日本健康科学学会 健康フォーラムのご案内
『健康情報をどのように活用するか−アドバイザリースタッフ、データベース化、法制化−』

健康フォーラム組織委員長・実行委員長
信川 益明 （日本健康科学学会会長）
日本健康科学学会（1985 年設立，日本学術会議協力学術研究団体，会員数約 750 名。健康増進
に寄与する社会環境づくりをめざした学会活動）は，健康フォーラム 『健康情報をどのように活用する

か−アドバイザリースタッフ、データベース化、法制化−』,を下記のように開催いたします。
本健康フォーラムは，健康情報をどのように活用するか，をメインテーマとして，健康情報，
アドバイザリースタッフ、データベース化、法制化に視点をあてた講演，パネルディスカッショ
ン，市民公開講演会を開催し,医療健康情報の活用，データベース化，健康情報システム、アド
バイザリースタッフの質の向上などについての最新の研究動向等を分り易く青少年や社会人に
普及することを目的としています。
特別講演 『医療健康情報の活用に向けた省庁横断的取り組みと事例』を踏まえて，パネルディス
カッション 『健康食品成分の有効性・安全性・医薬品他との相互作用等のデータベース化』 は, 健康
食品安全性評価ガイドラインと情報公開及びデータベース化，科学的な健康食品情報のデータベ
ース化，健康食品による健康被害に関する情報システムについて発表および討議いただきます。
教育講演『諸外国のサプリメント関連法制度と我が国の今後の展望』，基調講演『人間の生活とライ
フステージに合った健康情報システムの実現−今求められる医療科学、環境予防医学と健康科学との融
合−』を行います。
市民公開講演会

『消費者に健康情報を提供するアドバイザリースタッフの質の向上−教育と検証、

資格・認定制度の現状と課題−』

は，アドバイザリースタッフの養成に関する基本的な考え方の

経緯，消費者側が求めるアドバイザリースタッフ像と検証，アドバイザリースタッフの養成−教
育、フォローアップ体制と検証−，について発表および討議いただきます。
プログラムをご参照の上,是非ともご参加下さいますようお願い申し上げます。

日
会

時： 平成 21 年 2 月 26 日（木） 10:00〜17:00 （受付開始 9:30〜）
場： 東京医科大学病院 臨床講堂 ６階 （椅子席 320 名）
〒160-0023

主
共
後

東京都新宿区西新宿 6-7-1

TEL：03−3342−6111

催： 日本健康科学学会（組織委員長・実行委員長：信川益明会長）
催： エグゼクティブ会議
援： 厚生労働省,経済産業省,日本スポーツ体育健康科学学術連合
健康と食品懇話会，CMP ジャパン（株），東京都病院協会，（社）日本医師会，日本医
療機器学会，
（中）日本医療情報学会，日本医療秘書学会，日本医療福祉設備協会，（社）
日本栄養士会，日本緩和医療薬学会，
（中）日本救急医学会，
（中）日本健康・栄養シス
テム学会，
（財）日本健康・栄養食品協会，日本健康食品規格協会，日本公衆衛生学会，
（社）日本作業療法士協会，（社）日本歯科医師会，日本食品保健指導士会，日本診療
情報管理士会，日本診療録管理学会，
（社）日本病院会，日本プライマリ・ケア学会，
（社）
日本理学療法士協会，（社）病院管理研究協会（予定を含む）

プログラム
9:30

受付開始

10:00

開会挨拶

10:10〜10:40

日本健康科学学会会長/健康フォーラム組織委員長・実行委員長
エグゼクティブ会議 議長/日本健康科学学会 理事

特別講演

司会

日本健康科学学会 会長

信川
大濱
信川

「医療健康情報の活用に向けた省庁横断的取り組みと事例」
経済産業省 商務情報局 医療福祉機器産業室長
10:40〜12:10

益明
宏文
益明

増永

明

パネルディスカッション
『健康食品成分の有効性・安全性・医薬品他との相互作用等のデータベース化』
司会

CMP ジャパン（株） 代表取締役

牧野

順一

林

裕造

１．健康食品安全性ガイドラインと情報公開及びデータベース化
（財）日本健康・栄養食品協会 理事長/日本健康科学学会 理事
２．科学的な健康食品情報のデータベース化
（独）国立健康・栄養研究所 情報センター長

梅垣敬三

３．健康食品による健康被害に関する情報システム
（社）日本医師会 常任理事
12:10〜13:10
13:10〜13:50

内田健夫

休憩・昼食
教育講演

司会

日本健康科学学会 副会長

名和

肇

「諸外国のサプリメント関連法制度と我が国の今後の展望」
エグゼクティブ会議 議長/日本健康科学学会 理事
13:50〜14:00

休

14:00〜14:40

基調講演

大濱宏文

憩
司会

（財）日本健康・栄養食品協会 理事長

林

裕造

「人間の生活とライフステージに合った健康情報システムの実現
−今求められる医療科学、環境予防医学と健康科学との融合−」
慶應義塾大学医学部 東京電力先端医療科学・環境予防医学寄附講座 特別研究教授
14:40〜15:00
15:00〜16:50

信川益明

市民公開講演会受付、休憩
市民公開講演会

「消費者に健康情報を提供するアドバイザリースタッフの質の向上
−教育と検証、資格・認定制度の現状と課題−」
司会

ダニスコジャパン（株） 学術・技術担当最高顧問/日本健康科学学会理事

浜野弘昭

１．アドバイザリースタッフの養成に関する基本的な考え方の経緯
厚生労働省 医薬食品局食品安全部 新開発食品保健対策室長

玉川

淳

２．消費者側が求めるアドバイザリースタッフ像と検証
（独）国民生活センター 商品テスト部 調査役

宗林さおり

３．アドバイザリースタッフの養成−教育、フォローアップ体制と検証−
鈴鹿医療科学大学 保健衛生学部 教授/ＮＰＯ日本食品安全協会 理事長

長村洋一

16:50〜17:00

閉会挨拶

日本健康科学学会 副会長/東京医科大学 教授

日本健康科学学会 第２５回学術大会長/（財）日本体操協会 副会長

名和

肇

塚原光男

参加申込：
 参加資料代
事前登録
2 月 16 日まで
4,000 円

当日登録
2 月 17 日以降
5,000 円

備

考

日本健康科学学会
学会誌（特集号）は事前に送付し
会 員
ます。
一 般
7,000 円
8,000 円
学会誌（特集号）が付きます。
共催・後援団体
学
生
1,000 円
2,000 円
学会誌（特集号）は付きません
１．当日，
『健康フォーラム特集号』
（日本健康科学学会会誌「Health Sciences」平成 21 年 2 月
発行予定, 定価 2,000 円）を参加者（一 般,共催・後援団体会員）に配布します。
２． 健康フォーラム特集号は,本学会会員（学生会員を含む）には,事前に郵送されます。
当日は配布いたしませんので,ご持参ください。

 事前登録
１． 事前登録締切日：平成 21 年 2 月 23 日（月） ［支払期日］
２． 【事前登録 参加申込書】（学会ホームページ http://www.jshs.gr.jp からダウンロードで
きます）に必要事項を記入し,参加資料代振込み領収書のコピーを添えて,事務局あてに
郵便またはＦＡＸにてお送りください。（電話での申込みは受付けておりません。）
振 込 先： 振込手数料は，申込人にてお願いいたします。
郵便局／口座番号：00160-6-611654 加入者名：日本健康科学学会シンポジウム事務局
銀
行／りそな銀行中野支店 普通口座番号: 1547574
口座名：日本健康科学学会シンポジウム事務局
３． 事務局に「参加申込書」が届いた方から先着順に受付し,受付人数が定員（320 名）に
達ししだい,締切前でも受付を終了させていただきます。
４． 参加申込を受付けた方には,順次,「事前登録手続完了ハガキ」 （健康フォーラム当日持参）を
お送りいたします。健康フォーラム当日は，そのハガキと引換えに「資料等」をお渡しし
ますので,ハガキの紛失にご注意下さい。
５． いったん振り込まれた参加資料代等はいかなる理由がありましても,返金には応じかね
ますのでご了承ください。

申込先・問合先：
日本健康科学学会 健康フォーラム事務局（平日 9:30〜16:30，土日祝祭日は休み）
〒164-0001 中野区中野 2-2-3 株式会社へるす出版事業部内
TEL：03-3384-8037 FAX：03-3380-8627
E-Mail: health-sci@herusu-shuppan.co.jp
学会ホームページ： http://www.jshs.gr.jp

会場案内：東京医科大学病院 臨床講堂 ６Ｆ
・ 東京メトロ地下鉄丸ノ内線 西新宿駅（東京医大病院前）下車 E5 番出口
・ 都営大江戸線 都庁前駅下車約７分 A7 番出口
・徒歩 新宿駅西口より約 10 分

日本健康科学学会 健康フォーラム （２００９．２．２６）
『健康情報をどのように活用するか−アドバイザリースタッフ、データベース化、法制化−』

【事前登録 参加申込書】
宛先：日本健康科学学会 健康フォーラム事務局（平日 9:30〜16:30，土日祝祭日は休み）
〒164−0001 東京都中野区中野２−２−３ （株）へるす出版事業部内
ＴＥＬ：０３−３３８４−８０３７

ＦＡＸ：０３−３３８０−８６２７
注意： ボールペンにて楷書体でご記入下さい （薄いとＦＡＸでは読めません）。
ふりがな
該当項目を、「○」で囲んで下さい。
会員種別：学会会員，共催・後援団体会員，一般・学生
氏
名
所

属（職名）：

住

所（連絡先）

ＴＥＬ：
Ｅ-ＭＡＩＬ：

〒

−
ＦＡＸ：

※上記申込者と同じ所属の場合、複数名で申込みいただけます （振込も合同でお願いします）。
氏
名
ふりがな
会員種別（該当項目を「○」で囲んで下さい）
学会会員，共催・後援団体会員，一般・学生
学会会員，共催・後援団体会員，一般・学生
学会会員，共催・後援団体会員，一般・学生
参加資料代金（日本健康科学学会会員 4,000 円,共催・後援団体会員・一般 7,000 円, 学生 1,000 円）
※当日登録の場合、参加資料代金は、上記金額の 1,000 円増になります。

（ご利用明細書や払込票兼受領書（コピー可） 貼付箇所）
口座番号、預金残高等の情報は、ご自分で塗りつぶしてください。
振込時に使用したご利用明細書や払込票兼受領書など
「振込者名」と「振込金額」は、判別できるものを貼付してください。

【振込先】
郵便局 ／口座番号：00160-6-611654 加入者名：日本健康科学学会シンポジウム事務局
銀
行／りそな銀行 中野支店
普通口座 口座番号 １５４７５７４
口座名：日本健康科学学会シンポジウム事務局

※参加申込を受付けた方には、順次「事前登録手続完了ハガキ」 （健康フォーラム当日持参）をお送りいたします。
健康フォーラム当日は、そのハガキと引換えに「資料等」をお渡ししますのでハガキの紛失にご注意下さい。

