浜松ウエルネスフォーラム
2022
～「予防・健幸都市」の実現に向けて～

日時：令和

参加無料

4 年 3 月14日

（月）13:30～18:30

ハイブリッド
開催

会場：グランドホテル浜松
オンライン：

Zoom ウェビナー

定

会場 50名
オンライン

お申し込みは裏面の参加申込方法をご覧ください。
時間

内容

時間

₁₃ ： ₃₀～₁₃ ： ₃₅ 開会挨拶
第一部

浜松市長

鈴木 康友

「浜松ウエルネスアワード 2022」表彰式

₁₃ ： ₃₅～₁₃ ： ₅₀ 「浜松ウエルネス大賞」表彰
第二部

員

内容

浜松ウエルネス・ラボ「健康ビッグデータ分析」報告
₁₆ ： ₃₀～₁₆ ： ₄₅ 聖隷健診データを活用した「健康ビッグデータ分析」
報告
国立大学法人浜松医科大学健康社会医学講座教授

基調講演

小林 史明

₁₄ ： ₂₀～₁₄ ： ₅₀ これからの日本社会における地域予防健康づくりの重
要性
参議院議員・自由民主党「明るい社会保障改革推進議員連盟」事務局長

佐藤

啓

尾島 俊之

浜松ウエルネス・ラボ「データプラットフォーム構築」
報告

₁₃ ： ₅₀～₁₄ ： ₂₀ デジタル社会実現に向けた構造改革
デジタル副大臣兼内閣府副大臣

300名

新型コロナウイルスの感染拡大状況により
オンライン開催のみになる場合があります。

₁₆ ： ₄₅～₁₇ ： ₀₀ データから得られる気付き～ヘルスケアデータプラッ
トフォームの価値～
SAP ジャパン㈱トランスフォーメーションオフィサー

長阪 数馬

₁₇ ： ₀₀～₁₇ ： ₀₅ 休憩

₁₄ ： ₅₀～₁₄ ： ₅₅ 休憩

浜松ウエルネス推進協議会「官民・民間連携事業」報告

第三部

₁₇ ： ₀₅～₁₇ ： ₂₅ 「共創」で浜松を元気に～当事業部のウエルネス取組
み事例～

浜松ウエルネスプロジェクト事業報告

₁₄ ： ₅₅～₁₅ ： ₀₀ 浜松ウエルネスプロジェクト概要説明
浜松市健康増進課ウエルネス推進担当課長

鈴木 久仁厚

浜松ウエルネス・ラボ「官民連携社会実証事業」報告
₁₅ ： ₀₀～₁₅ ： ₁₅ 笑いが脳と心に及ぼす健康効果とβラクトリンの軽度
認知機能障害への有効性

社会福祉法人聖隷福祉事業団保健事業部総合企画室室長

₁₇ ： ₂₅～₁₇ ： ₄₀ べジメータを活用した野菜摂取状況の見える化による
行動変容効果研究
聖隷浜松病院眼科部長

阿野 泰久

㈱ファンケル総合研究所ヘルスサイエンス研究センター

魚津 伸夫

₁₅ ： ₃₀～₁₅ ： ₄₅ 浜松ウエルネス・ラボでの実証事業をもとにした新
サービス開発
SOMPO ひまわり生命保険㈱事業企画部課長代理

鈴木

敦

₁₅ ： ₄₅～₁₆ ： ₀₀ スマート歯ブラシを活用した歯周病予防に関する社会
実証報告
第一生命保険㈱イノベーション推進部マネージャー
㈱ NOVENINE 代表取締役社長

竹山

㈱ Re・lation 代表取締役

高垣内 文也

₁₆ ： ₁₅～₁₆ ： ₃₀ データにもとづく循環器疾患重症化予防事業
㈱ PREVENT 代表取締役社長

萩原 悠太

高橋 秀幸

浜松ウエルネス推進協議会「テーマ別部会」報告
₁₇ ： ₅₀～₁₈ ： ₀₀ 健康経営部会「健康経営塾」
羽立工業㈱ウェルネス事業市場開発営業部

福井 翔太

₁₈ ： ₀₀～₁₈ ： ₁₀ 食部会「はままつ健幸クッキング」
㈱杏林堂薬局地域医療連携推進室室長

旭（歯科医師 / 歯学博士）

スズキ㈱次世代モビリティサービス本部

明

₁₇ ： ₄₀～₁₇ ： ₅₀ ウエルネスワーケーション

小沼 亮太

₁₆ ： ₀₀～₁₆ ： ₁₅ 高齢ドライバーにおける日常の運転行動特性と認知機
能の関係性

尾花

浜松ウエルネス推進協議会「浜松市ウエルネス認証事
業」報告

キリンホールディングス㈱ R ＆ D 本部キリン中央研究所主任研究員

₁₅ ： ₁₅～₁₅ ： ₃₀ 嗅覚機能と気分・ストレス状態に関する調査研究

池田 孝行

内山 貴雄

浜松ウエルネスプロジェクト総括
₁₈ ： ₁₀～₁₈ ： ₂₅

スタンフォード大学循環器科主任研究員
国立大学法人浜松医科大学理事・副学長
社会福祉法人聖隷福祉事業団理事専務執行役員保健事業部長

₁₈ ： ₂₅～₁₈ ： ₃₀ 閉会挨拶

浜松市健康福祉部医療担当部長

【主 催】：浜松市 （株）時評社
詳細は、https://www.hamamatsuwellnesslab.jp/ をご覧下さい

池野 文昭
山本 清二
福田 崇典
鈴木 達夫

浜松ウエルネスフォーラム
2022
～「予防・健幸都市」の実現に向けて～

参加申込方法
・お申込みは、先着順とさせていただきます。なお、参加申し込みが定員に達した段階で締め
切ります。予めご了承ください。
・諸事情により、講演内容等が変更になる場合があります。

会場参加の場合は、E メールで、オンライン参加の場合は申込みフォームで
参加の申込みをして下さい。

会場参加申し込み
Email：hamamatsu@jihyo.co.jp

定員：50 名

①「団体・会社名」 ②「部署・役職」 ③「氏名」 ④「ＴＥＬ」 ⑤「メールアドレス」
を上記メールアドレスまで送付して下さい。①〜⑤は必須の情報になります。（不備の場合は、
お申し込み受付が完了しません）
メールのタイトル名には必ず「浜松ウエルネスフォーラム 2022 会場希望」と記載して
下さい。

オンライン参加申し込みはこちらから

定員：300 名

・Zoom ウェビナーの参加を希望される方向けの申し込みフォームです。

https://forms.gle/GLWS6rZfScaKwsjk8

お問い合わせ

浜松ウエルネスフォーラム事務局（㈱時評社）
TEL：03-3580-6633 FAX：03-3580-6634
Ｅメール：hamamatsu@jihyo.co.jp

