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　齊藤　今回は、人間ドックの歴史と
現状ということで、理事長の奈良先生
におうかがいします。
　まず、日本の予防医学について、現
況をどのようにお考えですか。
　奈良　実は日本は予防先進国なので
す。特に、日本で生まれた人間ドック
という健康診断は、外国の方にはまだ
知られていません。いろいろヒューマ
ン・ドライ・ドックとか、ヘルスエバ
リュエーション・アンド・プロモーシ
ョンと訳しても、外国の方は何のこと
かわからない。それで、私は日本で生
まれた言葉で、柔道や津波、カラオケ
など日本で生まれて世界の人が使って
いる言葉がありますけれども、それと
同じように世界語にしようと、人間ド
ックという健康診断制度をPRしようと
思っているのです。人間ドックはまさ
に日本で生まれた健康診断です。外国
にはないのです。
　ある学者は、健診はアメリカで生ま
れたということを言いますが、アメリ
カの健診は生命保険会社や健康保険会

社が、この人から幾ら掛金を徴収した
らいいかということを決めるために企
業の立場で行われている検査で、ごく
最近まで結果は契約者に説明されてい
なかったのです。
　日本は、今から五十数年前に人間ド
ックが生まれました。初めはブルドッ
ク、ブルジョア・ドック（金持ちの健
康診断）といわれていて、社長さんと
か政治家しか受けていなかったのが、
次第に社長から重役、重役から部長、
部長から課長と、だんだん広がりまし
て、今は大衆的になって、日本の百科
事典や辞書でも人間ドックという言葉
が出ています。私はそのうち外国の辞
書や百科事典にも、「NIN GEN DOCK」
という言葉をぜひ載せていただきたい
と思って努力しているところです（表
１、２）。
　齊藤　日本の予防医療は明治にさか
のぼるということなのでしょうか。
　奈良　我が国の予防医療は３つの大
きな波があるのです。第一波が大正か
ら昭和の10年ぐらいまで。その第一波

健康診断の新たなる展望（Ⅱ）
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表１　人間ドックの基本検査項目（１日ドック）

区分 検査項目
身体計測 身長、体重、肥満度、BMI、腹囲
生理検査 血圧測定、心電図、心拍数、眼底検査、眼圧検査、

視力検査、聴力検査、呼吸機能検査
X線・超音波検査 胸部X線、＊上部消化管X線、腹部超音波
生化学検査 総蛋白、アルブミン、クレアチニン、尿酸、総コレステロール、

HDLコレステロール、LDLコレステロール、中性脂肪、総ビリルビン、
AST、ALT、γ-GTP、ALP、血糖（空腹時、HbA1C）

血液学検査 赤血球、白血球、血色素、ヘマトクリット、血小板数、
MCV、MCH、MCHC

血清学検査 CRP、血液型（ABO、Rh）、梅毒反応、HBs抗原
尿検査 蛋白、pH、尿糖、沈渣、潜血、比重
便検査 潜血
問診・診察 内科
情報提供
質問票
説明、教育、指導
オプション検査項目 ★ 乳房触診＋乳房画像診断（マンモグラフィ・超音波検査）　
 ★PSA（50歳以上の男性に）
 ★HCV抗体　★CTによる内臓脂肪面積計測　★空腹時インスリン濃度
 ＊原則としてX線検査とする、内視鏡検査に変更可

2011年　日本人間ドック学会

表２　ドックの種類

◦時間によるドック
　半日ドック、日帰りドック、外来ドック、入院ドック、１日ドック、２日ドック、
　１泊２日ドック他
◦性別によるドック
　レディースドック、メンズドック
◦臓器・部位等によるドック
　脳ドック、心臓ドック、肺がんドック、肺ドック、胃・大腸がんドック、
　消化器ドック、乳がんドック、肝臓ドック、骨ドック、がんドック、PETがんドック、
　全身ドック（CT・MRI等）、肥満ドック、循環器ドック、スモーカードック、
　歯科ドック、アンチエイジングドック（肺、骨、血管、脳等）他
◦その他のドック
　サマードック、気軽にドック、一般ドック、髪ドック他

◦人間以外のドック
　ドッグ（犬）ドック、ねこドック、鳥ドック他
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ですでに日本の予防医療は世界のトッ
プを走っていたのです。ご存じだと思
いますけれども、ワクチンを発明した
のは北里柴三郎先生です。慶應義塾大
学に医学部を創りました。それから医
学比較試験と食事療法の元祖である髙
木兼寛先生。彼は東京慈恵会医科大学
の創始者です。それから後藤新平氏、
これは医師で、しかも大政治家だった
という傑物なのです。この人は1921 
（大正10）年世界の水道水に減菌の目
的で塩素ガスを混入した破天荒なアイ
デアの持ち主でした。その塩素ガスを
後藤新平氏が入れてから、世界の乳幼
児の死亡率が激減して、10分の１以下
になりました。この３人が日本の予防
医学の第一の波で金字塔なのです。第
二の波が人間ドックの誕生、これは昭
和29年。第三の波は、皆さんご存じの
ように、メタボ・特定検診・特定保健
指導なのです。
　齊藤　人間ドックの名前の由来はど
ういうところにあるのでしょうか。
　奈良　戦前、政友会と民政党の２大
政党時代でしたが、２・26事件とか５・
15事件とか、いろいろな事件がありま
して、政治家がテロに遭ったり、殺さ
れたりするような本当に命がけの時代
だったのです。高橋是清蔵相らが殺さ
れた２・26事件の翌年の1937年に民政
党の代議士の桜内幸雄氏（これは自民
党の衆議院議長をやった桜内義雄氏の
お父さんです）と、俵孫一氏という、

大物代議士２人が、たまたま東京大学
の坂口康蔵先生の内科に検査入院した
のです。
　今でもそうなのですけれども、誰か
が病院に入院すると、思わぬ憶測が広
がることもあるので、２人の政治家は
先手を受って記者会見をすると呼びか
けたのです。そうしたら、その当時、
100人以上の記者が集まったといわれ
ています。そのときに、「われわれは
病気で入院するのではない。これから
もお国のために一生懸命働くので、そ
のために健康診断をするのだ。ちょう
ど艦船が母港に帰って、ドライ・ドッ
クに揚がって、魚雷が船底をこすって
いないか、スクリューが破損していな
いか、同時に機械・機材を点検し、整
備して、ついでに乗組員に１週間ほど
の休暇を与えようとするが、それと同
じことだ」と説明したのです。当時の
政治家や財界人が「これはたいへんわ
かりやすい言葉だ」と、それから次々
と政治家や実業家が健診目的で坂口内
科に入院しました。
　その後、政党は解散させられ、ご存
じのように戦争が始まって、日本は焦
土と化してしまったわけです。坂口教
授は、1954（昭和29）年に東京大学を
定年退職して、東京第一病院に赴任し
たのですが、そのとき、日本は奇跡的
な右肩上がりの経済復興期に入ってい
ました。政財界の人たちが「坂口先生、
またドックをやってくれよ」と言った

ので、東京第一病院で人間ドックを始
めたのです。そのとき、聖路加病院院
長の橋本寛敏氏が、日本の大病院を束
ねる日本病院会という組織の第２代会
長でした。彼は集まった院長たちに 
「われわれも人間ドックを始めよう」
と呼びかけました。しかし一部の院長
は、「病院というのは病人を治すとこ
ろであって、元気のいい人たち、政治
家や金持ちの検査をするなどとんでも
ない」と反対した人がいたのだそうで
すが、橋本会長は「いや、これからは
予防は大事だ」と、一部の反対を押し
切って始めたのが人間ドックなのです。
それから人間ドックはどんどん広がっ
ていきました。
　齊藤　それが1954年ということです
ね。
　奈良　そうです。1954（昭和29）年
７月12日です。
　齊藤　その日が、人間ドックの記念
日ということになっているのだそうで
すね。
　奈良　はい。
　齊藤　その当時は、ブルジョア・ド
ックとおっしゃいましたが、かなり高
価なものだったのでしょうか。
　奈良　その当時、人間ドックを始め
たばかりのときに、６日間の入院で１ 
万2,000円だったのです。私は医師免許
を取得した年に慶應義塾大学医学部内
科から国立埼玉療養所に赴任したとき、
今でも忘れもしないのですけれども、

初任給が3,870円で、これが私の初月給
でした。人間ドックの料金は医師の初
任給の４倍です。今日、医師の初任給
が仮に30万円とすると、120万ぐらい
になる計算です。だからブルドックと
いわれたのです。今は大衆化して、人
間ドックは任意型の健康診断を意味す
ることを誰もが知っています。
　齊藤　それがかなり一般に広がって
いって今日に至るということで、メタ
ボの時代が来て、また一層広がってい
るということでしょうか。
　奈良　メタボは、ご存じのように、
へそ回り測定の問題が出ました。多く
のメディアが、へそ回りなんておかし
いと。海外では、へそ回りではなくて
ウエストでやっているのだとか、男が
85㎝で女が90㎝というのは逆だと。欧
米ではウエストは男のほうが太いなど、
今は見直しの話も出ています。私もデ
パートで調べてみたら、どこも40歳以
上の紳士のズボンのサイズは90㎝とい
うことになっているそうです。その基
準だと、みんながメタボで引っかかっ
てしまう。おかしなことだ。そういう
ことを大新聞のトップ記事に出したも
のですから、それがネガティブ・キャ
ンペーンになりまして、あっという間
にメタボ、メタボという言葉が、2009
（平成21）年世間の注目を集めました。
それで、皆さんがメタボという言葉を
覚えられ、職場やお茶の間の話題にな
りました。これは本当に大きなPR効果
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今でも忘れもしないのですけれども、
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任給の４倍です。今日、医師の初任給
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ることを誰もが知っています。
　齊藤　それがかなり一般に広がって
いって今日に至るということで、メタ
ボの時代が来て、また一層広がってい
るということでしょうか。
　奈良　メタボは、ご存じのように、
へそ回り測定の問題が出ました。多く
のメディアが、へそ回りなんておかし
いと。海外では、へそ回りではなくて
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米ではウエストは男のほうが太いなど、
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ことを大新聞のトップ記事に出したも
のですから、それがネガティブ・キャ
ンペーンになりまして、あっという間
にメタボ、メタボという言葉が、2009
（平成21）年世間の注目を集めました。
それで、皆さんがメタボという言葉を
覚えられ、職場やお茶の間の話題にな
りました。これは本当に大きなPR効果
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（情報管理指導士）という資格をつく
りました。
　齊藤　こうした制度は、人間ドック

を質の高いものに保っていくための仕
組みということですね。どうもありが
とうございました。

になったと思います。
　齊藤　人間ドックがまた見直されて
いるということですか。
　奈良　予防というのは、一次予防、
二次予防、三次予防があります。二次
予防が早期発見・早期治療なのです。
ただ、私どもは生活習慣の改善、メタ
ボのうちに治してしまって、発病しな
いようにしようと、皆さんに生活習慣
を変えて、できるだけきちんとした生
活をして、健康で長生きしていただこ
うということで、一次予防に中心を置
いたのです。
　今、21世紀の医療は、治療の医学と
予防の医学が車の両輪です。ただ、22
世紀になると、おそらく予防医学が大
きな前輪になり、治療医学と遺伝子医
学があとについてくる。つまり、三輪
車のようになるだろうと思っています。
病気になってからあわてて治療するよ
うな人は、いなくなるだろうと思いま
す。これからは予防が大事だというこ
とです。
　齊藤　人間ドックの認定医、専門医、
あるいは指導者を決めて体制をつくっ
ていくということでしょうか。
　奈良　私が足利赤十字病院に赴任し
たときに、創設院長の小野康平先生と
いう、オノヨーコさんの実のおじさん
で小野アンナさんの義理の弟、初代国
連大使の加瀬俊一氏の義兄で慶應義塾
大学の第８回の卒業生で、武見太郎氏
と同期だった大院長から、「奈良君、

ドックを担当するように」と言われま
した。そのときは私も一瞬「なんでド
ックを担当するのか？」という顔をし
たのだと思います。小野先生が笑って
おっしゃるには、「ドックというのは
非常に難しい。みな、自分の健康のこ
とを全く認識しないで来る。それから、
政治家や財界人などは自分の健康状態
を隠してやってくる。それを見抜いて
的確な指導ができるのは、君のような
ベテランじゃないとだめだよ」と言わ
れて、ドックの責任者になりました。
その後、足利赤十字病院では常に内科
のナンバーワンをドックの責任者にし
ています。ドックというのは非常に難
しい。しかも重い責任のある仕事なの
です。
　私が人間ドック学会の理事長をお引
き受けしたときに、ドックは誰でもで
きるものではない。そのためには、担
当の医師のトレーニングをしなければ
いけない。そこでまず人間ドックの認
定医制度をつくったのです。認定医に
なるために勉強していただいて、経験
を積み重ねたうえに今度は専門医の試
験も受けていただこうということにし
ました（表３、４）。同時に、ドック
の説明というのは、看護師さんや保健
師さんや、それから管理栄養士さん、
そういう方が受診者に詳しく説明する
機会も多くなります。その人たちも人
間ドックの勉強をしていただこうとい
うことで、人間ドックアドバイザー 

表３　人間ドック認定医
　　　（1999［平成11］年スタート）

全国4,177人（平成23年３月現在）

＊認定医として交付した人数合計

人間ドックを担当する医師のレベルア
ップを図るため、平成11年度より日本
病院会と日本人間ドック学会で、資格
者を養成してきた。

表４　人間ドック専門医
　　　（2009［平成21］年スタート）

全国616人（平成23年３月現在）

認定医の専門性をさらに高め、質の高
い人間ドック健診を提供するために平
成21年度より人間ドック専門医試験を
実施し専門医制度として位置づけた。

※ 平成23年度より、「人間ドック健診専門医」
と名称変更
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