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第 4回日本ヘルスケア学会年次大会 

公益財団法人日本ヘルスケア協会活動発表会 
 

開催趣意書 

 
会期    2023年 3 月 17日（金）・18日（土） 

会場    明治大学駿河台キャンパス（東京都千代田区） 

主催    公益財団法人日本ヘルスケア協会 

幹事校   明治大学 

共催    日本ヘルスケア学会、日本ヘルスケア産業協議会 

協賛    応用薬理研究会 

後援（申請予定）厚生労働省、経済産業省、農林水産省、環境省、 

文部科学省、消費者庁、一般社団法人日本チェーン 

ドラッグストア協会 

事務局  公益財団法人日本ヘルスケア協会（佐藤、鈴木、熊坂、東） 

       〒105-0001東京都港区虎ノ門 1-15-10 名和ビル 3階 

       TEL 03-5157-3341  FAX 03-3504-8103 

             e-mail info＠jahi.jp  URL http://jahi.jp/ 
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ご挨拶 

 

 皆様におかれましては、ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。 

日頃は日本ヘルスケア協会、日本ヘルスケア学会の活動に際し、格別のご高配を賜り、

厚く御礼申し上げます。 

 

さて我が国の健康政策は、これまでの「生命寿命延伸医療政策」から「健康寿命延伸健

康政策」へのパラダイムシフトが図られ、その実現を支える「ヘルスケア産業」を育成す

る方針が打ち出されました。 

 この政策を受け、関係省庁および地方自治体においては様々な施策の検討が行われてお

り、また民間企業や団体においても多くのヘルスケアに寄与する事業が取り組まれていま

す。しかし、このような新しい政策や事業を実現するためには、そのための新しいロジッ

クや仕組みの構築などの環境整備が不可欠です。 

 

 公益財団法人日本ヘルスケア協会（略称：ＪＡＨＩ）は、健康寿命を延伸させるヘルス

ケア産業界の意見を政策に反映し、しかもそのような産業の振興あるいは推進を支援する

第三者機関として日本ヘルスケア学会、日本ヘルスケア産業協議会を擁し、平成 27 年 11

月に誕生しました。 

 

以後、平成 28 年 6 月（第 0 回）、29 年 9 月（第 1 回）、30 年 9 月（第 2 回）、令和元年 9

月（第 3 回）と年次大会が開催されましたが、令和 2 年以降はコロナ禍に阻まれ、令和 3

年 9 月、令和 4 年 9 月と 2 年間連続で WEB での開催を余儀なくされました。 

そこで、今回は臨時の措置ではございますが、令和 5 年 3 月 17 日・18 日の両日、第 4

回年次大会を久々にリアルで開催させて頂くこととなりました。この間、日本ヘルスケア

学会のもとには 10 の研究会が、また日本ヘルスケア産業協議会のもとには 23 の部会が設

置され、それぞれ広範にわたるヘルスケア領域の具体的な課題解決に向け研究、協議活動

を行っています。 

  

 年次大会はそれら各研究会・部会の活動成果の発表の場であるとともに、これまで広く

アカデミアに散在し、また産業界に潜在市場としてしか存在しなかった様々なビジネス領

域の知見や試みを共有する場として活用して頂くことが期待されます。 

 本大会が実り多きものとなりますよう、関係各位の絶大なるご支援・ご協力を切にお願

いする次第です。 

 

       公益財団法人 日本ヘルスケア協会 会長 今西信幸（大会長） 

               同       副会長  上原征彦（実行委員長）  
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開催概要 

１．大会名称 

  「第 4 回日本ヘルスケア学会年次大会、公益財団法人日本ヘルスケア協会

活動発表会」 

 

２．メインテーマ 

  「ヘルスケアが拓く健康で豊かな未来社会 

～肥沃な市場を切り拓くシナジーの創出～」 

  

３．開催機関 

  主催：公益財団法人日本ヘルスケア協会 

  共催：日本ヘルスケア学会、日本ヘルスケア産業協議会 

  協賛：応用薬理研究会 

 

４．後援申請予定 

  経産省、厚労省、農水省、環境省、文科省、消費者庁、（一社）日本チェー 

  ンドラッグストア協会 

 

５．会期 

  2023 年（令和 5年）3 月 17日（金）・18日（土） 

 

６．会場 

  明治大学駿河台キャンパス（東京都千代田区）アカデミーホール、ビクト 

リーフロア A・B、10階教室 

 

７．参加者予定数 

  約１０００名 

 

８．プログラム概要 

  第 1日 （午前 9時 30 分開会～午後 5時 00 分） 

        9:30～ 9:35（アカデミーホール） 

●大会長挨拶 

     9:35～9:50（アカデミーホール） 

     ●実行委員長挨拶 
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       9:50～10:35（アカデミーホール） 

       ●基調講演「プラネタリーヘルス～ヒトの健康と地球の健康を一体

として考える」（桐村里沙医師） 

   10:35～12:00（アカデミーホール） 

     ●パネルディスカッション「プラネタリーヘルス」（桐村医師他） 

   13:00～15:20（アカデミーホール） 

     ●口頭発表 8演題（研究会・部会、一般公募） 

   15:30～15:50（アカデミーホール） 

     ●協賛団体報告 

   15:50～17:00（アカデミーホール） 

     ●関係官庁報告 

 

    

  第 2日 （午前 9時 30 分開始午後 4時 30分終了) 

     9:30 集合（アカデミーホール） 

9:30～9:35 

●本日のプログラム紹介（アカデミーホール） 

  9:45～12:00  

●教育講演 9題（演題は仮題：敬称略） 

   第 1 会場（アカデミーホール）  

    9:45～10:30 教育講演①「ペットとの共生とヘルスケア」 

      （一社）人とペットの幸せ創造協会会長・越村義雄 

    10:30～11:15 教育講演②「在宅歯科診療の現状と将来」 

      ごはんが食べたい歯科院長・齋藤貴之 

    11:15～12:00 教育講演③「管理栄養士の栄養指導活用」 

      ㈱スギ薬局常務取締役・杉浦伸哉 

 

   第 2 会場（ビクトリーフロア A）  

    9:45～10:30 教育講演④「植物生育と腐植物質」 

      弘前大学名誉教授・青山正和 

    10:30～11:15 教育講演⑤「ﾌｧｰｽﾄｴｲﾄﾞ普及の重要性と課題」 

      （一社）日本薬業研修センター医薬研究所所長・堀美智子 

    11:15～12:00 教育講演⑥「女性のヘルスケア」 

      Woman’s 代表取締役・阿部エリナ 

 

   第 3 会場（ビクトリーフロア B）  
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    9:45～10:30 教育講演⑦「セルフチェックの重要性と課題」 

      獨協医科大学埼玉医療センター教授・井手久満 

    10:30～11:15 教育講演⑧「アルツハイマー病の超早期診断から

認知症克服に向けて」 

      東京大学医学系研究科教授・岩坪威 

    11:15～12:00 教育講演⑨「健康経営普及の現状と課題」 

      法政大学大学院教授・玄場公規 

 

    13:00～14:30 

     ●ポスターセッション（10 階廊下） 

      （研究会・部会、一般公募） 

 

    14:30～15:30 

         ●特別講演（アカデミーホール） 

      「『健康』で築くまちづくり」酒井直人区長、藤井多希子部長 

       座長 小原道子帝京平成大学薬学部教授 

 

    15:30～16:30 

    ●閉会式（アカデミーホール） 

（優秀ポスター・優秀口頭発表表彰式、次年度開催予定、 

実行委員長挨拶、閉会挨拶） 

 

 ※以上のプログラムの他、部会・研究会主催のセミナーがあります。 

 

９．主なスケジュール 

   12月 1日（木）大会実施概要公表 

   新年 1 月 5 日（木）～2月 17日（金）口頭発表演題・ポスター発表募集 

                    予稿集広告募集 

     1 月 5 日（木）～3月 14日（月）参加申込、順次参加証送付 

     2 月 18日（土）～2月下旬   予稿集編集・印刷 

     3 月上旬            予稿集発送 

 

10．参加費用 

   2日間通し 

会員 1 名 5 千円、一般非会員 1名 7千円、一般学生 1名 2千円 

（予稿集・開催報告書代、送料を含む） 
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11．ポスターセッション 募集概要 

 １）応募資格 

   ○原則的に、（公財）日本ヘルスケア協会の会員であること 

    （日本ヘルスケア協会法人会員・個人会員、登録協力団体会員、日本ヘルス 

ケア学会法人会員・個人会員） 

   ○会員でない方は会員入会手続き後、演題をお申込みください。 

 

 ２）募集期間： 新年 1 月 5 日～2 月 17 日  

         

 ３）募集概要 

  3－1）演題区分について 

    演題区分を下記カテゴリーから選択してください。 

   (1)医療 （４カテゴリー） 

    ①医療 ②医薬品 ③漢方 ④補完・代替医療 

   (2)健康 （7 カテゴリー） 

    ①医療機器・用具 ②美容・理容・浴場 ③栄養 ④運動 ⑤健康管理 

    ⑥情報通信（ＩＣＴなど） ⑦在宅介護・高齢者対応 

   (3)生活（ 15 カテゴリー） 

    ①趣味・カルチャー（製造） ②ペットケア ③旅行 ④休養 ⑤食事 

    ⑥エネルギー ⑦自動車 ⑧宅配 ⑨住宅・建築 ⑩卸売・小売 

    ⑪金融・保険・法務 ⑫生涯学習・医療教育 ⑬町の安心・安全・見守り 

    ⑭労働 ⑮その他の製造 

  3－2)文字数について 

    (1)演題名：全角 60 文字以内 

    (2)発表者：共同者を含め 15 名以内 

    (3)本文：全角 1,000 文字以内 

    (4)その他：本文は、入力フォーム（または書式）に添って作成の上、ご送信 

        ・ご送付ください。 

  3－3)応募方法について 

    (1)応募内容は、（公財）日本ヘルスケア協会宛てにメール（info@jahi.jp）ま 

     たは記録媒体の郵送（〒105-0001 東京都港区虎ノ門 1-15-10 名和ビル 3 階） 

にてお送りください。 

    (2)所属機関・企業名、氏名、ご連絡先（電話番号とメールアドレス）を明記 

してください。 

  3－4)当日の掲示について 

mailto:info@jahi.jp
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    (1)会場は午前 8 時から入場できます。掲示ポスター持参の上、指定の教室（事 

前に事務局からご連絡します）で掲示の準備をお願いします。 

    (2)会場で準備しているパネル掲示板は次の 3 種類です。 

     ①縦 180ｃｍ×横 95ｃｍ（15 枚） 

     ②縦 180ｃｍ×横 120ｃｍ（5 枚） 

     ③縦 150ｃｍ×横 120ｃｍ（9 枚） 

    上記 29 枚で不足する場合は、事務局が別途追加分をご用意（無料）します。 

  3－5)ポスター示説 

    (1)ポスターは指定の教室で 2 日間掲示していただくことができます。 

    (2)第 2 日目指定の撤収時刻までに撤去の上、お持ち帰りください。 

    (3)各教室の施錠はしませんので、随時、ポスター示説をしていただくことが

できます。なお貴重品は常に手元に置いてください。   

  3－6)ポスター演題表彰について 

    発表されたポスターの中から、優秀発表を選定し、閉会式の中で表彰の予定 

    です。なお、選考基準および選考に関しては審査委員会にご一任ください。 

 

４）その他 

 ○ポスターの応募・掲示は無料ですが、製作費、運搬費、撤去費用等の実費は 

  各自ご負担ください。 

 

12．口頭発表 募集概要 

 １）口頭発表の区分 

  学会研究会 3 演題、産業協議会部会 5 演題、計 8 演題 

  

 ２）一般公募による口頭発表の応募資格 

   ○原則的に、（公財）日本ヘルスケア協会の会員であること 

    （日本ヘルスケア協会法人会員・個人会員、登録協力団体会員、日本ヘルス 

ケア学会法人会員・個人会員） 

   ○会員でない方は会員入会手続き後、演題をお申込みください。 

 

 ３）募集期間：学会研究会、産業協議会部会ともに 新年 1 月 5 日～2 月 17 日 

 

 ４）募集概要 

  4－1）演題区分について 

   演題区分はポスターセッションに準じます。上記ポスターセッションのカテゴ 

リーから選択してください。    
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  4－2)応募方法について 

   下記の(1)～(4)を、（公財）日本ヘルスケア協会宛てにメール（info@jahi.jp） 

   または記録媒体の郵送（〒105-0001 東京都港区虎ノ門 1-15-10 名和ビル 3 階） 

にてお送りください。     

    (1)演題名：全角 60 文字以内 

    (2)発表者名 

    (3)発表者の所属機関・企業名、氏名、ご連絡先（電話番号とメールアドレス） 

    (4)発表内容の概略：全角 1,000 文字以内 

     

 ５）口頭発表の決定 

   一般からの口頭発表応募が多数の場合は、実行委員会で選考の上、決定・通知さ 

せていただきます。なお、選考基準および選考に関しては実行委員会にご一任く 

ださい。 

 

６）その他 

 ○口頭発表の結果については、学会研究会・産業協議会部会分、一般募集分を 

  合わせて優秀発表を選定し、閉会式の中で表彰の予定です。なお、選考基準 

  および選考に関しては審査委員会にご一任ください。 

○口頭発表の応募・発表は無料です。 

   

13．予稿集・開催報告書 

１）予稿集 

  〇参加者には、事前に会場案内図、日程一覧、プログラム、基調講演・パネル 

ディスカッション資料、教育講演資料、口頭発表・ポスター発表資料等をまと 

めた「予稿集」をお届けします。 

  〇予稿集には協賛企業からの広告が掲載されます。 

  〇広告掲載ご希望の向きは、別刷「広告募集のご案内」を事務局までご請求くだ 

さい。 

   〇なお、広告掲載のための説明会を本年 12 月 26 日（月）午後 3 時から弊協会 

   会議室（港区虎ノ門 1-15-10 名和ビル 3 階）にて開催いたします。 

 

２）開催報告書 

  〇参加者には、令和 5 年 5 月中旬を目途に、基調講演をはじめ大会の主要な講演の 

   速記録を収めた「開催報告書」をお届けします。毎回発行する開催報告書は、 

   国会図書館をはじめ全国の県立図書館に 2 部ずつ納本され、来館者の閲覧に供さ 

れています。今回も変わらず納本の予定です。 

mailto:info@jahi.jp
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  〇開催報告書にも協賛企業からの広告が掲載されます。 

  〇広告掲載ご希望の向きは、別刷「広告募集のご案内」を事務局までご請求くだ 

さい。 

 

公益財団法人日本ヘルスケア協会のご案内 

［設立年月日］    

① 設立総会：平成 27年 11月 2日、②法人登記：平成 27年 11月 20日、③公益認

定：令和 4年 9月 13日 

［事務所］ 

    〒105-0001 東京都港区虎ノ門 1-15-10 名和ビル 3階、電話 03-5157-3341、 

      FAX 03-3504-8103、e-mail info@jahi.jp、URL https://jahi.jp 

【評議員】 

   評議員長・石田健二（ウエルシア薬局㈱名誉顧問）、評議員・根津孝一（㈱ぱぱ 

す代表取締役会長）、貞方宏司（㈱サンドラッグ 代表取締役社長）、更家悠介（サ 

ラヤ㈱ 代表取締役社長）、竹内俊昭（花王 G ｶｽﾀﾏ―ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ㈱ 代表取締役社長）他 

【理事】 

   代表理事・松本南海雄（㈱マツキヨココカラ＆カンパニー 代表取締役会長）、代表

理事・今西信幸（当協会会長）、理事・池野隆光（ウエルシアホールディングス㈱ 代

表取締役会長）、上原明（大正製薬ホールディングス㈱ 代表取締役社長）、荻野 勲

（オムロンヘルスケア㈱代表取締役社長）、堀美智子（（一社）日本女性薬局経営者

の会会長）、松井秀夫（一社）日本医薬品卸売業連合会大衆薬卸協議会会長）他 

【主な部会・研究会活動】 

■日本ヘルスケア産業協議会 

 ①セルフチェック部会、②健康まちづくり推進部会、③在宅感染症予防部会、④ペット 

との共生によるヘルスケア普及推進部会、⑤ファーストエイド推進部会、⑥野菜で健康 

推進部会、⑦お米で健康推進部会、⑧生き活きライフ（フレイル対策）部会、⑨フィト 

セラピー部会、⑩健康経営推進部会 

■日本ヘルスケア学会（ヘルスケア科学部会、ヘルスケア産業部会） 

 ①「食と健康」に関する研究会～食品の分類と使い方に関する研究、②ヘルスケアの 

職能に関する研究会、③スイッチ OTC に関する研究会、④産業史に見るヘルスケア研究 

会、⑤ヘルスケアにおける消費者利益と有効競争の研究会 

【トピック】 

■2021 年度、野菜で健康推進部会は内閣官房の「サンドボックス実証実験」を申請し、 

 エビデンスに基づくマニュアルによって、全国的に野菜果物の店頭 POP 表示の見直し 

 活動（Ｙ－ＰＯＰ活動）をスタートさせました。 

mailto:info@jahi.jp
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■健康まちづくり部会は、中野区を拠点に行政・学界・産業界等が一体となった「健康」 

 を中心コンセンプトとしたまちづくりに乗り出しています。 

■ファーストエイド推進部会は、商業施設、公共施設等で発生する様々な緊急事態に対す 

 る一次救命措置のためのツールの作成、社会的な建議・提言等を行っていきます。 


