
第 1会場（2F　メインホール）

■	開会式	 8：30～ 9：00

■	学術大会長講演	 9：00～ 9：30
「人が『人らしく』生きるために－健康長寿に寄与できる人間ドックを目指して－」

座長：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）
演者：加藤　公則（新潟大学大学院生活習慣病予防検査医学講座　教授／
　　　　　　　　   一般社団法人新潟県労働衛生医学協会）

■	理事長講演	 　9：30~10：00
「岐路に立つ人間ドック健診－人間ドック学会はどう対応するか－」

座長：加藤　公則（新潟大学大学院生活習慣病予防検査医学講座　教授／
　　　　　　　　　一般社団法人新潟県労働衛生医学協会）
演者：篠原　幸人（ 公益社団法人日本人間ドック学会　理事長／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）

■	特別講演 1  10：00～ 11：00
「人間ドックのビッグデータが教える健康長寿エビデンス」

座長：宮下　正弘（ 秋田赤十字病院　名誉院長／社会福祉法人賛成福祉会　介護老人保健施設  
山盛苑　施設長）

演者：曽根　博仁（新潟大学大学院医歯学総合研究科　血液・内分泌・代謝内科学　教授）

■	シンポジウム 1	 11：00～ 12：30
「特定保健指導の新たな展開―より効果的な保健指導を目指して」

座長：津下　一代（あいち健康の森健康科学総合センター　センター長）
　　　中村　正和（公益社団法人地域医療振興協会 / ヘルスプロモーション研究センター　センター長）
演者：特定保健指導 10 年間の総括とあらたな展開
　　　　加藤　典子（厚生労働省健康局健康課　保健指導室長）
　　　地域資源を活用した新たな保健指導
　　　　髙橋ちぐみ（山形県上山市役所　市政戦略課　クアオルト推進室）
　　　2 型糖尿病における IoT 活用の行動変容を介する血糖改善効果の検証：
　　　多施設共同無作為化非盲群間比較試験（PRISM-J）　　
　　　　坊内良太郎（国立国際医療研究センター　糖尿病内分泌代謝科 /
　　　　　　　　　　糖尿病情報センター　臨床情報研究室長）
　　　特定保健指導における禁煙指導：効果的な実施方法と実際
　　　　金沢　裕一（淀さんせん会　金井病院　ヘルスプロモーションセンター）

主要プログラム
1日目（8月 30日（木））
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　　　特定保健指導における減酒指導：効果的な実施方法と実際
　　　　真栄里　仁（独立行政法人国立病院機構久里浜医療センター　教育情報部長）

■	シンポジウム 2	 14：00～ 15：30
「女性の家族性がん」

座長：佐々木　寛（医療法人沖縄徳洲会千葉徳洲会病院　婦人科　部長 / 東京慈恵医科大学　客員教授）
　　　児玉　省二（医療法人恒仁会　新潟南病院　産婦人科　部長）
演者：Lynch 症候群について

①子宮体がんについて
　児玉　省二 （新潟南病院　産婦人科　部長）
②家族性大腸がんについて
　石川　秀樹 （京都府立医科大学　分子標的癌予防医学　大阪研究室）
遺伝性腫瘍－卵巣がんを中心に－
　青木　大輔 （慶應義塾大学医学部　産婦人科学教室　教授）
ハイリスク女性に対する乳房 MRI サーベイランスの現状と課題
　戸﨑　光宏 （相良病院附属ブレストセンター　放射線科部長）
新潟県における HBOC 診療体制の確立に向けての取り組み
　西野　幸治 （新潟大学大学院歯学総合研究科　家族性・遺伝性腫瘍学講座　准教授）

■	特別講演 2	 15：30～ 16：30
「健康寿命の延伸と医療政策を取り巻く今日的課題」

座長：伊藤千賀子（医療法人グランドタワーメディカルコート　理事長）
演者：自見はなこ（参議院議員）

■	おもてなし企画	 17：45～ 18：15
「太鼓芸能集団 鼓童」　公演

新潟県佐渡島を拠点に、太鼓を中心とした伝統的な音楽芸能に無限の可能性を見いだし、現代への再
創造を試みる集団。1981 年、ベルリン芸術祭でデビュー。以来 50 の国と地域で 6,000 回を超え
る公演を行う。劇場公演のほか「交流学校公演」、ワールドミュージック・クラシック・ジャズ・ロック・
ダンスパフォーマンスほか異なるジャンルの優れたアーティストとの共演や、世界の主要な国際芸術
祭、映画音楽等へ多数参加している。

第 2会場（2F　中会議室 201）

■	教育講演 1	 14：00～ 15：00
「健診が楽しくなる脂質異常症の基本と応用」

座長：和田　高士（東京慈恵会医科大学大学院　医学研究科健康科学　教授）
演者：横手幸太郎（千葉大学大学院医学研究院　細胞治療内科学講座　教授）
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■	教育講演 2	 15：00～ 16：00
「人間ドック・健診における運動・身体活動のすすめ方」

座長：杉森　裕樹（大東文化大学　スポーツ・健康科学部看護学科　学科長）
演者：勝川　史憲（慶應義塾大学スポーツ医学研究センター　教授）

第 9会場（4F　国際会議室）

■	特別企画 1	 11：00～ 12：30
「人間ドック健診施設機能評価事業を取り巻く環境の変化と今後の在り方」

座長：野村　幸史（人間ドック健診施設機能評価委員会　委員長）
演者：1.「人間ドック健診施設機能評価事業が目指してきたこと」
　　　　　野村　幸史（人間ドック健診施設機能評価委員会委員長）
　　　2.「評価基準 Ver.3.0 の審査総括」
　　　　　那須　　繁（人間ドック健診施設機能評価委員会副委員長）
　　　3.「Ver.4.0 が目指すもの」
　　　　　石坂　裕子（人間ドック健診施設機能評価委員会副委員長・
　　　　　　　　　　　Ver.4.0 作成検討小委員会委員長）
　　　4.「保険者が求める健診機関とは」
　　　　　小松原祐介（健康保険組合連合会保健部　保健部長）

＊ 保健事業としての健診に対する期待は大きい一方で、人間ドック健診を取り巻く環境は厳しくなりつつあります。14 年余の評価事業を振り返
るとともに、保険者の視点やがん検診を巡る動向などを踏まえて、今後の人間ドック健診施設に求められる機能を、Ver.4.0 および新たな評
価事業を提示して議論します。

■	特別企画 2	 15：45～ 17：45
「第 5回健診看護実務者研究会」

当日のグループは地域ごとのお席とし、ネットワークを広げ、話をしていただくことをメインとして
おります。皆様のご参加お待ちしております。

テーマ：あなたも明日から指導のプロ !!「人を観てデータを読み解こう」
（1）内　　容：グループ形式でのワークとディスカッション
（2）定　　員：150 名（申込者多数の場合はお断りすることがございます）
（3）参 加 者：健診業務での実務担当者
（4）申込方法：NPO 法人日本人間ドック健診協会のホームページよりお申込みください
※主催：NPO 法人日本人間ドック健診協会

第 11会場（1F　展示ホール B　特設会場 2）

■	特別企画 5	 15：30～ 16：30
「超音波検査ライブセミナー　血管エコーの人間ドックへの応用」

演者：榛沢　和彦（新潟大学先進血管病・塞栓症治療予防講座　特任教授）

「人が『人らしく』生きるために　ー 健康長寿に寄与できる人間ドックを目指して ー」
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2 日目（8月 31日（金））
第1会場（2F　メインホール）

■	シンポジウム 3	 8：30～ 10：30
「がん検診最新の動向と課題～これからのがん検診のあり方を考える！～」

座長：三原　修一（みはらライフケアクリニック　院長）
演者：人間ドックにおけるがん登録の現状と課題
　　　　三原　修一（みはらライフケアクリニック　院長）
　　　胃がんリスク層別化（ABC 分類）をふまえた内視鏡検診のあり方
　　　　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）
　　　CT コロノグラフィーによる大腸がん検診の現状と課題
　　　　飯沼　　元（国立研究開発法人国立がん研究センター中央病院　放射線診断科　医長）
　　　上部消化管内視鏡検診
　　　　成澤林太郎（新潟県立がんセンター新潟病院　がん予防総合センター長）
　　　大腸癌検診におけるカプセル内視鏡の可能性
　　　　大塚　和朗（東京医科歯科大学　医学部附属病院　光学医療診療部　教授）

■	シンポジウム 4	 10：30～ 12：30
「人間ドック健診の新しい展開」

座長：岡田　邦夫（特定非営利活動法人健康経営研究会　理事長）
　　　古井　祐司（東京大学政策ビジョン研究センター　特任教授／自治医科大学　客員教授）
演者：少子高齢社会で活躍が期待される健診機関
　　　　古井　祐司（東京大学政策ビジョン研究センター　特任教授／自治医科大学　客員教授）
　　　健診 Project8 から Next10 へー地域との連携に踏み出す健診機関ー
　　　　大塚　政人（一般社団法人新潟県労働衛生医学協会　常務理事）
　　　足利長寿研究で取り組む近未来の健康診断ーアミノインデックス技術の臨床応用ー
　　　　山門　　實（足利大学　看護学部長）
　　　職域の健康を守るこれからの人間ドック健診機関の役割
　　　　髙谷　典秀（医療法人社団同友会　理事長）
　　　トッパングループの健診とこれからの保険者の役割
　　　　梅木　　稔（トッパングループ健康保険組合　ヘルスケアチーム課長）
　　　働き方の改革と経営者の健康診断実施義務のあり方―人間ドック機関の役割
　　　　岡田　邦夫（特定非営利活動法人健康経営研究会　理事長）
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■	市民公開講座	 14：00~15：30
「乳がんの事をもっと知りましょう」

 第一部「乳がん死亡の減少に向けての第一歩」
演者：佐藤　信昭　（新潟県立がんセンター新潟病院　院長）

 第二部　フリーディスカッション
スペシャルゲスト：山田　邦子さん
パネリスト：佐藤　信昭（新潟県立がんセンター　新潟病院　院長）
MC：伊勢みずほ（フリーアナウンサー）

第 7 回「受けてよかった人間ドック」体験記コンクール表彰式
（1）3 賞受賞者紹介・賞品授与
（2）最優秀賞作品朗読
（3）記念撮影

第 2会場（2F　中会議室 201）

■	教育講演 3	 8：30～ 9：30
「人間ドック・健診で使える心電図の know-how」

座長：石坂　裕子（三井記念病院総合健診センター　センター長）
演者：池主　雅臣（新潟大学医学部保健学科　教授）

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

座長：武藤　繁貴（聖隷健康診断センター　所長）
演者：廣瀬　佳恵（厚生労働省　保険局医療介護連携政策課
　　　　　　　　　保険システム高度化推進室　室長）

■	教育講演 5	 10：30～ 11：30
「老化制御研究からみた健康寿命延伸の展望」

座長：福井　敏樹（医療法人社団如水会
　　　　　　　　　オリーブ高松メディカルクリニック予防医療センタ　院長）
演者：南野　　徹（新潟大学大学院医歯学総合研究科　循環器内科学　教授）

第 9会場（4F　国際会議室）

■	特別企画 3	 8：30～ 10：30
「超音波検査ライブセミナー　腹部」

腹部超音波検査肝臓・腎臓の描出の point
　演者：小川　眞広（日本大学病院　超音波検査室室長）

「人が『人らしく』生きるために　ー 健康長寿に寄与できる人間ドックを目指して ー」
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膵胆道領域の超音波解剖と描出法を極める
　岡庭　信司（飯田市立病院　消化器内科部長・内視鏡センター長）

■	特別企画 4	 10：30～ 11：30
「子宮頸がん検診－細胞採取の実際－」

座長：佐々木　寛（医療法人沖縄徳洲会千葉徳洲会病院　婦人科部長）
演者：小田　瑞恵（ 医療法人社団　こころとからだの元氣プラザ　婦人科　診療部長／東京慈恵会　

医科大学　産婦人科）

■	日本人間ドック学会会員集会	 14：00～ 16：00
 ・2018年度　事業計画・収支予算　報告

報告：篠原　幸人（日本人間ドック学会　理事長）
　　　那須　　繁（日本人間ドック学会　財務担当理事）

 ・第 60回日本人間ドック学会学術大会について
報告：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）

 ・各種委員会報告
①『学術委員会　喫煙対策小員会　施設アンケート最終報告と喫煙に関する標準問診の改訂』
　　報告：中村　正和（学術委員会　喫煙対策小員会　委員長）
②『生活習慣の是正はＣＫＤの進展を抑制できるか？』
　　報告：津下　一代（人間ドック健診の有用性に関する大規模研究委員会　アドバイザリーボード）
③『わが国における出生年別にみたＨＣＶおよびＨＢＶ感染保有率の推計』
　　報告：井上真奈美（人間ドック健診の有用性に関する大規模研究委員会　委員）
④『人間ドックデータから算出したＣ・Ｄ判定率と職域定期健康診断の有所見率との比較』
　　報告：和田　高士（人間ドック健診の有用性に関する大規模研究委員会　副委員長）

 ・表彰式
人間ドック健診施設機能評価優秀賞
・社会福祉法人　聖隷福祉事業団　聖隷佐倉市民病院　健診センター
・一般社団法人　ぎふ綜合健診センター
・高知赤十字病院　健康管理センター
・横浜市立みなと赤十字病院
・医療法人　新生会　総合病院高の原中央病院　人間ドックセンター
・医療法人社団　こころとからだの元氣プラザ

 2017 年度　学会誌優秀論文賞

■	閉会式	 16：00～ 16：30
プレナリーセッション最優秀口頭・ポスター（学術大会長賞）表彰式
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