一般財団法人日本ヘルスケア協会（ＪＡＨＩ）活動発表会
第１回日本ヘルスケア学会 年次大会同時開催

『ＪＡＨＩ活動報告と
ＪＡＨＩ及びヘルスケア産業の課題』
～ヘルスケア産業界に与えた大きな影響と今後の活動～
日時 ：平成２９年９月１日（金）１０：３０～１８：３０、９月２日（土）９：４０～１２：３０
場所 ：東京大学 弥生講堂「一条ホール」（９月１日、２日）、弥生講堂「アネックス」（９月２日）
主催：一般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
後援：厚生労働省、環境省、消費者庁（予定）、日本チェーンドラッグストア協会
参加費（税込）
：会員価格 ５，０００円

一般価格 ６，０００円

※初日参加者は有料（意見交換会参加費込）
。２日目の分科会のみの参加者は費用がかかりません。
わが国は世界に類を見ない速さで高齢化が進み、健康寿命延伸が国策として打ち出されています。その
国策を実現し、民間のヘルスケア産業が支えるために日本ヘルスケア協会と日本ヘルスケア学会は発足
しました。ヘルスケア産業界に大きな影響を与えている様々な部会・研究会活動報告と有識者によるシ
ンポジウム及び公開討議によって、今何が必要とされ、産業界は何をすべきなのかを明らかにします。
健康寿命延伸を実現する「これからのヘルスケア」の在り方を明確にする年次大会に是非ご参加下さい。

開催概要・活動発表会と年次大会で得られるもの
■初日（９月１日（金）
）

ヘルスケア産業の現状と今後の課題を明らかにする
・基調講演：避けて通れないヘルスケア産業育成の重要性が話されます
・口頭発表会：大学、事業者合わせて９カテゴリーの研究内容を発表します
・シンポジウム：国の施策やヘルスケア産業振興における問題点、課題を明確にします
■２日目（９月２日（土）
）

各分野の課題、実行すべき内容を討議し、声明文として発表する
・７つの分科会：各テーマについて討議し、課題内容を深く掘り下げます
・参加について：興味あるグループに自由に参加でき、自身の意見を述べることもできます
・閉会式：各グループ並びに団体としての声明を宣言。これからの方向性が示されます
■９月１日（金）２日（土）両日でポスターセッション（参加費以外の費用はなし）

最新研究内容を３０以上、発表予定！
実施会場：弥生講堂・メインエントランス
内容説明：初日の昼食時に、ポスターセッション参加者が交代で説明

プログラム

プログラム
初日 ９月１日（金） １０：３０～１８：３０
（会長挨拶、基調講演、口頭発表、シンポジウム、ポスターセッション、懇親会）
■ 会長挨拶（開催主旨説明） 新会長 今西信幸（東京薬科大学理事長）
■ 基調講演「ＪＡＨＩ活動報告と今後の取組み課題」
講師：宗像 守（一般財団法人日本ヘルスケア協会

１０：３０～１０：４５
１０：４５～１１：１５

事務総長）

日本ヘルスケア協会・学会が進めてきた活動の報告と今後の方向性を解説します
・日本ヘルスケア協会の概要とこれまでの活動、実績、今後の活動、課題 など
・我が国の現状と今後（人口動態、社会保障費、政策、施策、産業界他）

■ 日本ヘルスケア協会・日本ヘルスケア学会 口頭発表（９演題）

１１：１５～１５：２５（昼食含）

健康寿命延伸・ヘルスケア産業育成のために取り組んでいる研究内容と実践内容等を発表します
大

学 ●「一般生活者のスイッチＯＴＣ医薬品に対する意識と今後の方向性」
発表者：東京薬科大学 薬学部医療薬学科 一般用医薬品学教室 助教授 成井浩二様
●「ヘルスケアの定義について」
発表者：昭和女子大学 グローバルビジネス学部ビジネスデザイン科 准教授 藥袋貴久様
●「健康サポートドラッグ推進のために必要なコミュニケーション」
（仮題）
発表者：帝京平成大学 薬学部薬学科 教授 井手口直子様
～昼食休憩（１２：１５～１３：２５）※ポスターセッション

説明タイム）～

事業者 ●「グッドライフの実現を目指す在宅介護の売場提案について」
発表者：在宅介護推進部会

部会長 小原道子

●「ペットとの共生による高齢者の健康づくり」
（仮）
発表者：ペットとの共生によるヘルスケア普及推進部会 部会代表者
●ヘルスケア産業界が突然死を減らすための実践」～予防と救護者育成の推進～
発表者：減らせ突然死 救急救命・ＡＥＤ機器推進部会 部会長 大川力也
●「
『食と健康』の新商品分類と新市場創造を目指した取り組み」
発表者：国分グループ本社株式会社 ヘルスケア事業統括部 佐々木誠
●「新しい『健康』の食品マーケットの可能性と拡大への取り組み」
発表者：流通部会 加藤弘之
●「
『ながら筋トレ体操』普及推進への取り組み」
発表者：健康体操・運動推進部会 部会長 増本 岳

■ シンポジウム
「健康寿命延伸を実現する我が国の政策とヘルスケア産業の課題」

１５：３０～１７：３０

シンポジスト：中央行政、関係団体・企業、大学教授及び有識者等 ※決まり次第、公表します
コーディネーター：宗像 守（一般財団法人日本ヘルスケア協会 事務総長）
日本の現状と将来における健康寿命延伸の必要性を参加者全員で共有し、各分野における取り
組みの現状と課題を徹底討論します。

・国民の参加に何が必要か、何をすればよいか
・ヘルスケア産業が行わなければならないこと
・産官学連携の必要性と課題、日本ヘルスケア協会／協議会・学会の課題

■ ポスターセッション（３０演題以上）

※現在も発表募集中！

１０：３０～翌１２：３０

分

野：
【医療】
【健康】
【生活】の各分野における研究内容

場

所：弥生講堂・メインエントランス

説

明：１日目の昼食時には、作成者がポスター内容を説明する時間もあります（３０分間）
。質
問に答えたり、ポスター内容の詳しい説明、実演があります。

発表費用：特にありません（参加費だけで可）。
※現在も募集継続中です。ぜひ、ご検討下さい。詳しくは、協会ホームページをご覧下さい。

■ 懇親会・名刺交換会（立食）

１７：３０～１８：３０

講演者、口頭発表者、またポスターセッション参加者等と意見交換、名刺交換ができます。ぜひ、
ご参加下さい。

２日目 ９月２日（土） ９：４０～１２：３０
（全体会議、分科会、声明発表） ※どの分科会にも参加できます
■ 各部会公開討議（分科会） ※会場は初日、２日目当日表示します

１０：００～１１：５０

大きな実績を挙げている研究会と部会による公開討議が行われ、有識者の生の意見と議論を聞く
ことができます。聴講される皆様もご意見と要望を直接伝えることもできる他に無い機会です。
●「介護食品・機能性表示食品・食と健康の合同会議」 座長：天ケ瀬晴信
超高齢社会における新しい「食」の役割を位置づけ、今後の可能性を探る
●「自己検診部会・健診推進部会・ＡＥＤ推進の合同会議」 座長：高橋英孝
自分の状態を知ることで突然死の予防や様々な疾患の早期発見と重篤化させない環境実現
●「ペットと共生によるヘルスケア普及推進部会」

座長：越村義雄

ペットとの共生がヘルスケアに与える良い影響を生活者に啓発・普及するための取組みと課題
●「スイッチＯＴＣ研究・スイッチＯＴＣ社会貢献・ＯＴＣ薬合同会議」 座長：渡辺謹三
スイッチＯＴＣ薬の拡大と医師との連携をどう図るかをパネルディスカッションします
●「職能連携・ヘルスケアの職能の合同会議」 座長：小田兵馬
口腔ケアを例に、生活者のヘルスケア推進に繋がる地域の連携体制づくりを検討する
●「在宅介護推進部会」 座長：小原道子
在宅介護の現状と期待される役割について討議し、Ｄｇ．Ｓが行う在宅介護支援の推進を考える
●「個店とチェーンの有機的連携研究会」

座長：生出泉太郎（９月２日に発足する新研究会です）

個店薬局とドラッグストアチェーンの有機的連携のために具体的な方向性を示す

■ 閉会式（表彰式・声明発表）

１２：００～１２：３０

●表彰式：口頭発表とポスターセッションの中から優秀発表者の表彰並びに、ヘルスケア産業発展
に功績のあった方に感謝状を贈呈します
●各分科会声明発表：各分科会で討議した内容のまとめ、これからの取組みについて声明文を発表
●日本ヘルスケア産業協議会の声明を発表
●日本ヘルスケア学会の声明を発表
●日本ヘルスケア協会より、発表会総括と声明を宣言
※スケジュール及びテーマは変更になる場合があります。

募集要項
一般財団法人日本ヘルスケア協会（ＪＡＨＩ）活動発表会
第１回日本ヘルスケア学会 年次大会同時開催

『ＪＡＨＩ活動報告とＪＡＨＩ及びヘルスケア産業の課題』
～ヘルスケア産業界に与えた大きな影響と今後の活動～
主催：一般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
後援：厚生労働省、環境省、消費者庁（予定）、日本チェーンドラッグストア協会

日時：平成２９年９月１日（金） １０：３０～１８：３０

９月２日（土）

９：４０～１２：３０

場所：東京大学 弥生講堂「一条ホール」（９月１日、２日）、弥生講堂「アネックス」（９月２日）
交通：東京メトロ 南北線

「東大前」駅下車 徒歩１分

東京メトロ 千代田線 「根津」駅下車 徒歩８分

定員：３００名 ヘルスケア産業に関係する全ての方が参加できます。

参加費（税込） ：会員価格 ５，０００円、一般価格 ６，０００円
※初日参加者は有料となります。意見交換会参加費込。２日目の分科会のみの参加者は費用がかかりません。

振込口座：口座番号：みずほ銀行 新横浜支店 普通１７０９６６０
口座名義：一般財団法人日本ヘルスケア協会
※請求書はご希望の企業様に発行しております。ご希望の場合、申込用紙の記入欄に○印をつけて下さい。

申込方法：申込用紙を事務局までＦＡＸ（０３－３５０４－８１０３）にてお送り下さい
申込締切：平成２９年８月２５日（金）
■ お問合せ先 ■
一般財団法人日本ヘルスケア協会 事務局：安田・鈴木
〒１０５-０００１ 東京都港区虎ノ門１-１５-１０ 名和ビル３階
ＴＥＬ：０３－５５１０－７２７４ ＦＡＸ：０３－３５０４－８１０３ Ｍａｉｌ：ｉｎｆｏ＠ｊａｈｉ．ｊｐ

実施日：平成２９年９月１日（金）、２日（土）
会 場：東京大学 弥生講堂 一条ホール（９月１日、２日）
会 場：東京大学 弥生講堂 アネックス（９月２日）
参加費（税込）：会員価格５，０００円、一般価格６，０００円
※初日参加者は有料となります。意見交換会参加費込。２日目の分科会のみの参加者は費用がかかりません。

企業・大学名

住所

ＴＥＬ

ＦＡＸ

連絡担当者役職

連絡担当者名

参加者役職

参加者氏名
カナ

1
カナ

2
カナ

3
カナ

4
カナ

5

参加希望日に☑

□ ９月１日
□ ９月２日
□ ９月１日
□ ９月２日
□ ９月１日
□ ９月２日
□ ９月１日
□ ９月２日
□ ９月１日
□ ９月２日

（１）参加者が多数の場合、お手数ですが、本紙をコピーしてご利用ください。
（2） 名簿を作成しますので、「フリガナ」・「役職（正式に）」 欄も漏れなく記入して下さい。
（3） ご不明な点に関しましては下記事務局までお問い合わせ下さい。
■ 請求書について
請求書はご希望の企業様に発行しております。ご希望の場合は○印をつけて下さい。

申込書送付先

請求書
要

不要

ＦＡＸ．０３－３５０４－８１０３

お申込み締切日

平成２９年８月２５日（金）

一般財団法人 日本ヘルスケア協会 事務局 担当 安田・鈴木
〒105-0001 東京都港区虎ノ門1-15-10 名和ビル3階
TEL：03-5510-7274 FAX：03-3504-8103 E-mail：info＠jahi.jp

