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開催の御礼 
 

           一般財団法人日本ヘルスケア協会 

                  会長 今西信幸 

 

 

昨年６月３０日の活動方針発表会から１年２か月が経ち、本年９月１日・２日

に東京大学・弥生講堂で、「第１回日本ヘルスケア学会年次大会／一般財団法人

日本ヘルスケア協会活動発表会」を開催することができました。皆様の多大なる

ご協力の賜物と、心から御礼申し上げます。当日は多くの方にご来場いただき、

一部の方が立見になってしまいました。ご不便をお掛けしましたことを心より

お詫び申し上げます。 

会の冒頭で協会の提言をお伝えしました。この日本ヘルスケア協会が何を目

指した団体であるのかをわかりやすく、多くの方に伝えるためであります。健康

寿命と平均寿命を近づけ、さらに伸ばすこと、「歯磨き」に代表される予防を、

さまざまな体の部位において提言すること等々、今後の部会、研究会活動を通じ

て、実現してまいります。 

ご参加者をはじめ、ヘルスケア産業に関係する皆さまに、当協会の活動をご理

解いただき、絶大なるご支援、ご協力を賜りますよう、心よりお願い申し上げま

す。 

 

 

報告書の作成にあたって 
          

          一般財団法人日本ヘルスケア協会 

               理事長 松本南海雄 

 

 

 「第１回日本ヘルスケア学会年次大会／一般財団法人日本ヘルスケア協会活

動発表会」を無事に開催することができました。１日目の基調講演、口頭発表、

シンポジウム、懇親会、そして、２日目の分科会。両日を通じてのポスターセッ

ション。なんと、延べ１０００人を超える方々が集まり、健康寿命延伸産業の発

展をともに考えた２日間でありました。 

 医療業界、化粧品業界、食品業界、トイレタリー業界、ペット業界、フィット

ネス業界、情報・通信業界、研究機関、有識者、学校、団体、行政、議員など多

数の方々の協力のもとでの開催であり、ヘルスケア業界の裾野の広さが感じら

れました。内容を報告書にまとめましたので、ぜひご覧いただきたいと思います。 

 開催準備期間が短かったことを反省し、来年度は９月７日・８日の両日に開催

することを発表いたしました。これから１年間、ヘルスケア推進に向けた取組み

を行ない、さまざまな発表を通じて、ヘルスケア産業の発展に貢献してまいりた

いと思います。 

 どうか、より一層のご支援を賜りますよう、心よりお願い申し上げます。 
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第１回日本ヘルスケア学会年次大会 
一般財団法人日本ヘルスケア協会活動発表会 

次の内容で行われました。 

■開催概要 

開催日時：平成 29年 9月 1日（金）10：30～18：30、9月 2日（土）9：40～13：00 

会  場：東京大学弥生講堂「一条ホール」「アネックス」 

参加人数：１,０２４名（２日間延べ参加人数） 

     医療業界、化粧品業界、食品業界、トイレタリー業界、ペット業界、フィットネス 

     業界、情報・通信業界、金融業界、研究機関、有識者、学校、団体、行政、議員な 

     ど多数参加 

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、経済産業省、農林水産省、環境省、消費者庁 

     日本チェーンドラッグストア協会 

 

■開催プログラム内容 

●９月１日（金）第１日目 

・会長挨拶                  一般財団法人日本ヘルスケア協会 会長 今西信幸 

・基調講演「日本ヘルスケア協会の活動報告とわが国のヘルケア産業の状況について」 

一般財団法人日本ヘルスケア協会 事務総長 宗像守 

・口頭発表 

【座 長】一般財団法人日本ヘルスケア協会 副会長 上原征彦 

「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」 

帝京平成大学 薬学部薬学科 教授 井手口直子 

「ヘルスケアを定義する試み：ヘルスケアビジネスを駆動するマーケティングの役割」 

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学科 准教授 藥袋貴久 

「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」 

東京薬科大学 薬学部 医療薬学科 講師 一般用医薬品学教室 成井浩二 

「グッドライフの実現を目指す在宅介護の売場作りの方向性について」 

ドラッグストア在宅介護推進部会部会長・ウエルシア薬局株式会社 在宅本部在宅推進部 小原道子 

「高齢者のために動物を介在させた活動および療法」 

公益社団法人 日本動物病院協会・赤坂動物病院 総院長 柴内裕子 

「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～ 

減らせ突然死 救命・ＡＥＤ機器推進部会 部会長・オムロンヘルスケア株式会社 国内事業部長 大川力也 

「『食と健康』新分類と新市場創造を目指した取組」 

国分グループ本社株式会社 ヘルスケア統括部 佐々木誠 

「新しい『食と健康』マーケットの可能性と拡大への取り組み」 

公益財団法人流通経済研究所 主任研究員 加藤弘之 

「『ながら筋トレ体操』普及推進への取り組み」 

株式会社カーブスジャパン 代表取締役会長兼ＣＥＯ 増本岳 
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・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」 

 【シンポジスト】 

   厚生労働省 医政局 経済課長   三浦明 

   東北大学 特任教授  村田裕之 

   公益財団法人 流通経済研究所 専務理事  加藤弘貴  

   ウエルシアホールディングス株式会社 代表取締役会長  池野隆光 

 【コーディネーター】 

   一般財団法人日本ヘルスケア協会 事務総長   宗像守 

●懇親会 

・主催者挨拶                一般財団法人日本ヘルスケア協会 理事長 松本南海雄 

・来賓挨拶 

ヘルスケア議員懇話会事務局長 国土交通副大臣 内閣府・復興副大臣 衆議院議員 秋元司 先生 

・乾杯                         日本ヘルスケア学会 常任理事 太田伸 

・中締め                  一般財団法人日本ヘルスケア協会 副会長 池野隆光 

 

●９月２日（土）第２日目 

・全体会議  

・分科会  

 第１会場「ドラッグストア在宅介護推進部会」             座長：小原道子 

 第２会場「自己検診推進・健診推進・ＡＥＤ推進合同会議」       座長：高橋英孝 

  第３会場「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 

 第４会場「職能連携・ヘルスケアの職能の合同会議」          座長：小田兵馬 

 第５会場「スマイルケア食推進部会・機能性表示食品推進部会・「食と健康」に 

      関する研究合同会議」                  座長：天ケ瀬晴信 

 第６会場「ペットとの共生によるヘルスケア普及推進部会」       座長：越村義雄 

 第７会場「新薬局ビジネスモデル研究会」（仮称）            座長：藤原英憲 

・閉会式 

  分科会声明発表 

 日本ヘルスケア協会、日本ヘルスケア学会、日本ヘルスケア産業協議会 声明発表 

 口頭発表・ポスターセッション各賞授賞式 

 感謝状贈呈 

 閉会の言葉 
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■ポスターセッション                                                                                            

３０を越える演題が発表されました。 

 

００１ セルフメディケーション税制（医療費控

除の特例）に対する我々の取り組み 

加藤良仁（日本一般用医薬品連合会 セルフメディケー

ション実践プロジェクト税制チーム） 

井上益光、吉田勝彦、市原輝夫、大黒宏樹、神田昌彦、

平塚悟史、吉田真季 

 

００２ チャイルドレジスタンスを指向した新

規医薬品包装の使用感に関するアンケート調査 

高木千明（東京薬科大学 臨床薬剤学教室） 

下枝貞彦、跡治立多（富山スガキ株式会社）、赤井智昭

（富山スガキ株式会社） 

 

００３ 漢方の治療法・漢方薬について風邪治療

に使われる漢方薬の例 

大上佳子、末松清佳（一般社団法人国際統合治療協会） 

 

００４ 食品材料中のβ-グルカン定量を目的と

したβ-グルカン結合性タンパク質の特異性解析

とその応用 

安達 禎之、笠原 健吾、花山結香、鉄井 絢子、 

山中 大輔、石橋 健一、大野 尚仁 

（東京薬科大学 薬学部 免疫学教室） 

 

００５ ペットとともに歩む健康社会を目指す

シャープの取り組み 

濱本 将樹（シャープ株式会社）、 島村 俊介（大阪府

立大学） 

 

００６ 

高反発および低反発マットレスにおける体圧分

散効果の比較 

山本 泰生、以下協同者 阿部 真由美、森田 寛子、 

梅沢 真美、森 尚志、小松原 大介 

（ユニ・チャーム株式会社） 

 

００７ 多言語で商品情報提供！（商品バーコー

ドをかざすと、当該商品のカテゴリーや詳細情報

が、多言語で表示されます。） 

上田俊秀（製・配・販連携協議会事務局）  

（一般財団法人流通システム開発センター コード管理部 次長） 

 

００８ 一般社団法人日本医薬品登録販売者協

会・一般社団法人滋賀県医薬品登録販売者協会に

おける都道府県の連携モデル（滋賀県モデル）の

研究と実践 

樋口俊一（一般社団法人日本医薬品登録販売者協会 会長） 

藤岡平一郎（一般社団法人滋賀県医薬品登録販売者協会 会長） 

 

００９ 薬学生に対するヘルスケア教育の積極

的な導入について 

三浦典子、大野尚仁  

（東京薬科大学薬学部薬学教育推進センター、免疫学教室） 

 

０１０ 薬薬学合同ワークショップの経緯と 

展開 

大野尚仁（東京薬科大学 薬学部 免疫学教室） 

 

０１１ 「ＡＥＤをもっと身近なものにするため

に私たちが今できることは何か」 

神奈川県のセミナー来場者アンケートから見え

ること 

吉田一彦（オムロンヘルスケア株式会社 国内事業部 

AED事業部 営業二課 主査） 

 

０１２ 『ウエルカフェ』を利用した地域協働の

実際 

澤田康裕（ウエルシア薬局株式会社 地域包括推進部） 

 

０１３ 高齢者の暮らしのお手伝い。あんしん安

全な老人ホームの探し方 

磯田雅克（一般社団法人 国際統合治療協会 シニアケア部会） 

 

０１４ ヘルスケア産業協議会「配置販売業部会」

活動報告 

「優良配置販売業」認定制度の実施と配置販売業

の新しい可能性を考える 

右近保（配置販売業部会 部会長）  

 

０１５ ドラックストアにおける自己採血キッ

トを用いたセルフチェックの実施に向けて 

松井秀正（大木ホールディングス株式会社）  

柏木久史（株式会社リージャー）  

田嶋眞吾（株式会社リージャー）  

高橋英孝（東海大学八王子病院健康管理センター） 

 

０１６ 健康増進のためのたんぱく質摂取の 

展望 

常松雅子（株式会社明治 スポーツ栄養マーケティン

グ部普及Ｇ） 

 

０１７ 機能性表示食品の課題と可能性 

一般社団法人国際栄養食品協会(AIFN) 
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０１８ ゼロイベントを目指すデータヘルス 

ケア 

山新真人（オムロンヘルスケア株式会社 データヘル

スケア事業本部 コネクテッドデバイス事業部 国内

事業グループ 基幹職） 

  

０１９ 食後高血糖の実態調査と、検体測定室で

食後血糖値を測定する重要性について 

安部正義、中嶋和人 

（アークレイマーケティング株式会社 学術推進チーム） 

 

０２０ 白癬症治療の実態からフットケアの意

識向上を目指して 

菅原直人 1,2、荻島成美 1、大野尚仁 1、町田充 2、生

井一之 3（1さいたま赤十字病院 薬剤部、2東京薬科

大学薬学部 免疫学教室） 

（1 東京薬科大学薬学部、2 さいたま赤十字病院薬剤

部、3さいたま赤十字病院糖尿病内分泌内科） 

 

０２１ ヘルスケアの職能に関する研究会活動

報告 「生活者のヘルスリテラシーを向上させる

薬剤師・登録販売者・管理栄養の各種教育、研修

について」 

堀美智子（ヘルスケアの職能に関する研究会 座長） 

 

０２２ 医療・介護・健康における職能連携部会

活動報告 

「生活者のヘルスケア推進につながる地域の連

携体制づくりを考える」 

小田兵馬（医療・介護・健康における職能連携部会部

会長） 

 

０２３ いい野菜をたくさん食べて人生１００

年時代を健康に生きよう！！ 

丹羽真清（野菜で健康推進部会部会長 デザイナーフ

ーズ株式会社） 

芹澤正満（野菜で健康推進部会副会長 株式会社シー

ジーシージャパン）  

中田光彦（野菜で健康推進部会 株式会社サラダコスモ） 

  

０２４ 健康寿命延伸に貢献する健康油脂の新

たな役割～中鎖脂肪酸油（MCT）のフレイルへの

活用～ 

佐野淳也、新島英実、森川 聡 

（日清オイリオグループ株式会社 ウェルネス食品営

業部） 

 

０２５ 健康ステーションを活性化するＩＣＴ

の活用とカフェコンテンツ 

大島敦（株式会社タニタヘルスリンク） 

甲阪絢佳（株式会社タニタ食堂） 

 

０２６ 持続グルコース測定器を使った糖尿病

予防の仕組み 

髙木秀一（株式会社 NSD） 

松井秀正（株式会社大木） 

馬場祐典（株式会社 NSD） 

髙橋英孝（東海大学八王子病院健康管理センター） 

 

０２７ 在宅介護における介護関連食品と口腔

ケア用品の課題 

三好淳介（アサヒグループ食品株式会社） 

 

０２８ ドラッグストアと在宅医療の関わり～

嚥下困難者に携わった一例～ 

土方香澄、粂原義朗、高野直人 

（株式会社龍生堂本店） 

 

０２９ 排泄介護における自立と尊厳を保つ為

の新しい選択肢「自動排泄処理装置：ドリーマー」 

長谷川佳史、高橋 克英（株式会社えがお）  

 

０３０ 市場ルールを援用した公的配食サービ

ス事業の課題と新たな可能性に関する一考察  

－名古屋市を事例として－ 

松井順子（大阪千代田短期大学 幼児教育科 介護福祉

コース） 

 

０３１ ドラッグストア在宅介護推進部会活動

報告 

「グッドライフの実現を目指す、在宅介護の方向

性について」 

服部 和俊（ドラッグストア在宅介護推進部会 副部会長） 

他、ドラッグストア在宅介護推進部会 構成員・委員  

 

０３２ 感染予防技術普及推進部会の紹介とオ

ゾン水を用いた手指消毒の有効性 

日科ミクロン株式会社 

感染症予防技術・普及推進部会 
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９月１日（金） 第１日目 

会長挨拶 
 

             一般財団法人日本ヘルスケア協会 

                    会長 今西信幸 

 

本日はたくさんの関係者にお集まりいただきましたが、会場 

がせまく、立見の状態となってしまいましたことを心からお詫 

び申し上げます。 

今回の開催にあたりましては、“ヘルスケア”の関係省庁である、厚生労働省、農林水

産省、環境省、消費者庁に加え、全産業を統括する経済産業省からも後援・協力をいただ

きました。改めまして御礼申し上げます。 

協会として５つの提言をお伝えします。①ヘルスケアは予防のことです②健康寿命を

平均寿命に近づけ、その年数を伸ばします③予防は身体、心、頭にいいことを提言します

④目、鼻、耳、肩、腰等の「歯磨き」を提案します⑤提言、建議をするだけにとどまらず、

産業として実践します。 

予防は私費医療の範疇です。本日、ご参集の皆様とともに進んでまいりたいと思いま

す。よろしくお願いします。 

 

基調講演 

「日本ヘルスケア協会の活動報告と 

 わが国のヘルケア産業の状況について」 
           

            一般財団法人日本ヘルスケア協会 

                  事務総長 宗像 守  

 

日本ヘルスケア協会は超高齢社会、人口減少時代の日本で社会保障や医療制度へ対応

するため、ヘルスケア産業の育成を目的に設立された。日本ヘルスケア学会、日本ヘルス

ケア産業協議会の２つの活動を軸にしており、各部会・研究会が積極的な活動を行い、

様々な成果をあげている。その他の活動としては地域イベントへの協力、大学の講座受

託、ドラッグストア業界への支援事業、提言・要望、広報活動、展示会の同時開催などを

行ってきた。 

今後の活動目標は、小さくても良いので確実な業績・成果を出し、「健康寿命延伸」を

支えるヘルスケア産業育成の実現である。 

日本ヘルスケア協会が、ヘルスケア業界に与えている影響の一つに「街の健康ハブス

テーション構想」がある。これは、ドラッグストアが新しい機能を持つ「地域健康のプラ

ットフォーム」となることを目的としている。 

街の健康ハブステーション構想実現のため、日本ヘルスケア協会は「コンシェルジュ

マスター」の養成と「サポートパートナー」として支援事業に協力・支援を行っている。 
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口頭発表 
「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」 
                  帝京平成大学 薬学部薬学科 

                       教授 井手口直子 
  

 平成 25年の閣議決定で「薬局を地域に密着した健康情報の拠点とし薬の 

使用に関する助言や健康相談、情報提供を行う等、薬局・薬剤師の活用を 

促進する」と発表された。これは極めて重要な決定である。 

 身近な健康相談スポットである薬局・ドラッグストアにどの様なコミュニケーションが求

められるか。健康寿命を延伸するヘルスケア支援、生活者自身が解決するための行動のケア

が求められる。 

 幅広くセルフメディケーションを考えた時に、生活者に対し薬の伝え方が不十分ではない

かと感じる。薬剤師に一度も相談したことがない、相談できることを知らなかった、家族や

知人に聞く、ネットで調べる、薬剤師に聞いて専門的な答えが返ってくると思わなかった等

の意見がある。薬剤師が患者に対して積極的にアプローチをしていかなければいけないと考

えられる。 

 

「ヘルスケアを定義する試み： 
ヘルスケアビジネスを駆動するマーケティングの役割」 
    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学科 

                       准教授 藥袋貴久 
 
 「ヘルスケア」の定義とその考え方は何か。医療から、健康食品、美容、 

休養、趣味、運動、ペットなどに広がり、関連産業を連携・結合する動きが始まっている。 

 「ヘルスケアとは、分析の知と臨床の知との対話の下で、産業横断的に提案される価値の

創造を通じて、人々が「よく生きること」をめざし、個人的にも社会的にも、より少ない負担

で、病気や心身の不調からの「自由」を実現し、かつ自らの「生きる力」を引き上げていくた

めの手伝いをする諸活動である。」と定義が示されている。 

 健康寿命の延伸は公的サービス削減化戦略の主軸であり、低コストで最大限の効果をあげ

ることが社会的要請となっている。健康が人生における大切なものと理解されるならば、リ

バタリアン・パターナリズの立場と適合しやすいだけでなくマーケティングの効率性・有効

性を発揮し、公的部門に対し優位性を活かした発展方向が期待される。 

 

「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」 
            東京薬科大学 薬学部 医療薬学科 講師 

                 一般用医薬品学教室 成井浩二 
 

 スイッチ OTC医薬品の開発、製造販売、普及のための一助となる情報 

を収集するために、一般生活者のスイッチ OTC 医薬品に対して持っている意識やニーズを、

東京都多摩地区のスポーツクラブ内で調査した。  

 一般消費者の 56.5%が認知しており、74.0%がスイッチ OTC医薬品を使用したいと回答した。

使用したい理由としては「病院にかかるより手軽だから」91.7％、次いで「薬剤師による説

明を受けて購入できるから」が 28.3％。スイッチ OTC医薬品を認知しているほど、使用した

いと回答する割合が有意に高いため、スイッチ OTC 医薬品の普及には、スイッチ OTC 医薬品

の認知の向上、つまり、教育・啓発活動によりスイッチ OTC 医薬品を知ってもらうことが重

要であることが強く示された。 
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「グッドライフの実現を目指す 

在宅介護の売場作りの方向性について」 

            ドラッグストア在宅介護推進部会 部会長 

 ウエルシア薬局株式会社 執行役員 在宅本部推進部長 小原道子 

 

 ドラッグストア在宅介護推進部会では、ドラッグストアが地域の身近な 

生活拠点として、生活者のＱＯＬの向上につながる在宅介護の生活支援分 

野の取組みについての研究を行ってきた。 

 在宅介護は、暗く、辛いイメージになりがちであるが、介護商品だけでなく通常の商品も

見方を変えて取り入れ、ちょっとした工夫を行うことで、在宅介護を「豊かな時間」ととら

えることが出来る介護売り場（グッドライフセレクション）作りの方向性を検討してきた。 

 今回は、在宅介護のコアの分野の「食」について、本人の生きがいや楽しみを増やし、介護

の負担軽減と精神的負担の軽減につながる提案を行った。今後は、さらに「食」の分野の掘

り下げを行い、他の分野についても討議を重ね、具体的提案を行い、地域の方々に愛される

ドラッグストアを目指していきたい。 
 

「高齢者のために動物を介在させた活動および療法」 

               公益財団法人 日本動物病院協会 

               赤坂動物病院 総院長 柴内裕子  

 

 動物たちが人の健康や教育、治療に役立つような活動が始まったのは 

1980年代からであり、今日、医療や福祉の場で動物たちが活動する事が 

できるようになっている。 

 人と動物が触れ合う効果として、精神的、身体的、社会的効果、調査研究されている。最近

は特に科学的な裏付けで、大変重要な多数の世界的な発表がされている。その中で唾液や血

液等から、オキシトシンなどの幸せホルモンとよばれるもの増加が認められており、ストレ

スホルモンといわれるコルチゾール値が下がることなどが言われている。 

 高齢者が、1人で暮らすということが、老化や様々な病気の発生に関わっている。動物と共

に暮らすことにより、高齢者の孤独を支え、疾病や通院回数が少なくなるなど、様々な心の、

そして健康のために役立っていくことになる。 
 
 

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～ 

       減らせ突然死 救急救命・AED機器推進部会 部会長 

     オムロンヘルスケア株式会社 国内事業部長 大川力也 
 
 本部会は突然死を減らすため、①人を助ける機械（機会）増やす、②助 

ける人を増やす、③突然死になる人を減らす（予防・健康増進）ことを 

目的に活動を進めている。心停止が発生した場所は自宅が約７割を占めており、生活者の身

近な存在である薬局・ドラッグストアへのＡＥＤ及び救護者の設置が求められる。 

 初年度はヘルスケア産業界が突然死を減らすために取り組むべき指針の作成、助ける人を

増やすためのＪＡＨＩ認定「救急救命・ＡＥＤ指導員」認定講習を開始したが、本年度は部

会委員を拡大し、その普及推進を開始する年度と位置づけてその活動を推進させる。 

 生活者を含めた多くの方を対象としたコンシェルジュ研修や、突然死予防に関する情報提

供など準備しており、地域の様々な企業と団体が連携し、突然死を減らすための活動を推進

していく。 
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「食と健康」の新商品分類と新市場創造を目指した取組 

                    国分グループ本社株式会社 

                  ヘルスケア統括部 佐々木誠 
 

 日本ヘルスケア学会のヘルスケア科学部会「食と健康に関する研究会」 

は、「食と健康」新分類を作成した。「食と健康」新分類は多様な健康志 

向食品を、①保健機能食品、②スマイルケア食品、③ヘルスケア食品、 

④医薬部外品に４区分している。 

 今後は、日本ヘルスケア学会の流通部会とも共有し、店舗展開、市場分析などに活用し、

新たな市場拡大を図っていく。 

 この①～④の区分の中で最も多く食品が分類されるのが「ヘルスケア食品」だといえる。

「ヘルスケア食品」は分類２で、「リスク軽減食品」、「運動支援食品」、「スポーツ・フード」 

「ヘルスサポート食品（いわゆる健康食品含む）」に４区分されている。 

 今回、「軽減食品」のうち、さらに分類３の「減塩食品」に取り上げ、醤油、味噌、即席麺

といった対象食品を１つの括りで、消費者に分かりやすい陳列等を提案した。 
 

「新しい『食と健康』マーケットの可能性と拡大への取り組み」 

                   公益財団法人 流通経済研究所  

                     主任研究員 加藤弘之 
 
 流通部会では、健康寿命延伸とヘルスケア産業の育成に向け、「食と健康」 

に関わる食品群を対象とした商品分類の考え方の整備と普及啓発について 

の議論を重ねている。今回の口頭発表では、流通部会が上記の課題に取り 

組む理由を以下 2点挙げた。 

１．健康ニーズへの情報提供の為の、生活者視点の商品情報インデックスが必要。 

２．既存食品の多様な健康機能を可視化することができれば、「食と健康」マーケットの拡大 

  に寄与できるのではないか。 

 幾つかのデータを提示し、「食」による健康改善ニーズの需要創造の余地は大きく、従来の

トクホや機能性表示食品に留まらない、「食と健康」機能に着目したカテゴリー創造が求めら

れていることを提案した。 

 最後に、関係各社・団体の参画のお願いとともに、2018年初頭の「食と健康」分類のガイ

ドライン案発表をスケジュール目標とすることを宣言した。 

 

『ながら筋トレ体操』普及推進への取り組み 

          中高年のための健康体操・運動推進部会 部会長  

   株式会社カーブスジャパン 代表取締役会長兼ＣＥＯ 増本岳 
 

 現状の課題として、中高年の健康維持のためには運動が必要だが、運動 

習慣者は中高年の３割しかいない。正しい健康知識を伝え啓発をしていく 

必要がある。そのためには簡単にできる運動プログラムが必要である。また、ドラッグスト

アの店頭での啓発や周囲からの働きかけも必要である。普及させるための具体的な目標は運

動習慣者を２０００万人新たに増やすことである。 

 「ながら筋トレ体操」は日本チェーンドラッグストア協会と共同開発を行い、国立健康栄

養研究所の監修を得ているため、短時間で効果的に運動が出来るプログラムであり、第１７

回 JAPANドラッグストアショーで発表。また有楽町の駅前のイベントでもお披露目をした。 

 今後の活動は年内に普及推進活動や店頭での案内をするためのツールやマニュアルを作成

し、トライアルを経て、来年から各地域のドラッグストアと連携を図り、運動習慣者を増や

す活動を実施していく。 
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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」 

 「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」をテーマに、シンポジ

ウムが行われた。 

 シンポジストは、国の立場から、厚生労働省医政局経済課長の三浦 明氏、そして、教育

の場から、東北大学特任教授で関西大学客員教授でもあり、NPO法人エイジング社会研究セン

ター代表理事の村田 裕之氏、また、流通部門から、公益財団法人流通経済研究所専務理事

の加藤 弘貴氏が、そして、産業界からは、ウエルシアホールディングス（株）代表取締役会

長で、一般財団法人日本ヘルスケア協会副会長兼日本ヘルスケア産業協議会会長の池野 隆

光氏の４名。コーディネーターは、一般財団法人日本ヘルスケア協会事務総長である宗像 守

が就き、我が国の健康寿命延伸政策とヘルスケア産業の課題について、最初はそれぞれのシ

ンポジストからプレゼンが行われ、その後、ディスカッションとなった。途中で、宗像事務

総長から会場の増井ＪＡＨＩ理事に質問が飛ぶなど、ステージと観客が一体となったシンポ

ジウムであった。 

※なお、三浦課長は公務のため、プレゼン終了後、会場をあとにしたため、ディスカッションには加わっておりま 

 せん。 

 

 

 

 

 

 

 

 

三浦 明 様 

厚生労働省 医政局 経済課長 

 

 健康寿命とは、日常生活に制限のない期間。男性より女性の方が長い。 

健康寿命延伸は国にとって、大変大きな問題であり、高齢化は全省庁に 

関係し、健康増進法で具体的に目標を定め、取り組んでいる。 

 寝たきりになるスタートは、入れ歯の具合が悪いことなど、ささいな 

ことであったりする。地域包括ケアシステムの構築を目指していて、関 

係する色々な職種がそこに参加してきてほしい。 

 スマート・ライフ・プロジェクトで、健康寿命延伸への呼び掛けとし 

て、適度な運動、適切な食生活、禁煙、健診・検診の受診の４項目をあげている。また日本再

興戦略では、セルフメディケーション推進が謳われており、医療用からのスイッチＯＴＣ拡

大も明記されている。セルフメディケーション税制が本年からスタートしたので、ぜひ利用

してほしい。2025 年は団塊の世代が 75 歳を迎える年として注視されている。国民自身を参

加させるには、“動機づけ”が重要と思い、関心を高めていきたい。ドラッグストアには地域

に根差した形で、きちんと地域包括ケアのメンバーとして加わってほしい。 
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村田 裕之 先生 

東北大学 特任教授、関西大学 客員教授 NPO法人エイジング社会研究センター 代表理事 

 

 日本は世界一の“超高齢社会”である。超高齢社会の日本では、認知 

症患者が急増している。2015年で 525万人、予備軍を加えると 800万人 

という数字。認知症は経済的損失を与え、日本では年間 14.4兆円。予防 

が大事で病院で脳の委縮による認知症とわかったときは手後れである。 

 老化、アンチ・エイジングは後ろ向きの意味の言葉だった、最近では、 

“スマート・エイジング”という考え方が出てきた。加齢とは、何かを 

得ること、人間の発達、成長することという考え方。スマート・エイジングのための４大要

素は、脳を使う、身体を動かす、バランスのとれた栄養、人と積極的に関わる習慣である。定

年退職すると、こうしたことがだんだん薄れていくといわれている。 

 スマート・エイジング・カレッジを開講していて、半分が 60歳以上の方である。東京では、

民間企業 60社により、開講している。いまは、産学連携でスマート・エイジングの考え方を

もとに、認知症ゼロ社会の実現を目指している。 

 ドラッグストアは在宅医療推進に合わせて、生活をサポートする役割をもっと担うように

なるべきと思う。また、薬剤師は医師、看護師、栄養士の輪にもっと入っていくべきだと思

う。 

 

加藤 弘貴 先生 

公益財団法人 流通経済研究所 専務理事 

 

 大きく３つの内容でお話しする。１つは、これから大都市圏で急増 

する 75歳以上高齢者への対策。増加率が高いのは、埼玉・千葉・神奈川 

・愛知・大阪で、増加人数も多い。地方はもう高齢化が進んでしまった。 

団塊の世代が対象であり、健康、予防に関して、団塊ジュニアとの関係 

にも注目しなければなりません。地方で心配なのは過疎化、買い物難民 

である。 

 ２つ目は、ヘルスケア商品・サービスの総合的な提案が必要ではないかということ。日本

ヘルスケア協会では、新しい「食と健康」の新分類を発表した。商品部にヘルスケア部門を

設置して、ヘルスケアに関するトータルＭＤを行うのがいいと考える。すでに、一部、卸企

業様でそうした動きが出ている。 

 ３つ目は、ワン・トウー・ワン・マーケティングの本格展開。顧客に個別対応すること、ド

ラッグストアは地域の一員として展開することが大事になってくると思う。その上で、個々

のコミュニケーションをより進化させていくことである。 
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池野 隆光 

ウエルシアホールディングス株式会社 代表取締役会長 

一般財団法人 日本ヘルスケア協会 副会長兼日本ヘルスケア産業協議会 会長 

 

 現在わが社で取り組んでいることとして、１つはＡＥＤの設置を進め 

てる。取り組んで１０年間だが、年間に使用が７回、蘇生したのが１回 

という感じ。ウエルシア店舗へＡＥＤをとりに来るまでに１０分かかっ 

てしまう。地域に関心を持ってもらって、ＡＥＤを使えるようにならな 

いといけないと思う。生活者は暮らしやすくなる、いい商品を追い求め 

ている。また、そうした商品はあるのに、知られていないということが 

ある。もっと、地域のみなさんに知ってもらわないといけないと思う。サバの缶詰などは高

齢者にとって、柔らかくいい商品である。  

 安倍首相が働き方改革と言っているが、人工肛門をつけて生活している人は２０万人～５

０万人と言われている。たまったものを処理するところがないと外出できないのだそうだ。

そうした方々のために、いま、多目的トイレの設置・改装にとりかかっている。 

 また、２４時間営業、２４時間薬局を作っていて、いまは１２０店舗ぐらい。人員確保が

大変で商売上はまだうまくないが、地域を支えるドラッグストアは、やらなければならない

と思い、進めている。 

 

突然の指名ながら回答する増井德太郎 ＪＡＨＩ理事 

（新日本スーパーマーケット協会 副会長） 

              

             スーパーマーケットも超高齢社会への対応として、このヘルス 

             ケアカテゴリーをどう位置付けるかが課題である。 

             健康の源は“食”だ。ドラッグストアと一緒になって、スー 

             パーマーケットとしての役割を担っていきたいと思う。 
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懇親会 
 

■主催者挨拶 

日本ヘルスケア協会  

理事長 松本南海雄 

 
 超高齢社会および 

人口減少時代を迎え 

ている我が国は、これまでの社会保障制度や

医療制度を維持するため、早急の対応が求め

られている。ヘルスケア産業界が自ら提案し、

自ら実践する環境づくりのために、「民間の」

「民間による」「民間のための」にヘルスケア

推進を実現するために、2015 年 11 月にこの

協会を立ち上げた。 

 当協会は、日本ヘルスケア学会と日本ヘル

スケア産業協議会を軸にヘルスケアに関す

る研究や普及推進活動を行っており、皆様方

のお力添えのお陰で、確実な成果が出てきて

いる。これからさらに力強い活動を行い、ヘ

ルスケア産業界の育成と国民の医療制度の

維持を実現していきたいと考えている。 

 

■来賓挨拶 
ヘルスケア議員懇話会 

事務局長  

国土交通副大臣 

内閣府・復興副大臣 

衆議院議員 

秋元司 先生 

 

 本日の開催、おめでとうございます。健康、

予防が重要な時代である。医療は医師だが、

超高齢社会においては、財源の問題もあり、

健康でいながら長生きすることである。病気

にならないためには、自分の体調に関しての

気付きが大事。検体の測定がドラッグストア

でもできるようになった。しかし、要件が厳

しすぎて、検体測定室の数が増えないことか

ら、ヘルスケア議員懇話会で規制緩和を行政

に働きかけた。多くの国民に体調に気づいて

もらい、予防をヘルスケア産業が支えるよう、

活性化していただきたい。 

 先の内閣改造で、国土交通省副大臣 内閣 

 

 

府・復興副大臣を拝命した。内閣府は所管が

広い。健康に関しても関わりがありますので、

ご意見をお聞かせいただきたいと思う。 

 
■乾杯 
東京薬科大学 

副学長 太田伸 

 

 本日は雨の予報であった 

が、天気になり、大変よか 

ったと思う。明日は、分科会、そして、閉会

式では、声明発表と口頭発表、ポスターセッ

ションの表彰式を行うので、ぜひ、よろしく

お願いしたい。 

 本日ご参集の皆様のご健勝と、日本ヘルス

ケア協会、日本ヘルスケア学会の発展を祈念

して、乾杯したいと思う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■中締め 
日本ヘルスケア協会 

副会長  

日本ヘルスケア産業協議会 

会長 池野隆光 

 

 中締めをさせていただく。本日は、本当に

たくさんの方に来ていただいた。明日も、そ

して、次回も大勢の方に来ていただきたいと

思う。 

 この日本ヘルスケア協会は絶対にやりる。

日本ヘルスケア協会は健康寿命延伸のヘル

スケア産業を絶対に発展させる。 

 新しい時代をつくるのは、私たちだ。これ

からの明るい未来に向けて、一本締めを行な

いたいと思う。ありがとうございました。
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９月２日（土） 第２日目 

全体会議 

～本日の分科会開催にあたって～ 

 本日は、この全体会ののち、分科会に分かれて、討議を深めていただく。その後、再度、

この一条ホールに集合していただき、各分科会からの声明、団体からの声明を発表したの

ち、口頭発表、ポスターセッションの表彰を行なう。 

 ＪＡＨＩ活動の基本的な考えは、（１）小さな実績でもよい、確実な実績や成果を上げる

こと、（２）1年たっても実績や成果がない、または見えない場合は見直しか、廃止とする

こと、（３）今後の部会・研究会活動の進め方として、①問題、課題の明確化②目的の明確

化③目標の明確化④方法、手段の明確化⑤確実な実践とチェックである。 

 本日の分科会での話し合いが、ご参加の皆様の協力で、今後の力強い活動へのスタートと

なるよう、活発な議論をぜひお願いしたい。 

一般財団法人日本ヘルスケア協会 事務局長 本吉淳一 

分科会 
■ドラッグストア在宅介護推進部会 
 「在宅介護の現状と期待される役割について討議し、ドラッグストアが行う 
 在宅介護支援の推進を考える 
 座長：ドラッグストア在宅介護推進部会 

    部会長、薬剤師 

    ウエルシア薬局株式会社 執行役員 

    在宅本部 在宅推進部長 小原道子                  

 演者：月永洋介 さつきホームクリニック 

         （宇都宮在宅医療）院長 

    須藤憲綱 SOMPOケアメッセージ株式会社 

         企画戦略本部 IT戦略部  

    福田英二 白岡市地域包括支援センターウエルシアハウスセンター長 

         暮らしの保健室かなで室長、看護師、ケアマネジャー 

    服部和俊 イオン株式会社ドラッグ・ファーマシー事業政策チーム、薬剤師 
 

 ●現状認識と参加者の共有化 

  急速に進んだ日本の超高齢社会では、要介護者が年々増加し、在宅介護が社会や生活の 

  中で普通になるが、在宅介護を支援する環境が整備されていない。子供から高齢者まで 

  地域のすべての人が支えあい暮らす社会をつくるためには、行政だけではなく民間の力 

  が重要であり、とりわけ地域に密着したドラッグストアには在宅介護の生活支援の役割 

  が期待されている。 

 ●現在の活動及び今後の課題 

  ドラッグストアでは「薬」だけではなく日用品から在宅療養に必要な商品やサービスが 

  提供されているが、生活者が望んでいる「普通の生活」を過ごすための視点からの商品 

  展開はされていない。また基本はセルフ販売のため、適切な情報提供がされていない。 

 ●問題解決のための今後の活動 

  ドラッグストアが多くの専門家と連携をとり、「人・モノ・情報」が集まる場所となり、 

  地域生活者や専門家の方々との橋渡し役となり、在宅介護支援を行っていく。 
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■スイッチＯＴＣ研究・スイッチＯＴＣ社会貢献・ＯＴＣ薬合同会議 

 「スイッチＯＴＣ医薬品の拡大に向けて」 〜 現状と展望 〜 

 座  長：渡辺謹三（東京薬科大学 薬学部 教授） 

 パネラー：西沢元仁（日本ＯＴＣ医薬品協会 顧問） 

      藥袋貴久（昭和女子大学 グローバルビジネス学部 

             ビジネスデザイン学科 准教授） 

      真崎薫令（株式会社マツモトキヨシ  

            調剤薬局ｼﾝｶﾓｰﾙ店 薬局長・薬剤師） 

 

 ●現状認識と参加者の共有化 

  冒頭、西沢委員から健康寿命延伸政策とセルフメディ 

  ケーション、スイッチ OTC化の必要性と現状、とくに行政の動向、製薬企業の取組につ 

  いて基調説明。次いで、藥袋委員からスイッチ OTC医薬品の普及の必要性と阻害要因に 

  ついて消費とマーケティングの視点から説明。最後に、真崎薫令氏からスイッチ OTC医 

  薬品の現場での活用状況と課題を披露。 

  その後、フロアーも交えて意見交換と討論。消費者の意見を反映させるために厚労省が 

  新スキームを導入したこと、スイッチＯＴＣ化の拡大には診療側の理解が不可欠なこと、 

  一物二価の現状を超える利点が求められること、これらとの関連で患者と向き合う薬剤 

  師の専門性が試されているなどの認識が共有された。 

 ●現在の活動及び今後の課題 

  現在、三部会とも検討途中であり、今後これらの課題への対応策を精査していくことと 

  した。 

 ●問題解決のための今後の対応 

  課題を共有化し、対応策を取りまとめ提言するとともに、薬剤師の相談対応力の向上と 

  医療との連携方策についても研究することとした。 
 

■自己検診推進・健診推進・ＡＥＤ推進合同会議 

 「ヘルスケアの「見える化」と普及推進の課題」 

 座長：高橋英孝 

    （東海大医学部付属八王子病院健診センター長） 

 
 ●現状認識と参加者の共有化 

  生活習慣病の予防は、わが国の優れた医療制度を維持する上で 

  最重要ポイント。 

  その予防には、食事の摂り方、運動習慣に加えて、保健機能食品や機能性表示食品等の 

  有効活用が大切だが、様々なセルフチェックのツールを用いて自宅で検査をするなど自 

  己の健康状態と対策・効果の「見える化」が重要であり、自己検診の普及と健診の推進 

  の役割はきわめて大きい。以上の認識を参加者全員の間で共有した。 

 ●現在の活動及び今後の課題 

  ガイドブックの制作、実証実験準備（自己検診部会）、健診施設の受診実績・提供サービ 

  ス実態調査（健診部会）、心停止による突然死軽減のための諸施策（ＡＥＤ部会）。課題 

  は、自己検診の普及と健診の推進によって疾病を重篤化させず、心停止による突然死に 

  至らせないための環境整備。 

 ●問題解決のための今後の活動 

  予防医学と救急医学の学際連携の可能性追求。 
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■職能連携・ヘルスケアの職能合同会議 

 「口腔ケアを例として、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について検討する」 
 座長：小田兵馬（医療・介護・健康における職能連携部 部会長） 

    （株式会社小田薬局 代表取締役） 

    （一般社団法人金沢区三師会 会長） 

  

 ●現状認識と参加者の共有化 

   ヘルスケアについて、様々なライフステージで起こる事や課題を認識する必要性、問 

題を発見した時の連絡先、相談先の認識不足、地域医療機関との連携不足がある。 

   また、店舗で対応、連携が必要な事例の認識不足（個人情報、保険、貧困家庭、税制、 

精神病、幼児虐待、不登校、自殺問題、葬儀など）も多くある。今回の検討では地域連 

携が進んでいるオーラルケアの事例を紹介（介護予防、妊婦の栄養不足、フッ素の量 

の明記、ドライマウス、入れ歯、スウェーデンの水道）した。 

 ●現在の活動及び今後の課題 

   地域の行政、医療機関、団体との情報共有、連携が図る必要がある。そして、ドラッグ

ストア、薬局店舗の専門家はヘルスケアの連携や相談を受けるため、研修による知識

の底上げが必要。 

 ●問題解決のための今後の活動 

   ライフステージごとにおきる健康問題・課題の抽出および対応策をまとめ、その各機 

   能、対応策、業務手順を整理する。そして、そのライフステージの解決策にもとづき、

地域連携推進を高め、ヘルスケア推進を図る。 
 

■スマイルケア食推進部会、機能性表示食品推進部会、 

 「食と健康」に関する研修合同部会 

 「超高齢社会における「食」の役割と可能性」 
 座長：天ケ瀬晴信 

   （一般社団法人国際栄養食品協会（AIFN）理事長） 

 パネラー：入江奨（経済産業省ヘルスケア産業課課長補佐） 

      阿部皓一（武蔵野大学薬学部SSCI研究所分析ｾﾝﾀー 長） 

      森田勉（株式会社明治 常務執行役員） 

 
 ●現状認識と参加者の共有化 

  「食」の持つ可能性、病気の予防と「食」の可能性等々を引き出すために、３部会が合同 

  で「食と健康」の目的に基づき、共通理念のもとに、一体化した「食」の新たな可能性に   

  ついて共同研究する。さらに「食」の持つ可能性が「健康寿命延伸」につがる方程式をつ 

  くる。それがわが国の国民皆保険制度を安定的に持続させる上でも極めて重要なテーマ 

  である。 

 ●現在の活動及び今後の課題 

  機能性表示食品の届出完了品目は 1,000を超えたが、ここにきて、機能表示の内容、届 

  出成分の重複が目立っている。今後は、機能表示内容と、届出成分の多様化を図り、消 

  費者の選択肢を拡大させる。さらにスマイルケア食品、医薬部外品などと連動して、新 

  たな市場拡大を図っていく。 

 ●問題解決のための今後の活動 

  生活者および商品提供者に分かりやすく、かつ効果的な「食と健康」の科学的裏付けを 

  グローバルな視点から改善し、３部会合同でその普及促進を図っていく。 



17 

 

 
■ペットとの共生によるヘルスケア普及推進部会  
 「高齢社会におけるペットとの共生とヘルスケアの関係」 

 座長：越村義雄 

（ペットとの共生によるヘルスケア普及推進部会部会長） 

（一般社団法人 人とペットの幸せ創造協会 会長） 
 

 ●現状認識と参加者の共有化 

  日本の少子化、超高齢化の中で、飼育頭数、飼育意向が低下をしている。人もペットも   

  高齢化の時代であり、現状はペットの介護、看取り等、公共施設・店舗へのペット同行 

  が難しいなどペットと暮らす上で、問題点が多い。 

 ●現在の活動及び今後の課題 

  ペットが人の健康に与える効用について作成したパンフレットを、効果よく配布をする 

  ために、どの様にすればよいか。飼育意向が無い人に配布をし、ペットとの共生と人の 

  ヘルスケアの関係について啓発をしていく。また、ペット相談の受皿を地域生活者の身 

  近な所につくる事が、地域生活者、高齢者の健康寿命延伸と飼育率の向上につながる。 

 ●問題解決のための今後の活動 

  ペット相談の受皿となる団体・事業者と協力・連携し、地域生活者がペットと安心して 

  暮らせる環境づくりを行う。 

  また、ペットとの共生が医療費の削減につながり、人の心身の健康に効用があることを 

  発信していく。 

 
 

 

■新薬局ビジネスモデル研究会（仮称） 

 「個店とチェーンの有機的連携」 

 ～今後の薬局・薬店の個店の在り方を考える～ 

 座長：藤原英憲（㈲つちばし薬局 代表取締役） 

 演者：生出泉太郎（㈲おいで薬局 代表取締役） 

    鈴木信行（患医ねっと 代表） 

 

 ●現状認識と参加者の共有化 

  新薬局ビジネスモデル研究会（仮称）世話人代表の生出氏による講演と、続いて患医ね 

  っと鈴木代表による講演で、現在の薬局は調剤に特化した薬局が多く、国が掲げる「患 

  者のための薬局ビジョン」とは乖離している現状や、薬局が地域生活者の健康のファー 

  ストアクセスの場になるためにどうあるべきかについて、参加者と認識の共有化を図っ 

  た。 

 ●現在の活動及び今後の課題 

  薬剤師および薬剤師以外の有識者と話し合いを行ってきたが、生活者・患者視点での薬 

  局の在り方を探るべく、地域と生活者に密着した薬局作りを目指すため、今後は個店と 

  ドラッグストアチェーンが連携した研究を行う必要がある。 

 ●問題解決のための今後の活動検討 

  新薬局ビジネスモデル研究会を設置し、個店とドラッグストアチェーンとの有機的連携   

  により、お互いの長所を引き出すことで地域と生活者のための役割分担を検討する。 
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閉会式 

■各分科会における声明                                   

 

●「ドラッグストア在宅介護推進部会」声明（座長：小原道子） 

 〇ドラッグストアの機能を活かした商品展開や情報提供の提案と実践を通じて、高齢者の 

明るく豊かな生活を実現する。 

 

●「自己検診推進・健診推進・ＡＥＤ推進 合同会議」声明（座長：高橋英孝） 

〇自身の健康状態を知ることで、健康維持・増進・突然死予防・諸疾患の早期発見、行動変

容等に資するための普及啓発活動を行ない、国民の健康づくりに寄与する。 

 

●「スイッチＯＴＣ研究・社会貢献、ＯＴＣ薬合同会議」声明（座長：渡辺謹三） 

 〇スイッチＯＴＣ医薬品の普及拡大に向けた方策を提示し、さらに薬剤師などの相談対応

力向上と医療連携を図ることにより、安全で効果的なスイッチＯＴＣ化の環境をつくる。 

 

●「職能連携・ヘルスケアの職能の合同会議」声明（座長：小田兵馬）  

 〇一生におきる健康問題について、相談され対応する各職能を調べその業務を整理し、正

しく認識しあうことを通じて、連携推進を高め地域生活者のヘルスケア推進を図る。 

 

■「ｽﾏｲﾙｹｱ食品・機能性表示食品・「食と健康」の合同会議」声明（座長：天ケ瀬晴信） 

 〇生活者および商品提供者に分かりやすく、かつ効果的な「食と健康」の科学的裏付けを

グローバルな観点から改善し、それらの使用および提供方法の普及推進を図り、国民の

健康寿命延伸に貢献する。 

 

■「ペットとの共生によるヘルスケア普及推進部会」声明（座長：越村義雄） 

 〇地域の生活を支える事業団体や動物施設・機関、事業者と連携し、ペット飼育の相談と

対応できる受け皿をつくり、ペットと安心して暮らせる社会づくりを通じて、高齢者と

ペットの健康寿命延伸を実現する。 

 

■「新薬局ビジネスモデル研究会」声明（座長：藤原英憲） 

 〇個店とドラッグストアチェーンの有機的連携をはかり、両者の存在価値を高め、地域生  

活者のよりきめ細かな生活満足を実現する。 
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■日本ヘルスケア協会、学会、産業協議会の声明                    

●日本ヘルスケア学会声明 

 〇日本ヘルスケア学会は、既存の枠組みにとらわれず、様々な側面から 

  独創的なヘルスケア推進に関する研究を行い、わが国の将来に 

  求められるヘルスケアのあり方について提言およびヘルスケア事業の 

  学術的支援を通じて、国民が安心して暮らせる社会を実現する。 

 

 

●日本ヘルスケア産業協議会声明 

 〇日本ヘルスケア産業協議会は、1業界や 1社の努力では実現困難な 

  ヘルスケア事業を、業界連携や企業連携を行うなどの環境整備および 

  普及推進を支援し、わが国の優れたヘルスケア事業の育成を図り、 

  国民が安心して暮らせる社会を実現する。 

 

 

●一般財団法人日本ヘルスケア協会声明 

 〇一般財団法人日本ヘルスケア協会は、ヘルスケアの独創的な研究と 

  事業の普及推進を通じて、健康寿命延伸に寄与し、わが国の優れた 

  医療と介護の制度を維持させ、国民が安心して暮らせる社会を実現 

  する。 
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第１回日本ヘルスケア学会年次大会 授賞者  
審査委員会により、次の発表が選ばれ、今西会長より賞状及び記念品の授与が行われた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
      口頭発表授賞者と今西会長、太田審査委員長     ポスターセッション授賞者と今西会長、太田審査委員長 

 

■口頭発表の部 
 

●最優秀賞 
題 名：グッドライフの実現を目指す在宅介護の売場作りの方向性について 

発表者：小原道子（ドラッグストア在宅介護推進部会部会長・ 

          ウエルシア薬局株式会社在宅本部在宅推進部） 
 
 
題 名：「食と健康」新分類と新市場創造を目指した取組 

発表者：佐々木誠（国分グループ本社株式会社 ヘルスケア統括部） 

 

 

●優秀賞 
題 名：「高齢者のために動物を介在させた活動および療法」 

発表者：柴内裕子 

    （公益社団法人 日本動物病院協会 赤坂動物病院 総院長） 
 
 
題 名：「新しい『食と健康』マーケットの可能性と拡大への取り組み」 

発表者：加藤弘之（公益財団法人流通経済研究所 主任研究員） 

 

 

 

■ポスターセッションの部 

 

●最優秀賞 
題 名：『ウエルカフェ』を利用した地域協働の実際 

発表者：澤田康裕（ウエルシア薬局株式会社 地域包括推進部） 

 
 
題 名：持続グルコース測定器を使った糖尿病予防の仕組み 

発表者：髙木秀一(1)、松井秀正(2)、馬場祐典（1）、髙橋英孝（3） 
(1)株式会社 NSD、(2)株式会社大木、(3) 東海大学八王子病院健康管理センター 
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●優秀賞 

 
題 名：ペットとともに歩む健康社会を目指すシャープの取り組み 

発表者：濱本将樹（シャープ株式会社)、 島村俊介（大阪府立大学) 
 
 
題 名：多言語で商品情報提供！（商品バーコードをかざすと、 

    当該商品のカテゴリーや詳細情報が、多言語で表示されます。） 
発表者：上田俊秀（製・配・販連携協議会事務局 

     (一財)流通システム開発センター コード管理部 次長） 

 
 
題 名：薬学生に対するヘルスケア教育の積極的な導入について 

発表者：三浦典子、大野尚仁 

    （東京薬科大学薬学部薬学教育推進センター、免疫学教室） 
 
 
題 名：薬薬学合同ワークショップの経緯と展開 

発表者：大野尚仁（東京薬科大学 薬学部 免疫学教室） 
 
 
題 名：「AEDをもっと身近なものにするために私たちが今できることは何か」 

     神奈川県のセミナー来場者アンケートから見えること 

発表者：吉田一彦 

    （オムロンヘルスケア株式会社 国内事業部 AED事業部営業二課主査） 

 
 
題 名：健康増進のためのたんぱく質摂取の展望 

発表者：常松雅子 

    （株式会社明治 スポーツ栄養マーケティング部 普及Ｇ） 

  
 
題 名：食後高血糖の実態調査と、検体測定室で食後血糖値を測定する 

    重要性について 

発表者：安部正義、中嶋和人 

    （アークレイマーケティング株式会社 学術推進チーム） 
 
 
題 名：いい野菜をたくさん食べて人生１００年時代を健康に生きよう！！ 

発表者：丹羽真清（デザイナーフーズ株式会社） 

    芹澤正満（株式会社シージーシージャパン） 

    中田光彦（株式会社サラダコスモ） 

 
 
題 名：ドラッグストアと在宅医療の関わり～嚥下困難者に携わった一例～ 

発表者：土方香澄、粂原義朗、高野直人（株式会社龍生堂本店） 

 
 
題 名：市場ルールを援用した公的配食サービス事業の課題と 

    新たな可能性に関する一考察 －名古屋市を事例として－ 

発表者：松井順子（大阪千代田短期大学 幼児教育課 介護福祉コース） 
    ※表彰式欠席 
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感謝状贈呈企業                                          
オムロンヘルスケア株式会社 

株式会社カーブスジャパン  

国士舘大学防災・救急救助総合研究所 

株式会社明治 

 

協賛企業一覧                                         
■広告 

あすか製薬株式会社 

アルフレッサ株式会社 

ウエルシアホールディングス株式会社 

オムロンヘルスケア株式会社 

株式会社コムテック２２ 

佐藤製薬株式会社 

サラヤ株式会社 

株式会社市場開発研究所 

ゼリア新薬工業株式会社 

大正製薬株式会社 

日本チェーンドラッグストア協会 

富士通株式会社 

 

株式会社プラネット 

株式会社マツモトキヨシホールディングス 

株式会社ユメディカ 

公益財団法人 流通経済研究所 

わかもと製薬株式会社 

 

■飲料提供 

コカ・コーライーストジャパン株式会社 

サラヤ株式会社 

大正製薬株式会社 

株式会社マツモトキヨシホールディングス 

株式会社明治 

５０音順 

 

 

 

■次回の年次大会・活動報告会 開催のお知らせ■ 

 

～第２回日本ヘルスケア学会年次大会／ＪＡＨＩ活動報告会～ 

      日時：２０１８年９月７日(金)、８日(土)を予定（開催場所未定） 

      対象：ヘルスケアの研究、事業、行政等に関係する方々 他 

      〇詳しくは、近日決定し、ホームページに掲載します 


	1　報告書の作成にあたって　今西会長　松本理事長　挨拶文
	2-3　開催内容報告＿9.1-9.2
	4-5　開催内容報告＿ポスター
	6　会長挨拶、基調講演＿ｖ2
	7-9　口頭発表
	10-12　シンポジウム
	13　懇親会
	14-17　分科会（修正）
	18-19　JAHI声明
	20-21　授賞者一覧
	22　協賛企業一覧

