すべきでものではないとか、money makingのため
だけに行うべきものではないとか講演で話しましたが、10年ほ
ど後には日本から中国にメディカルツーリズムで渡航される方
が出ないとも限らない多少そんな懸念さえ持ちました。また中
国大手企業のアリババがこの美年大健康の株をすでに何%か
取得しているとも聞きました。どうも中国非公立医療機関協会 
健診分会を指導するのは国民性やその他の問題を含め日本以
上に大変なようです。
　しかも中国の一部の方々はすでにmicro RNAや線虫による
早期がん診断、画像診断のAI診断に関しての知識も十分お持
ちで導入を検討しておられるとのことでした。遺伝子診断もす
ぐにも取り入れたい意向の様でした。
　私どもも人間ドック健診は日本のお家芸だと自負するだけで
なく、今年はますます人間ドック健診の大幅な進歩発展を考え
なければならない年にしたいと思います。
　今年11月には第61回日本人間ドック学会学術大会と、第4回
国際人間ドック会議と第27回IHEPA（国際健診学会）の合同
会議が横浜で同時に開かれます。皆様のご参加・ご発表を心
からお待ちしています。前述のYu氏も含めて中国からも何人か
行きたいとの希望がありました。
　是非日本国民の健康長寿に役立つ学問として、そして病院
経営にも益するどちらにも偏らない人間ドック健診ないし学会
であってほしいと願っています。
　本年も会員皆様のご健勝とご活躍をお祈りします。
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　2020年11月26日（木）、27日（金）に、パシフィコ横浜にて第61回
日本人間ドック学会学術大会を開催します。右記の国際学会を
同時に開催し、共通メインテーマを「人間ドック健診へのミッション
（Mission to the Ningen Dock Health Evaluation）」 としま
した。2020年はオリンピックイヤーのため、例年とは異なり11月の
開催となりますのでご注意ください。一般演題募集は2020年3月
16日（月）～5月18日（月）です。皆様からのご応募をお待ちしてお
ります。

　第27回国際健診学会と第4回国際人間ドック会議を合同開
催します。これまではそれぞれ行われていた国際会議ですが、
今回初めての合同開催となります。特別講演や海外からの演
者を交えたシンポジウムを予定しており、ポスターセッションは国
内・国際大会が一堂に会して行われます。第61回学術大会の
参加者は、国際会議にも参加が可能です。英語発表の一般
演題（口演・ポスター）も募集いたしますのでふるってご応募く
ださい。

第61回日本人間ドック学会
学術大会

第27回国際健診学会
第4回国際人間ドック会議

人間ドック健診専門医制度委員会
（日本総合健診医学会との合同委員会）

人間ドック健診へのミッション：
人間ドック健診がつなぐ現在・過去・未来

Bringing the Japanese Ningen Dock 
Health Evaluation System to the World

―委員会の活動内容を教えてください。
　質の高い人間ドック健診を行うことができる
「人間ドック健診専門医」を育成することが主な
活動です。
　2012年より日本総合健診医学会との合同事業
として「人間ドック健診専門医」制度を発足しまし
た。この制度の目的は、受診者の健康寿命を延伸
するために、質の高い人間ドック健診を行うこと
ができる「人間ドック健診専門医」を育成すること
にあります。このために、両学会合同の『人間ドッ
ク健診専門医制度委員会』では、人間ドック健診
専門医に関する理念・基本方針、施行規則・施行
細則、専門医研修カリキュラム、更新単位の設定
等を定めています。また『試験問題検討・作成小委
員会』、『認定小委員会』、『研修会検討小委員会』
等の小委員会においても各学会より委員を選出
し、年1回の認定試験の実施や問題集改訂版の作
成、年5回の専門医研修会の講師・プログラム編成

および専門医・指導医・研修施設の認定・更新等
について検討を行っております。 

―現在、専門医は何人いますか。
　現時点で両学会認定の人間ドック健診専門医
は、計1,911名となりました。(2019年9月時点累計)
　また、人間ドック健診指導医は1,200名、人間
ドック健診研修施設は540施設であり、暫定を含
め認定（委嘱）を行っております。

―今後の活動予定を教えてください。
　（一社）日本専門医機構 専門医制度の認定を目
指し、両学会の合同委員会にて情報共有をしなが
ら検討しております。また各都道府県に1名以上の
人間ドック健診専門医が存在できるようこれから
も指導医・研修施設を増やし、人間ドック健診専
門医が育成できるよう努めております。

第61回日本人間ドック学会学術大会
学術大会長： 荒瀬 康司
（虎の門病院付属健康管理センター・
画像診断センター 統括センター長）

第27回国際健診学会
第4回国際人間ドック会議
国際大会大会長：篠原 幸人
（東海大学 名誉教授, 国家公務員共済組合
連合会立川病院 名誉院長）

会期：2020年11月26日（木）・27日（金）
会場：パシフィコ横浜
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2020 Annual Scientifi c Meeting of
Japan Society of Ningen Dock

2018-2019年度
委員会メンバー
（*は日本総合健診医学会）

委 員 長  鏑木　 淳一
副委員長 天野　 隆弘*
 亀井　 徹正
委　　員 新　　 智文
 岩男　　 泰
 西崎　　 統
 西﨑　 泰弘*
 海老原 明典*
 鈴木　 隆史*
 髙橋　 敦彦*

ドック学会
委員会紹介
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https://site2.convention.co.jp/dock2020/

▼ホームページ
https://site2.convention.co.jp/dock2020/english

▼ホームページ

一般演題募集期間 一般演題募集期間2020年3月16日（月）～5月18日（月） 2020年3月16日（月）～5月18日（月）
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発行元・お問合せ

　後期高齢者医療制度の健診については、制度発足当
時より特定健診の項目に準じて実施しており、質問票も特
定健診に準じて「標準的な質問票」を活用してきました。
　しかし、「標準的な質問票」はフレイルなどの高齢者
の特性を把握するものとしては十分なものとはいえない
ことが課題とされ、新たに「後期高齢者の質問票」が
策定されました。
　令和2年度以降の健診等においては「後期高齢者の
質問票」を活用いただくよう、厚生労働省から事務連
絡が発出されています。
　この質問票の「解説と留意事項」が公表されていま
す。下記の厚生労働省ホームページをご覧ください。

◆厚生労働省ホームページ：高齢者の特性を踏まえた
保健事業ガイドライン第2版『別添：後期高齢者の質問票
の解説と留意事項』参照（2019.10.16公開）
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000204952_00001.html

　また、質問票の変更に伴う電子的な標準様式等の仕
様変更が発出されています。健診に係るシステム改修が
必要な施設におかれましては、ご留意ください。仕様の
変更について、詳しくは日本人間ドック学会ホームペー
ジ「厚生労働省情報」をご覧ください。

◆日本人間ドック学会ホームページ「厚生労働省情報」
2019年9月25日「後期高齢者の質問票の変更に伴う電子
的な標準様式の仕様」
https://www.ningen-dock.jp/other/mhlw#koukikoureihenko

厚労省からの
お知らせ 後期高齢者の質問票が変わります。

質問文 回答

1 あなたの現在の健康状態は
いかがですか

①よい ②まあよい
③ふつう④あまりよ
くない⑤よくない

2 毎日の生活に満足していますか
①満足 ②やや満足
③やや不満 ④不満

3 １日３食きちんと食べていますか ①はい ②いいえ

4 半年前に比べて固いもの*が食べにくくな
りましたか　*さきいか、たくあんなど

①はい ②いいえ

5 お茶や汁物等でむせることがありますか ①はい ②いいえ

6 ６カ月間で２～３kg 以上の
体重減少がありましたか

①はい ②いいえ

7 以前に比べて歩く速度が遅くなって
きたと思いますか

①はい ②いいえ

8 この1 年間に転んだことがありますか ①はい ②いいえ

9 ウォーキング等の運動を
週に1 回以上していますか

①はい ②いいえ

10 周りの人から「いつも同じことを聞く」など
の物忘れがあると言われていますか

①はい ②いいえ

11 今日が何月何日かわからない時が
ありますか

①はい ②いいえ

12 あなたはたばこを吸いますか
①吸っている②吸っ
ていない③やめた

13 週に1 回以上は外出していますか ①はい ②いいえ

14 ふだんから家族や友人と付き合いが
ありますか

①はい ②いいえ

15 体調が悪いときに、身近に相談できる
人がいますか

①はい ②いいえ

後期高齢者の質問票

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

日本人間ドック学会 会員数
（2019年12月現在）

A会員（医師）5909人
C会員（施設会員）1716施設

B会員（医師以外）422人
S会員（賛助会員）33施設

人間ドック健診認定医・専門医 〈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。〉

日　　時 2020年3月8日（日） 12:20～15:45

会　　場 東京ビッグサイト

定　　員 900名（定員になり次第、受付終了）

申込開始 2020年1月8日（水）より

2019年第5回人間ドック健診専門医研修会（東京）
（第54回人間ドック健診認定医・専門医研修会）

日　　時 2020年11月28日（土） 

会　　場 パシフィコ横浜

2020年第3回人間ドック健診専門医研修会（横浜）
（第56回人間ドック健診認定医・専門医研修会）

日　　時 2021年3月7日（日） 

会　　場 東京ビッグサイト（予定）

2020年第5回人間ドック健診専門医研修会（東京）
（第57回人間ドック健診認定医・専門医研修会）

日　　時 2020年8月29日（土） 

会　　場 神戸国際会議場（予定）

2020年第2回人間ドック健診専門医研修会（神戸）
（第55回人間ドック健診認定医・専門医研修会）

※ 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、専門医のみが参加対象となりますのでご注意ください。

7月12日は人間ドックの日

2019・2020年度 研修会等スケジュール


