The 63rd Annual Scientific Meeting of Japan Society of Ningen Dock

主要プログラム
１日目（9 月 2 日（金））
第 1 会場（2F コンベンションホール B）
■ 開会式

8：30 ～ 8：40

■ 理事長講演

8：40 ～ 9：10

「バリュープロポジションを意識した人間ドック学会の活動」
座長：村上

正巳（群馬大学大学院医学系研究科臨床検査医学 教授）

演者：荒瀬

康司（日本人間ドック学会 理事長／
虎の門病院 健康管理センター・画像センター 顧問）

■ 学術大会長講演・対談

9：10 ～ 10：00

「女性のための人間ドック－子宮頸がん撲滅のための全世界的取り組み－」
座長：相澤

孝夫（社会医療法人財団慈泉会 理事長）

演者：佐々木

寛（医療法人徳洲会千葉徳洲会病院 婦人科部長／東京慈恵会医科大学 客員教授）

対談：三原じゅん子（参議院議員・前厚生労働副大臣）

■ 特別講演 1

10：05 ～ 11：05

「今、求められる医学・医療とは」
座長：村上

正巳（群馬大学大学院医学系研究科臨床検査医学 教授）

演者：門田

守人（日本医学会 会長／堺市立病院機構 理事長）

■ 特別企画 1

11：10 ～ 12：40

厚労科研「女性特有の疾病に対する健診等による介入効果の評価研究」
座長：平池
杉森

修（東京大学大学院医学系研究科 生殖・発達・加齢医学専攻産婦人科学講座 准教授）

裕樹（大東文化大学大学院 スポーツ・健康科学部 看護学科 教授）

演者：女性特有の疾患に対するアプローチ方法の検討
平池

修（東京大学大学院医学系研究科 生殖・発達・加齢医学専攻産婦人科学講座
准教授）

ウェブサイトを通じた月経前症候群の啓発および受診勧奨の効果
前田

恵理（秋田大学大学院医学系研究科 衛生学・公衆衛生学講座 准教授）

検診の費用対効果評価・価値評価
五十嵐

中（横浜市立大学医学群 健康社会医学ユニット 准教授／
東京大学大学院薬学系研究科・医薬政策学 客員准教授）

女性のがん検診の需要行動に関する研究
平尾

磨樹（東京都済生会中央病院 血液内科 医員）

女性のための人間ドック

■ 特別講演 2

14：10 ～ 15：10

「がん医療最前線～がんを治し、患者を支える～」
座長：佐々木

寛（医療法人徳洲会千葉徳洲会病院 婦人科部長／東京慈恵会医科大学 客員教授）

演者：山口

建（静岡県立静岡がんセンター 総長）

■ 特別講演 3

15：10 ～ 16：10

「女性向け健診クリニック「イーク」の再生
―経営破綻から「選ばれるドック」への転換―」
座長：那須

繁（日本人間ドック学会 副理事長／特定医療法人財団博愛会 理事長）

演者：大石佳能子（医療法人社団プラタナス 総事務長）

■ 特別企画 5

16：10 ～ 17：50

「医療保険者の取り組みと健診機関への期待」
座長：髙谷

典秀（医療法人社団同友会 理事長）

六路

恵子（全国健康保険協会本部 参与）

演者：資生堂健康保険組合における健診事業の現状と課題ならびに健診機関への期待
岡

良廣（資生堂健康保険組合 常任理事）

JAL グループにおける女性の健康
浦井

典子（日本航空健康保険組合 常務理事）

総合健保・企業・健診機関が協働で進める～今後の中小企業における健康経営～
冨山紀代美（デパート健康保険組合 保険事業部長）
医療保険者として全国健康保険協会（協会けんぽ）から健診機関へ期待すること
山崎衣津子（全国健康保険協会千葉支部 保健グループ）

第 2 会場（2F 国際会議室）
■ 特別企画 2

11：10 ～ 12：40

厚労科 研「我が 国における公 衆 衛 生学 的 観 点からの健 康診 査の評価と課 題 」
【評価編】
座長：和田
加藤

高士（東京慈恵会医科大学医学部 客員教授）

公則（新潟大学大学院 生活習慣病予防・健診医学講座 特任教授／
一般社団法人 新潟県労働衛生医学協会 理事）

演者：公衆衛生学的観点からみた人間ドックの健康診査としての評価
和田

高士（東京慈恵会医科大学医学部 客員教授）

新潟県における人間ドックの健康診査としての評価
加藤

公則（新潟大学大学院 生活習慣病予防・健診医学講座 特任教授／
一般社団法人 新潟県労働衛生医学協会 理事）

人間ドックデータベースを活用した人間ドック健診の優位性の評価
川野

伶緒（広島大学病院 総合医療研究推進センター 診療准教授）
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腹部超音波検診判定マニュアルによる腹部超音波検査の精度向上の検証
平井都始子（奈良県立医科大学 総合画像診断センター 病院教授）

離散選択実験を用いた健診・検診の選好の分析
後藤

励（慶應義塾大学大学院 経営管理研究科 教授）

■ 特別企画 4

14：10 〜 15：40

厚労科研「我が国における公衆衛生学的観点からの健康診査の評価と課題」
【課題編】
座長：和田
杉森

高士（東京慈恵会医科大学医学部 客員教授）

裕樹（大東文化大学大学院 スポーツ・健康科学部 看護学科 教授）

演者：わが国のがん検診提供体制の課題と人間ドックの役割

祖父江友孝（大阪大学大学院医学系研究科医学部 社会医学講座 環境医学 教授）

人間ドックの産業保健における役割―受託者、受診者調査の結果―
立道

昌幸（東海大学医学部基盤診療学系 衛生学公衆衛生学 教授）

人間ドックにおける年代別眼圧値（眼科検査項目としての課題）
中野

匡（東京慈恵会医科大学 眼科学講座 主任教授）

人間ドックにおける法定外（オプション）検査に関する調査研究
杉森

裕樹（大東文化大学大学院 スポーツ・健康科学部 看護学科 教授）

■ シンポジウム 2

15：50 〜 17：50

「人間ドックで評価するフレイル、ロコモティブシンドローム
―その意義と将来性について―」
座長：加藤
瀧澤

公則（新潟大学大学院 生活習慣病予防・健診医学講座 特任教授／
一般社団法人新潟県労働衛生医学協会 理事）

弘隆（柏戸記念財団ポートスクエア柏戸クリニック 顧問）

演者：人間ドックで評価するフレイルの意義を考える
佐竹

昭介（国立長寿医療研究センター 老年内科部長）

女性のためのフレイル予防―人間ドックにおける閉経後骨粗鬆症、フレイル等の発症及び予

防に関する研究―
瀧澤

弘隆（一般財団法人 柏戸記念財団 ポートスクエア柏戸クリニック 顧問）

社会的処方としての総合型地域スポーツクラブによるフレイル予防
―新潟県魚沼市における 20 年間の取り組み―
上村

伯人（上村医院 院長）

高齢者のフレイル・低栄養予防に対する実践―神奈川県大和市の活動について―

長谷川未帆子（大和市役所 健康福祉部健康づくり推進課 地域栄養ケア推進係）

フレイル対策
山田

実（筑波大学人間系障害科学 教授）

体力測定からわかる将来の疾病発症予測 - フレイル予防へのヒント
加藤

公則（新潟大学大学院 生活習慣病予防・健診医学講座 特任教授 ／
一般社団法人新潟県労働衛生医学協会 理事）

女性のための人間ドック

第 3 会場（2F 201）
■ 特別企画３

11：10 ～ 12：40

事務職・営業職のグループワーク（共催：日本人間ドック健診協会）
「With/After コロナの施設運営」
日

程：9 月 2 日（金）

時

間：11 時 10 分～ 12 時 40 分

定

員：60 名

※現地参加限定です。

参加者：営業・渉外・事務（受付・アテンダント等） ※結果 / データ出力関係は除く
資

格：年齢 40 歳未満の健診施設に所属の若手職員の方

申

込：日本人間ドック健診協会のホームペ―ジより事前申し込み
https://ws.formzu.net/fgen/S63524/

■ シンポジウム 1

14：10 ～ 16：10

「発がんリスクを考慮した人間ドックにおけるがん検診」
座長：井上
中尾

和彦（淳風会健康管理センター センター長）

治彦（佐世保中央病院 健診センター長）

演者：発がんリスクを考慮した人間ドックにおけるがん検診―ハイリスク者への肺がん検診―
西井

研治（岡山県健康づくり財団附属病院 院長）

H. pylori 感染状態から見た胃がんリスク
鎌田

智有（川崎医科大学総合医療センター 健康管理学 センター長）

腹部超音波検診判定マニュアル 2021 を活用した人間ドックにおけるがん検診
小川

眞広（日本大学病院 消化器病センター 超音波検査室 室長）

発がんリスクに応じた前立腺がんオーダーメイド検診
伊藤

一人（医療法人社団美心会黒沢病院 院長 兼 予防医学研究所 所長）

ヒトパピローマウイルス（HPV）による子宮頸がんの発生過程とそれに基づくがん検診の
ポイント
川名

敬（日本大学医学部附属板橋病院 産科・婦人科 主任教授）

■ 委員会企画 1

16：20 ～ 17：50

健診の有用性に関する研究・論文活性化委員会
「学術委託研究と人材発掘新プロジェクト報告」
座長：福井
森山

敏樹（オリーブ高松メディカルクリニック 院長）
優（医療法人大宮シティクリニック 副所長）
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第 4 会場（3F 301）
■ ワークショップ 1

11：10 ～ 12：40

「これからの女性スポーツ医学を考える」

座長：能瀬さやか（東京大学医学部附属病院 小児・周産・女性科診療部門 助教）
木口

一成（医療法人社団こうかん会 日本鋼管病院 ドック・健診センター）

演者：「スポーツ内科」と「スポーツ貧血」～まずは存在を知ることから～
田中

祐貴（ゆうき内科・スポーツ内科 院長）

女性のライフステージと食生活における「やせ」の問題
小清水孝子（大妻女子大学 家政学部食物学科 教授）
スポーツによる骨量への影響～骨粗鬆症の予防に向けて～
能瀬さやか（東京大学医学部附属病院 小児・周産・女性科診療部門 助教）
スポーツ活動が女性の健康に及ぼす影響について
中村真理子（国立スポーツ科学センター スポーツ科学部 研究員）

■ ワークショップ 3

14：10 ～ 15：40

「これだけは知っておきたい検診に必要な乳癌の診断・治療」
座長：土屋
武井

眞一（飯田病院 副院長）

寛幸（日本医科大学付属病院 乳腺外科学講座 教授）

演者：検診におけるマンモグラフィ
村上

隆介（日本医科大学健診医療センター 所長）

乳がん検診のエビデンスに基づいた最適な方法
武井

寛幸（日本医科大学付属病院 乳腺外科学講座）

これだけは押さえておきたい乳がん検診～超音波の役割～
坂井

威彦（がん研究会有明病院 乳腺センター 副部長）

■ 要望講演 4

15：50 ～ 16：50

「がん検診における細胞診の意義―子宮頸がん、肺がんを中心に―」
座長：佐藤

之俊（北里大学医学部呼吸器外科学 主任教授）

演者：中山

富雄（国立がん研究センターがん対策研究所 検診研究部 部長）

■ 要望講演 5

16：50 ～ 17：50

「子宮頸がん検診における HPV 検査導入に際して」
座長：小田

瑞恵（こころとからだの元氣プラザ 婦人科診療部長）

演者：青木

大輔（慶應義塾大学医学部 産婦人科学教室 教授）

女性のための人間ドック

第 5 会場（3F 302）
■ ワークショップ 2

11：10 ～ 12：40

「精検受診率の向上と精検結果の正しい把握をめざして」
座長：井上
福井

和彦（淳風会健康管理センター センター長）

敏樹（オリーブ高松メディカルクリニック 院長）

演者：がん検診における精検受診状況のモニタリングの重要性と課題について
加藤

勝章（宮城県対がん協会がん検診センター 会長）

高血圧、糖尿病精検受診率の向上のためには
藤川

るみ（グランドタワーメディカルコート 副所長・外来診療部長）

総合労働衛生機関施設内の医療連携室の取り組み
大橋

敦子（一般財団法人淳風会 医療連携室）

プロセス指標から見えた課題～精検受診率向上と未把握率減少にむけた取り組み～
土屋易寿美（聖隷福祉事業団 保健事業部 精度管理センター 課長）

■ 要望講演 1

14：10 ～ 15：10

「脳卒中・循環器病対策基本法成立後循環器病診療はどう変わるか？」
座長：髙谷

典秀（医療法人社団同友会 理事長）

演者：小室

一成（東京大学医学部附属病院循環器内科 教授）

■ 要望講演 3

15：10 ～ 16：10

「がん検診の精度管理における基準値変更について」
座長：木口

一成（医療法人社団こうかん会 日本鋼管病院 ドック・健診センター）

演者：高橋

宏和（国立がん研究センターがん対策研究所 検診研究部 室長）

■ 教育講演 6

16：20 ～ 16：50

「乳房検診判定マニュアル発行に際して」
座長：足立

雅樹（埼玉医科大学予防医学センター 客員教授・顧問）

演者：櫻井

健一（日本歯科大学附属病院

外科学講座（乳腺内分泌外科学）教授）

■ 特別企画 6

16：50 ～ 17：50

「人間ドック診療における安全実施基準策定に向けて」
【学術大会運営委員会企画】
座長：岩男

泰（慶應義塾大学病院 予防医療センター 特任教授）

演者：人間ドックにおける安全実施基準策定にむけて
和田

高士（東京慈恵会医科大学医学部 客員教授）

人間ドック診療における安全実施基準策定に向けて：上部消化管内視鏡検査
井上

和彦（淳風会健康管理センター センター長）
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人間ドック診療における安全実施基準策定にむけて
『胃 X 線検診安全基準 第 2 版 完成までの道程』
小田

丈二（東京都がん検診センター 消化器内科部長）

呼吸機能検査
東條

尚子（東京都教職員互助会三楽病院 臨床検査科 部長／
公益財団法人日本予防医学事業中央会 技術委員会）

第 6 会場（3F 303）
■ 教育講演 1

11：10 ～ 11：40

「がん検診の精度管理の考え方」
座長：大村

峯夫（こころとからだの元氣プラザ 理事）

演者：森定

徹（杏林大学医学部産科婦人科 准教授）

■ 教育講演 2

11：40 ～ 12：10

「脂質異常症―性差の視点を踏まえて―」
座長：長尾

啓一（柏戸記念財団ポートスクエア柏戸クリニック 所長）

演者：横手幸太郎（千葉大学大学院医学研究院 内分泌代謝・血液・老年内科学 教授）

■ 教育講演 3

12：10 ～ 12：40

「女性の検査の特徴について」
座長：村上

正巳（群馬大学大学院医学系研究科臨床検査医学 教授）

演者：東條

尚子（三楽病院 臨床検査科 部長）

■ 要望講演 2

14：10 ～ 15：10

「見逃していませんか、女性の睡眠時無呼吸症候群」
座長：亀井

徹正（湘南藤沢徳洲会病院 病院総長）

演者：近藤

哲理（湘南藤沢徳洲会病院 人間ドック・健診センター長）

■ 教育講演 4

15：10 ～ 15：40

「健診（検診）における遺伝学的検査の有用性と課題―遺伝性腫瘍を中心に―」
座長：鈴木

公典（ちば県民保健予防財団 総合健診センター長）

演者：野村

文夫（ちば県民保健予防財団 学術顧問・遺伝子診療科部長）

女性のための人間ドック

■ 教育講演 5

15：50 〜 16：20

「性別不合／性同一性障害当事者と人間ドック」
座長：杉森
演者：中塚

裕樹（大東文化大学大学院 スポーツ・健康科学部 看護学科 教授）

幹也（岡山大学大学院 看護学専攻 教授／岡山大学ジェンダークリニック）

■ ワークショップ 4

16：20 〜 17：50

「コロナ禍におけるメディカルツーリズム」
座長：糸井
飯塚

隆夫（東京医科大学病院 副院長・消化器内科主任教授・診療科長）

陽子（東京大学医学部附属病院 国際検診センター長）

演者：COVID-19 流行下で当院を受診するインバウンド患者の実態と課題の検討
李

嵐（東京医科大学病院 国際診療部 副部長）

コロナ禍におけるメディカルツーリズム
申

智瓊（株式会社セントルシアヘルスケアジャパン）

メディカルツーリスムにおけるレジリエンス

佐々木ひと美（藤田医科大学国際医療センター 臨床教授）

コロナ禍におけるメディカルツーリズムの将来について
黄

菊坤（Neusoft 医療 日本業務発展総監）

西沢

光明（札幌東徳洲会病院 国際医療支援室 課長）

外国人を対象とした人間ドックの在り方：コロナ禍とその後を見据えた一考察

ポスター発表会場（2F コンベンションホール A）
■ 委員会企画 5

健診施設機能評価・支援事業委員会
「受けてよかった機能評価」

● 2021 年度認定施設による発表：9 月 2 日（金） 15：30 〜 17：30

座長：石坂
新

村田

裕子（三井記念病院 総合健診センター センター長）

智文（JA 北海道厚生連帯広厚生病院 副院長）
雅彦（秋田赤十字病院 健診部）

＜新規賞＞

・医療法人社団筑波記念会 筑波記念病院つくばトータルヘルスプラザ
・医療法人 親愛 天神クリニック ヘルスケアセンター ディア天神
・社会医療法人社団さつき会 袖ヶ浦さつき台病院 健診センター

＜優秀賞＞

・三重県厚生農業協同組合連合会 鈴鹿中央総合病院 健診センターオリーブ
・一般財団法人 京都工場保健会 総合健診センター

・地方独立行政法人 長野県立病院機構 長野県立信州医療センター
●機能評価受審相談デスク

事前予約制（学会ホームページより

https://www.ningen-dock.jp/kinouhyoukakikaku）
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2 日目（9 月 3 日（土））
第 1 会場（2F コンベンションホール B）
■ 特別講演 4

8：30 ～ 9：30

「子宮頸がん予防 ～日本の課題～」
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：宮城

悦子（横浜市立大学附属病院産婦人科 部長）

■ 特別講演 5

9：40 ～ 10：40

「ウィズコロナ時代のデータ医学」
座長：荒瀬

康司（日本人間ドック学会 理事長／
虎の門病院 健康管理センター・画像センター 顧問）

演者：永井

良三（自治医科大学 学長）

■ 閉会式

11：30 ～ 12：00

プレナリーセッション最優秀口演・ポスター（学術大会賞）表彰式
■ 認定医・専門医研修会

13：30 ～ 16：45

女性のための人間ドック

第 2 会場（2F 国際会議室）
■ 第 5 回遺伝学的検査アドバイザー研修会

8：30 〜 10：00

■ 特別企画 7

10：00 〜 11：30

「標準化された健診データによる医療 AI の開発」
座長：和田
吉田

高士（東京慈恵会医科大学医学部 客員教授）

澄人（日本医師会総合政策研究機構 研究部統括部長補佐）

演者：標準化された健診データによる医療 AI の開発
吉田

澄人（日本医師会総合政策研究機構 研究部統括部長補佐）

和田

高士（東京慈恵会医科大学医学部 客員教授）

中村

祐輔（国立研究開発機構 医療基盤・健康・栄養研究所 理事長）

鳥羽

研二（東京都健康長寿医療センター

健診データにおける医療 AI の開発

内閣府「AI ホスピタル」プロジェクト

フレイルの危険因子の早期発見とプレフレイル予防：DX に向けた課題
標準化された健診データによる医療 AI の開発
石見

理事長）

期待と展望

拓（京都大学大学院医学研究科・医学部予防医療学 教授）

第 3 会場（2F 201）
■ シンポジウム 3

8：30 〜 10：30

「生活習慣病の性差と予防」
座長：天野
小西

惠子（静風荘病院 女性内科・女性外来）

明美（千葉西総合病院 健康管理センター長）

演者：性差医療の現況と、生活習慣病予防に向けての展望
天野

惠子（静風荘病院 女性内科・女性外来）

河野

宏明（熊本大学大学院 生命科学研究部 健康科学講座 教授）

井川

房夫（島根県立中央病院 脳神経外科 部長）

女性の心臓疾患の特徴

脳神経疾患の性差と予防

日常診療における性差を考慮した「生活習慣病」への対応

佐久間一郎（カレスサッポロ北光記念クリニック 所長）

■ 要望講演 8

10：30 〜 11：30

「女性に健康をもたらす登山」
座長：吉田
演者：井出

泰行（栗山中央病院 耳鼻咽喉科）

里香（東京都立大塚病院 耳鼻咽喉科・睡眠呼吸障害センター 医長）
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■ 委員会企画 3

13：30 ～ 15：30

健診保健師・看護師の育成に関する委員会
「やっぱり楽しい健診看護 2022 ～健診看護ラダーを作ろう！！～」
座

長：新

智文（JA 北海道厚生連帯広厚生病院 副院長）

日

程：9 月 3 日（土）

時

間：13 時 30 分～ 15 時 30 分

定

員：75 名（5 名 1 島） ※現地参加限定です。

参加者：健診業務での実務担当者
内

容：講演とグループワーク

申

込：事前申し込み
https://ws.formzu.net/fgen/S37214841/

第 4 会場（3F 301）
■ ワークショップ 5

8：30 ～ 10：00

「膵臓がん確定診断における新たな取り組み」
座長：佐々木

寛（医療法人徳洲会千葉徳洲会病院 婦人科部長／東京慈恵会医科大学 客員教授）

宇津木久仁子（がん研有明病院 健診センター 検診部部長）
演者：線虫がん検査 N-NOSE の発明と実用化～すい臓がん特定検査の開発～
廣津

崇亮（株式会社 HIROTSU バイオサイエンス 代表取締役社長／
クイーンズランド工科大学）

ハイリスク受診者に対する MRI/MRCP 検査を用いた膵がん検診の試み
内田

靖子（公益財団法人がん研究会有明病院 健診センター 副部長）

■ 要望講演 9

10：30 ～ 11：30

「第 4 期特定健診・特定保健指導に向けた今後の展望について」
座長：杉森

裕樹（大東文化大学大学院 スポーツ・健康科学部 看護学科 教授）

演者：田邉

和孝（厚生労働省健康局健康課 女性の健康推進室 室長）

■ 委員会企画 4

13：30 ～ 14：30

健診情報管理指導士育成事業委員会
「みんなの保健指導 淳風会健康管理センター」
座長：武藤

繁貴（社会福祉法人聖隷福祉事業団保健事業部 聖隷健康診断センター 所長）

演者：総合労働衛生機関としての役割と強みを活かした保健指導サービスへの取り組み
遠藤

恵子（一般財団法人淳風会 淳風会健康管理センター 保健指導部部長）

女性のための人間ドック

第 5 会場（3F 302）
■ 委員会企画 2

8：30 ～ 10：00

内視鏡スクリーニングのあり方検討委員会
「スクリーニングエキスパートに学ぶ：消化器がんを的確に拾い上げるために」
座長：井上

和彦（淳風会健康管理センター センター長）

演者：食道がんを見落とさない内視鏡検査
吉村

理江（人間ドックセンターウェルネス ウィメンズウェルネス天神 所長）

胃がんを見落とさない効率的、高精度な内視鏡スクリーニング検査
間部

克裕（淳風会健康管理センター倉敷 センター長）

人間ドックに求められる精度の高い大腸内視鏡検診
野崎

良一（のざき消化器 IBD クリニック 院長）

■ 要望講演 7

10：10 ～ 11：10

「COVID-19 下のがん検診の現況」
座長：金子

昌弘（東京都予防医学協会 学術顧問）

演者：山口

和也（ちば県民保健予防財団 診療科部長）

第 6 会場（3F 303）
■ 要望講演 6

9：00 ～ 10：00

「非造影乳房 MRI（DWIBS）検診の意義と今後の展開について」
座長：中島

留美（医療法人徳洲会 湘南鎌倉総合病院 予防医学センター長）

演者： 非造影乳房 MRI（DWIBS）検診の意義と今後の展開について―当施設における 425 名の検
診成績から―
大塚亜沙未（医療法人徳洲会 湘南鎌倉総合病院 予防医学センター）
MRI に よ る が ん ス ク リ ー ニ ン グ 検 査 ― リ ス ク 検 査 の 2 次 ス ク リ ー ニ ン グ と し て の 全 身
DWIBS の現況と痛くない乳がん検診の実践―
高原

太郎（東海大学工学部医用生体工学科 教授／株式会社ドゥイブス・サーチ）

■ 教育講演 7

10：10 ～ 10：40

「スポーツ障害のメディカルチェック」
座長：稲次
演者：大内

潤子（リソルの森メディカルトレーニングセンター）
洋（亀田メディカルセンター スポーツ医学科）
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■ 教育講演 9

10：40 ～ 11：10

「一日も早いわが国からの胃がん撲滅をめざして」
座長：芳野

純治（大名古屋ビルセントラルクリニック 院長）

演者：井上

和彦（淳風会健康管理センター センター長）

第 7 会場（3F 304）
■ 教育講演 8

10：10 ～ 10：40

「女性に多い肝臓病」
座長：新

智文（JA 北海道厚生連帯広厚生病院 副院長）

演者：銭谷

幹男（赤坂山王メディカルセンター 院長／国際医療福祉大学 臨床医学研究センター）

■ 教育講演 10

10：40 ～ 11：10

「リスク層別化乳がん検診」
座長：明石

定子（東京女子医科大学 乳腺外科 教授）

演者：植松

孝悦（静岡県立静岡がんセンター 乳腺画像診断科 部長）

女性のための人間ドック

共催セミナー

1 日目（9 月 2 日（金））

■ランチョンセミナー 1

9 月 2 日（金）13:00 〜 14:00 第 1 会場（２F コンベンションホール B）

女性のための人間ドック健診〜最新トレンドと新たな世界〜

座長：対馬ルリ子（医療法人社団 ウィミンズ・ウェルネス 対馬ルリ子 女性ライフクリニック
銀座・新宿伊勢丹 理事長）

演者：乳がん検診の New Normal へようこそ
Are you ready? 〜
植松

〜 マンモグラフィからトモシンセシスへ：

孝悦（静岡がんセンター 乳腺画像診断科 兼 生理検査科 部長）

女性の QOL 向上を目指した子宮頸がん検診

―腟内フローラから考える子宮頸がんリスク低減の新たな潮流―
吉形

玲美（医療法人社団ミッドタウンクリニック／

医療法人社団進興会特別顧問 浜松町ハマサイトクリニック 婦人科）
共催：ホロジックジャパン株式会社

■ランチョンセミナー２

9 月 2 日（金）13:00 〜 14:00 第 2 会場（２F 国際会議室）

がん見逃し「ゼロ」の胃内視鏡検査を目指して
座長：鎌田

智有（川崎医科大学 健康管理学 教授）

演者：細径スコープから拡大スコープの観察法−前処置の重要性−
河合

隆（東京医科大学 消化器内視鏡学分野 主任教授）

世界に挑戦する日本の内視鏡 AI
多田

智裕（株式会社 AI メディカルサービス代表取締役 CEO ／
ただともひろ胃腸科肛門科 理事長）

共催：科研製薬株式会社／株式会社 AI メディカルサービス

■ランチョンセミナー３

9 月 2 日（金）13:00 〜 14:00 第 4 会場（ ３F 301）

お手軽視野検査で目の異常を早く見つけよう ―豊かな生涯 QOL 維持のために―
座長：中野

匡（東京慈恵会医科大学 眼科学講座 主任教授）

演者：人間ドックにおける眼健診の必要性
西島

義道（東京慈恵会医科大学）

奥出

祥代（東京慈恵会医科大学）

最新機器アイモ scan による眼健診

共催：株式会社クリュートメディカルシステムズ
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■ランチョンセミナー４
座長：依田

9 月 2 日（金）13:00 〜 14:00 第 5 会場（３F 302）

芳起（山梨県厚生連健康管理センター 所長）

演者：山梨方式による CKD 医療連携〜健診・人間ドック受診者への動画紹介の試みなど〜
原口

和貴（原口内科・腎クリニック 院長）

内村

幸平（山梨大学医学部附属病院 腎臓内科科長、血液浄化療法部副部長）

多発性嚢胞腎 (ADPKD) に対する早期治療介入に向けて

共催：大 製薬株式会社

■ランチョンセミナー５

9 月 2 日（金）13:00 〜 14:00 第 6 会場（３F 303）

医療機関様の DX 実現に向けた最新の取組事例
座長：有岡

昌輝（ウェルネス・コミュニケーションズ株式会社 執行役員 COO）

演者：医療機関様における健康管理クラウドの新たな活用について
中澤

大輔（ウェルネス・コミュニケーションズ株式会社 執行役員 CMO）

伊藤

英二（伊藤忠テクノソリューションズ株式会社 IT サービス事業グループ

医療機関様へお伝えしたいセキュリティ対策／事例と共に

マネージドサービス企画・推進事業部 サイバーセキュリティサービス部
エグゼクティブエンジニア）

共催：ウェルネス・コミュニケーションズ株式会社

■ランチョンセミナー６

9 月 2 日（金）13:00 〜 14:00 第 7 会場（3F 304）

健診や人間ドックにおける sdLDL-C 検査の進め方
座長：村上
演者：藍

正巳（国立大学法人群馬大学大学院 医学研究科 臨床検査医学 教授）

真澄（東京医科歯科大学大学院 医歯学総合研究科 保険医療管理学分野 教授）

共催：デンカ株式会社

■ランチョンセミナー７

9 月 2 日（金）13:00 〜 14:00 第 8 会場（１F 102）

未来型ヘルスケアサービス (DX) による新 well-being の実現と健診センターの
業務効率化（ハイブリッド DX）事例
演者：未来型ヘルスケアサービス (DX) による新 well-being 社会システムの実現

−健康 BD と包括的リアルワールドデータ (RWD) の融合による健康未来戦略の姿−
村下

公一（弘前大学大学院医学研究科附属健康未来イノベーションセンター 副センター長・
教授）

健診センターの発送業務のワークフロー効率化（ハイブリッド DX）の事例
國井

重男（杜の都産業保健会 業務推進役（元システム本部長））

共催：ピツニーボウズジャパン株式会社

女性のための人間ドック

■ランチョンセミナー８

9 月 2 日（金）13:00 〜 14:00 第 9 会場（１F 103）

健診領域における胸部画像診断 AI の使用経験とレポートシステムから
健診システムへの連携考察
座長：吉本

演者：健診

松浦

貴宜（医療法人社団 同友会 副理事長／春日クリニック 人間ドック・健診センター長 ）
領域における CXR-AID の使用経験

隆志（公益財団法人 ふくおか公衆衛生推進機構 健康事業局長／
福岡国際総合健診センター長）

健診統合レポートの運用について
石本

裕二（ふくおか公衆衛生推進機構 健康事業局 施設健診部 部長）

共催：富士フイルムメディカル株式会社

■ランチョンセミナー９

9 月 2 日（金）13:00 〜 14:00 第 10 会場（１F 104）

MRIとAIが実現する予防医療への取り組み
座長：中島

留美（医療法人徳洲会 湘南鎌倉総合病院 予防医学センター長）

演者：十勝医療圏における第二次予防医療の展開 ー Ingenia Prodiva 1.5T を中心に据えた SMILE
ドックー
大元

誠（社会医療法人北斗 法人本部事業推進部副部長）

認知症予防と生活習慣の改善―人工知能による海馬体積評価の重要性―

大塚美惠子（国際医療福祉大学病院 予防医学センター／脳神経内科 病院教授）

共催：株式会社 CogSmart ／株式会社フィリップス・ジャパン

■ランチョンセミナー 10

9 月 2 日（金）13:00 〜 14:00 第 11 会場（１F 105）

職域における子宮頸がん検診
座長：小西

宏（公益財団法人日本対がん協会 がん検診研究プロジェクトディレクター）

演者：職域における子宮頸がん検診の現状とこれから

長谷川暢子（一般財団法人京都工場保健会 総合健診センター 婦人科健診部長／
総合医学研究所 女性医学研究センター長）

共催：ロシュ・ダイアグノスティックス株式会社

■アフタヌーンセミナー

9 月 2 日（金）14:40 〜 15:20 第 9 会場（１F 103）

健診における印刷・配送をアウトソーシングするための方法
〜院内ルールの作成と仕様書〜

司会：桑山友加里（タック株式会社 ヘルスケア営業グループ健診営業チーム）

演者：堀場知嘉子（社会医療法人大雄会 大雄会ルーセントクリニック 事務長）
山田

隆弘（社会医療法人大雄会 大雄会ルーセントクリニック 係長）

共催：タック株式会社／カワセコンピュータサプライ株式会社

The 63rd Annual Scientific Meeting of Japan Society of Ningen Dock

2 日目（9 月 3 日（土））
■ランチョンセミナー 11

9 月 3 日（土）11:50 ～ 12:50 第 3 会場（２F 201）

日本初 少量の血液から 250 項目を測定 生活習慣病（心血管疾患、２型糖尿病）
リスクを見える化する血液検査
座長：島田

和幸（地方独立行政法人 新小山市民病院 理事長・病院長）

演者：少量の血液から 250 項目を測定 －生活習慣病（心血管疾患・2 型糖尿病）リスクを見える
化する血液検査
山川

康隆（株式会社ウェルタス 代表取締役）

生活習慣病の潜在リスクのスコア化の活用～監修医の立場から～
中野

真宏（地方独立行政法人 新小山市民病院 予防医学センター センター長）
共催：株式会社ウェルタス

■ランチョンセミナー 12

9 月 3 日（土）11:50 ～ 12:50 第 4 会場（３F 301）

日本人を対象とした腸内フローラパネルの開発とその応用
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ー 院長）

演者：腸内細菌叢研究における人工知能（機械学習）の利用
井上

亮（摂南大学 農学部応用生物科学科 動物機能科学研究室 教授）

見えてきた日本人腸内細菌叢プロファイルとその活用方法
髙木

智久（京都府立医科大学 医療フロンティア展開学 消化器内科 准教授）
共催：株式会社プリメディカ

■ランチョンセミナー 13

9 月 3 日（土）11:50 ～ 12:50 第 5 会場（３F 302）

栄養の観点からみた認知症：血漿中アミノ酸測定の有用性を含めた最近の知見
座長：山門

實（日本橋室町三井タワー ミッドタウンクリニック 常任顧問／
三井記念病院総合健診センター 特任顧問）

演者：池内

健（新潟大学脳研究所生命科学リソース研究センター 教授）
共催：味の素株式会社

■ランチョンセミナー 14

9 月 3 日（土）11:50 ～ 12:50 第 6 会場（３F 303）

遺伝学的検査から生活習慣改善への取り組み
座長：村松

正明（順天堂大学 難病の診断と治療研究センター 客員教授）

演者：ポリジェニックスコアを用いた多因子疾患の予測
村松

正明（順天堂大学 難病の診断と治療研究センター 客員教授）

がんリスク予測後のがん予防に係る生活習慣
武藤

倫弘（京都府立医科大学 分子標的予防医学／保健・予防医学教室 教授）

生活習慣改善への行動変容を目指すアプリ（POSRI）の紹介
蟹江

徹（特定非営利活動法人こどもたちのこどもたちのこどもたちのために 副理事長）
共催：特定非営利活動法人こどもたちのこどもたちのこどもたちのために

女性のための人間ドック

■ランチョンセミナー 15

9 月 3 日（土）11:50 〜 12:50 第 7 会場（3F 304）

日本で新規開発された血中糖鎖マーカーの健診での応用の可能性
座長：溝上

雅史（国立研究開発法人 国立国際医療研究センター研究所 ゲノム医科学プロジェクト
プロジェクト長）

演者：肝線維化マーカー M2BPGi の臨床応用とスクリーニング検査としての可能性
山﨑

一美（独立行政法人国立病院機構 長崎医療センター 臨床研究センター 臨床疫学研
究室長）

共催：シスメックス株式会社

■ランチョンセミナー 16

9 月 3 日（土）11:50 〜 12:50 第 8 会場（１F 102）

改めて問う、人間ドックにおける BNP 検査の意義
座長：三浦

克之（国立大学法人 滋賀医科大学 NCD 疫学研究センター センター長・教授）

演者：心不全ステージ分類を人生の時間軸で考えると見えてくるBNP検査の意義
岸

拓弥（国際医療福祉大学大学院医学研究科 循環器内科学 教授）

BNP 検査標準化の重要性と健診での活かし方
桝田

出（国立病院機構京都医療センター 臨床研究センター内分泌代謝高血圧研究部
客員研究員）

共催：塩野義製薬株式会社／東ソー株式会社／株式会社ＬＳＩメディエンス／

アボットジャパン合同会社／シーメンスヘルスケア・ダイアグノスティクス株式会社／
積水メディカル株式会社／富士レビオ株式会社

■ランチョンセミナー 17

9 月 3 日（土）11:50 〜 12:50 第 9 会場（１F 103）

もっと知ろう！3 次元眼底検査 “OCT“ 眼科健診の意義」
座長：野村

幸史（医療法人財団 慈生会 野村病院 理事長）

演者：眼科健診の意義〜眼の健康が重要な理由と眼科健診の課題〜
中野

匡（東京慈恵会医科大学 眼科学 主任教授）

寺内

稜（東京慈恵会医科大学 眼科学 助教）

眼科健診の意義〜 OCT 検査 なぜ健診に必要 ?〜

共催：株式会社トプコンメディカルジャパン

■ランチョンセミナー 18

9 月 3 日（土）11:50 〜 12:50 第 10 会場（１F 104）

睡眠トラブルは万病のもと〜人間ドックにおける在宅睡眠脳波検査〜
座長：田口

淳一（東京ミッドタウンクリニック 院長）

演者：人はなぜ眠るのか ? 〜 睡眠は健康の根幹である〜
柳沢

正史（筑波大学国際統合睡眠医科学研究機構 (WPI-IIIS) 機構長／
株式会社 S'UIMIN 取締役会長 CSO）

人間ドックにおける睡眠検査の実際〜つくば予防医学研究センター睡眠ドック〜
鈴木

英雄（筑波大学附属病院 つくば予防医学研究センター 部長）

共催：株式会社 SʼUIMIN

