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　特定健診・特定保健指導の普及に向けて、健康保険組合連合
会や保険者の協力のもと、本学会も啓発活動を行っています。
　厚生労働省の「保険者による健診・保健指導等に関する検討
会」に委員として参加するだけでなく、厚生労働省からの最新
の情報を会員に提供しています。また、先般、データヘルス計
画が厚生労働省から発表され、今後保険者機能が充実する中で、
会員施設とともに国民の健康増進に取り組むことを計画してい
ます。さらに、本学会では、会員施設への専門学会のガイドラ
インの普及や、糖尿病対策推進会議や関係団体との協賛による
研修会を通じて、会員施設の質の向上に努めています。

　International Health Evaluation and Promotion 
(IHEPA)は、在来の方法並びにコンピューターを使用しての検
査と健診の技術を向上させ、機器とデータ処理システムを改善
することで、健康管理に関しての技術向上を世界的な規模にお
いて育成することを目的としています。平成18年（2006年）

から日野原重明先生がPresidentの職責にありましたが、昨年
President Emeritusに就任され、久代登志男先生がPresident
を引き継ぎました。Vice presidentは、元テネシー大学学長の
Ronald Blankenbaker先 生 と ハ ワ イ のPacific Health 
Research and Education Institute, Acting Executive 
DirectorのVicki L. Shambaugh先生がつとめております。
　現在欧米では、健診の有用性を示す大規模前向き試験の知見
が乏しいこともあり、健診は広く普及していません。そこで、
どのような健診が健康増進に役立つのかを世界に発信すること
を目的として、日本人間ドック学会の国際部門である国際人間
ドック会議と協調することを検討しております。
　IHEPAの学術大会は、概ね隔年に開催されています。平成
26年（2014年）10月に、第25回大会が台北市で台湾大会の
Yen-Yau Hsieh教授が大会長となり開催されました。次回大
会は、日本総合健診医学会の第44回学術大会と合同で平成28
年（2016年）1月29日、30日に東京で開催されます。次回
IHEPA2016東京大会のテーマは、“From health evaluation 
to health promotion” です。IHEPAが健診の発展と健診に携
わる国内外の方々との交流に貢献でき、受診者の皆様に還元で
きればと存じます。

　健康評価施設査定機構（井形昭弘理事長、以下機構）は、健
診施設及びスポーツセンター施設等に対して、国際基準に準拠
した公正、中立の立場から評価活動を行っている法人です。日
本総合健診医学会では、会員施設における健康診断の質を担保
するために、第三者評価機関としての役割をお願いしており、
本学会が優良施設として認定する際に、施設が機構の会員であ
ることを必要条件としています。また、本学会の学術大会では、
認証のあり方や関連行政の動向などについて機構の役員による
講演を行い、本学会会員施設の質の向上に向けて協調を図ると
ともに、機構が発行する広報誌『すこやか』を通じて、健診だ
けでなく予防医学全般に関しての情報を提供しています。

　本学会では禁煙に対して、総合的な対策を行うことを宣言します。

1.  総合健診施設は、全面禁煙を目指し
ます。

2.  総合健診では、禁煙による健康障害
を早期に発見するように努めます。

3.  喫煙者に対しては、禁煙指導を総合
的に支援します。

4.  喫煙による健康障害が発見された場
合には、適切な事後指導を提供します。

5.  禁煙を希望される方には、適切な支援
をします。

「禁煙宣言」基本方針
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役職名

福武　勝幸

吉田　勝美

萎沢　利行

西﨑　泰弘

日野原重明

久代登志男

稲田　　紘

田内　一民

大橋　秀一

小川　哲平

天野　隆弘

山上　孝司

加藤　秀平

林 　 　 務

増田　勝紀

吉川　博通

江　　良晴

ライフ・プランニング・クリニック 所長
日本大学 客員教授

氏　名 所　属

東京医科大学 副学長補、臨床検査医学分野 主任教授

産業医科大学 産業衛生教授

医療法人藤和会 藤間病院 理事長

東海大学 東京病院健診センター長、副院長、教授

学校法人 聖路加国際大学 名誉理事長・名誉学長

順天堂大学医学部付属静岡病院 臨床検査科 特任教授

健康保険組合連合会大阪中央病院 院長

医療法人社団徳寿会 相模原中央病院 顧問

一般財団法人北陸予防医学協会 施設長

医療法人順秀会 東山内科・東山健康管理センター 理事長

聖路加国際病院附属クリニック センター長

住友病院健康管理センター 顧問

一般財団法人松翁会診療所 大手町健診プラザ 特別顧問医

兵庫県立大学大学院応用情報科学研究科
ヘルスケア情報科学コース 特任教授

国際医療福祉大学 副学長、大学院長
山王メディカルセンター 名誉院長

独立行政法人労働者健康福祉機構 関東労災病院
臨床検査科・輸血部 部長

一般社団法人 日本総合健診医学会
平成27－28年度 理事・監事

　本学会では、質の高い健康診断を提供するために、昭和49年
（1974年）より「優良総合健診施設」を認定しております。認
定にあたっては以下に記した条件をはじめとする「優良総合健
診施設認定基準」を充たす必要があります。そして、認定前には、
実際に施設を訪問して実地審査を行い、優良総合健診施設とし
ての水準に達し、質の高い健診が行われていることを確認して
おります。

　本認定を受けた施設は、総合健診以外の健康診断も含めて質
を保つよう努力しておりますし、優良総合健診施設認定委員会
としても、健康寿命の延伸とよりよい総合健診をめざして援助
しております。
健康保険組合連合会では、傘下の健康保険組合の構成員の方に
安心して健康診断を受けていただける施設として、本学会の優
良総合健診施設の認定を受けた施設を指定しており、学会とし
てもそれに応えるべく努力を続けてまいります。

1. 多項目に亘る検査項目を同時に自動測定する検査シス
テムと、コンピューターシステムを一体化したものを
有していること。

2. 健診専用のフロアーを有し、健診受診者と一般診療受
診者の動線が交錯しないなど、 院内感染を防ぐために
配慮された施設であること。

3. 健診受診者全員に対して当日面接を行い、健診結果の
説明と生活指導を行うこと。

国際健診学会との協調

健康評価施設査定機構との関係

禁煙宣言

特定健診・特定保健指導について

優良総合健診施設について

発行日 ： 平成27（2015）年7月10日



■日野原重明賞

　一般社団法人日本総合健診医学会は、国民の疾病予防、健康
維持、増進を通じて、国民の健康の保持と増進に貢献すること
を使命とする学術団体です。信頼性の高い総合健診をはじめと
する各種の健康診査、健康評価法を開発し、その普及を図ると
ともに健康予測の研究などを行い健康に係るエビデンスを集積
して、健康教育に有効に活用することでその使命を果たすこと
を目的としています。
　私は2015年2月に理事長の職を拝命しましたが、1973年に
設立された当学会が高度に管理された総合健診の確立に邁進し
てきた軌跡は貴重であり、日野原重明前理事長の職務を引き継
ぐ重責を強く感じています。私は自らの業務の一部に健診医と
しての職を得た1986年以来、実務として健診を学び、健診の
あり方や重要性について考えてきました。また、最近では臨床
検査専門医と血液専門医として精度管理委員会を担当させてい
ただきましたので、これらの経験を活かして当学会の更なる発
展へ向けて活動してまいります。
　当学会は特徴である健診の受託に関する実務に加え、健診の
質の向上のための専門医制度、精度管理事業や施設認定事業の
充実と疾病予防・健康維持・増進のためのエビデンス確立など
の学術活動を主軸にし、関係行政機関、健診関連団体や受診者
団体はもとより各専門分野の学会とも連携して総合健診の一層
の発展を目指してまいりますので、関係各位のご理解とご協力
をお願い申し上げます。

　本法人は、国民の疾病予防、健康維持、増進を通じて、一人
ひとりにとっての生活の満足度を充足した健康寿命の延伸を図
り、総合健診をはじめとする各種の健康診査、健康評価の方法、
および健康予測の研究を行い、これらを健康教育に有効に活用
して、国民の健康保持と増進に貢献することを使命とするもの
が相互に情報交換を行い、かつ交流を深めることを支援するこ
とを目的としています。

　日本総合健診医学会では、学術大会や研修会・講習会
の開催、学会誌の発行、定期的精度管理調査の実施、優
良総合健診施設の認定、関連学会・学術団体への協力、
健診施設の実態調査、国際健診学会への参加・協力など、
総合健診に関する様々な活動を行っています。

　本学会では昭和49年（1974年）より40年以上にわたって、
学 会 誌『総 合 健 診（英 文 誌 名：Health Evaluation and 
Promotion）』を刊行しています。経験豊富な各分野の専門スタッ
フからなる編集委員会を組織し、予防医学
を代表する学術誌として質の高い魅力のあ
る誌面作りに努めています。原著や総説だ
けでなく、健康診断に役立つ連載企画や学
術大会で行なわれたシンポジウム、各種講
演会、研修会の報告なども掲載しています。
　年間の発行計画は以下のとおりです。

　本学会会員でない方も、独立行政法人科学技術振興機構 (JST) 
の「科学技術情報発信・流通総合システム」(J-STAGE) より、
無料で『総合健診』誌の論文をご覧になることができます。ぜ
ひご活用くください。

　本学会では、学術大会を年1回開催しています。

　本学会では、昭和48年（1973年）の創立当時より精度管理委
員会を設置して、会員施設に対して独自の外部精度管理調査を続
けております。当学会の精度管理調査は、社会に信頼される総合
健診を実現するために、健診成績の信頼性の検証と保証、精度管
理の啓発・向上心の育成を目的として年4回実施しており、平成
27年（2015年）度の第43年次調査では369施設が参加しました。
　平成20年（2008年）からは、心電図と胸部レントゲン写真
の調査も年一回実施しています。心電図と胸部レントゲン写真
の調査は、実際の健診受診者の標本から判定を求める形式で行
われ、毎年レベルの向上が認められており、ほとんどの施設が
良好な成績を示すようになっています。また、毎年一回、会員
施設を対象とした精度管理研修会を開いて、精度管理の向上に
役立てています。いまだ本学会が実施している精度管理事業に
は、改善が必要な部分もありますが、年3回実施している検体検
査（30項目）と併せて他に類を見ない事業であると自負してお
ります。学会として、会員施設における総合健診の信頼と向上
に役立てるよう、今後も努力してまいります。

　日野原重明賞（健康予防科学賞）は我が国の予防医学の発展に貢
献された方を顕彰する制度です。優秀論文賞は、本学会の学術誌
に掲載された原著論文の中から、優れた英文および和文論文を顕
彰する制度です。若手奨励賞は、今後本学会の中核を担う若手会
員を育成するために設立されました。

ご　挨　拶

一般社団法人日本総合健診医学会　
理事長

福武　勝幸

本学会の目的

●会員数　平成27年（2015年）5月末時点

平成27年
（2015年）
5月末

個人会員
正会員 一般会員 優良総合健診施設 その他

1828 343 280 127 16 4 2598

施設会員 事業維持
会員

購読
会員

会員数
総合計

第9回

第10回

第11回

第12回

第13回

第14回

第15回

第16回

菅沼源二先生

田中平三先生

中村丁次先生

椎名正樹先生

井形昭弘先生

田村政紀先生

小山和作先生

岩﨑　榮先生

平成20年（2008年）

平成21年（2009年）

平成22年（2010年）

平成23年（2011年）

平成24年（2012年）

平成25年（2013年）

平成26年（2014年）

平成27年（2015年）

■優秀論文賞（過去3年）

第26回

第27回

第28回

平成25年
（2013年）

平成26年
（2014年）

平成27年
（2015年）

受賞回数 年　度 氏　名 所　属
関東労災病院

東海大学医学部付属東京病院

三井物産株式会社 人事総務部健康管理室

東京慈恵会医科大学附属病院新橋健診センター

結核予防会第一健康相談所

東海大学医学部付属東京病院

林　　　務先生

海老原明典先生

堀　　三郎先生

和田　高士先生

岡山　　明先生

山田　千積先生

■若手奨励賞
受賞回数 年　度 氏　名 所　属

東海大学医学部 医学教育・情報学

東海大学医学部付属東京病院 消化器内科

医療法人社団六医会 内幸町診療所

医療法人社団進興会 進興クリニック

医療法人社団進興会

京都府立医科大学大学院医学研究科 内分泌・代謝内科学

柴田　健雄先生

茂出木成幸先生

林　　周兵先生

齊藤　優子先生

菊地恵観子先生

濱口　真英先生

施設会員・団体
（事業維持・購読会員）個人会員

第1号（12月）：学術大会予稿号
第2号（3月）：特集号（原著や総説も掲載）
第3号（5月）：一般号（シンポジウムや各種講演、
　　　　　　　　　　　　　　　　　研修会報告なども掲載）
第4号（7月）：英文誌
第5号（9月）：一般号（シンポジウムや各種講演、研修会報告なども掲載）
第6号（11月）：一般号（シンポジウムや各種講演、研修会報告なども掲載）

第1回

第2回

第3回

第4回

第5回

第6回

平成20年（2008年）

平成22年（2010年）

平成24年（2012年）

平成25年（2013年）

平成26年（2014年）

平成27年（2015年）

開催年 大会長 メインテーマ 開催地

東京

仙台

東京

富山

東京

総合健診から健康増進戦略
　　－Health promotion strategy for all－

受診者と共に創る真のQOL
　　　　　　　　 －方法としての総合健診－

健康増進の確立へ －健康教育と総合健診－

平成24年（2012年）

平成25年（2013年）

平成26年（2014年）

平成27年（2015年）

吉田　勝美

千　　哲三

天野　隆弘

山上　孝司

増田　勝紀

質の高い健診をめざして－ガイドラインと総合健診－

個々の疾病発生リスクに対応できる総合健診をめざして

平成28年（2016年）
（予定）

　本学会では、会員向け研修会を定期的に開催しています。

　本学会では、平成17年（2005年）に専門医制度を発足させ
ました。一方で日本人間ドック学会による専門医制度も平成21
年（2009年）に開始されて一般の方に判りにくくなったことも
あり、平成24年（2012年）から両学会合同で新たな専門医制
度を運営することにいたしました。同年に新しい専門医制度に
よる認定試験を行い今日まで継続しております。これに伴い平
成23年までに認定された専門医については、平成29（2017年）
年3月までを移行期間として、新しい制度に基づく専門医に移行
することにしております。詳細は本学会のホームページ
[http://jhep.jp]や 両 学 会 合 同 の 専 門 医 ホ ー ム ペ ー ジ
[http://www.senmoni.jp/]をご覧ください。
　さらに本学会では、医師会員以外の資格として、総合健診指
導士、総合健診業務管理士という制度を設けて認定をおこない、
総合健診に関わる人材の育成を心がけております。

（注）所属は受賞当時のものです。

■有資格者数の推移（専門医）

開催月 研修会名
1月
1月
5月
6月
7月
9月

第1回専門医研修会
指導士・業務管理士研修会
第2回専門医研修会
精度管理研修会
ストレスチェック研修会
優良施設認定基準研修会（予定）

■平成27年（2015年）度
開催月 研修会名
1月
1月
6月
7月
9月
9月

第1回専門医研修会
指導士・業務管理士研修会
精度管理研修会
第2回専門医研修会
優良施設認定基準研修会
学術研修会

■平成26年（2014年）度

旧制度

一般会員：
343（16%）

正会員：1828（84%） 施設会員
（優良総合健診施設）
280（65%）

事業維持会員
16（4%）

購読会員
4（1%）施設会員

（その他）
127（30%）

新制度（人数）

平成17年
（2005年）

平成18年
（2006年）

平成19年
（2007年）

平成20年
（2008年）

平成21年
（2009年）

平成22年
（2010年）

平成23年
（2011年）

平成24年
（2012年）

平成25年
（2013年）

平成26年
（2014年）

平成27年
（2015年）
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日本総合健診医学会の主な活動と最近の動向

学会誌の刊行

学術大会の開催

精度管理事業～総合健診での質の確保と向上

　本学会では、会員の学術水準の向上を支援するため、年に数
本の優れた研究を公募して助成する制度を発足しました。研究
の推進がはかれるとともに、その成果は学術大会や学術誌にお
いて発表され、会員全体の学術向上に貢献しています。

研究奨励事業

人間ドック健診専門医の認定

研　修　会

表彰制度

第1回

第2回

第3回

第4回

第5回

第6回

第7回

第8回

岩塚　徹先生

Dr.Collen(米国)

三輪史朗先生

久道　茂先生

小泉　明先生

高久史麿先生

宗丕錕先生(台湾)

開原成允先生

平成12年（2000年）

平成13年（2001年）

平成14年（2002年）

平成15年（2003年）

平成16年（2004年）

平成17年（2005年）

平成18年（2006年）

平成19年（2007年）

（注）所属は申請当時のものです。

平成24年（2012年）度

平成25年（2013年）度

氏　名 所　属 申請課題
平成23年（2011年）度

岡山　　明

西﨑　泰弘

公益財団法人結核予防会
第一健康相談所

健診結果を用いた特定保健指導実施効果の
評価システム開発に関する研究

東海大学医学部付属東京病院
いわゆる隠れ肥満者における生活習慣病リスクの検討：
高齢者における筋肉過少状態と
　　その改善が諸因子に与える影響について

須賀　万智

和田　高士

東京慈恵会医科大学
環境保健医学講座

ユーザーテストに基づく特定健診の情報提供の
ガイドラインの開発
～健診受診を行動変容につなげるために～

東京慈恵会医科大学総合健診 ・
予防医学センター

総合健診における視野検査の有用性の検証、
とくに眼圧検査との比較

法水　　淳

山上　孝司

大阪労災病院
消化器内科／肝臓内科　部長 受診者教育により病気の発症、改善は可能か？

一般財団法人北陸予防医学協会 労災二次健診受診者における
動脈硬化を減速させる要因


