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趣意書 

 

謹啓、時下、益々御清栄のこととお慶び申し上げます。 

平素より日本未病学会の趣意をご理解いただくとともに、北海道支部の活動にご協力

を賜り、心より厚く御礼を申し上げます。 

日本未病学会北海道支部は、少子高齢社会が直面する医療問題に対処すべく、医学と

医療を取巻く社会や経済との相互交流を図りながら未病医学・未病医療の啓蒙につとめ、

国民医療福祉の維持向上を目指すことを目的としています。本支部では未病段階におけ

る健康寿命の延伸を目指した予防医学、未病医療の推進を図るべく、薬剤部会と栄養部

会が合同で支部会を毎年開催し、広く研究成果の公開や啓蒙活動を実践しています。 

新型コロナウイルス感染の長期化により、この数年で生活様式が劇的に変化しました。

一昨年の 11 月に開催を予定していました「第 9 回日本未病学会北海道支部会」は延期

を余儀なくされ、昨年 9月にオンラインで開催致しました。多くの大学では ICTの進歩

により対面授業から一部遠隔授業に切り替わり、クラブ活動などの課外活動は自粛の影

響を受け、地域社会に目を転じると、これまでに培われてきた自治体・町内のコミュニ

ティに至るまで同様に自粛が求められ、その余韻は未だに続いています。 

これからの薬剤師や栄養士などの専門職は、双方が地域コミュニティにおける共生社

会を意図してその職域に囚われない協働した対人活動が今後益々求められます。今年度

の支部会では「地域共生社会における未病への関わり」をテーマに、withコロナの地域

福祉・保健医療の支援、推進に向けて未病の段階でどう関わりを持つか、産学官民であ

らためて考えてみたいと思っています。 

つきましては、本支部会開催の趣旨にご賛同いただき、格別のご高配を賜りたくお願

い申し上げます。なお、ご協力いただきました場合は講演要旨集にその旨を記載させて

頂きます。 

末筆ながら貴社の益々のご発展とご活躍をお祈り申し上げます。 

謹言 

令和 4 年 5 月吉日 

 

 

第 10 回日本未病学会北海道支部会 

大会長 佐藤隆司 

（北海道科学大学薬学部教授）  
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第 10 回日本未病学会北海道支部会 学術組織委員会 

会 長 井関  健（北海道医療大学薬学部 教授） 

大会長 佐藤 隆司（北海道科学大学薬学部 教授） 

 

事務局 株式会社モロオ 

〒060-8525 北海道札幌市中央区北 3条西 15 丁目 

TEL ： 011-618-2352 FAX ：  011-612-7244 

E-mail: s-momiji@moroo.co.jp （担当：紅葉） 

 

運営協力 株式会社ゲート 

 

【第 10回日本未病学会北海道支部会】概要 

テーマ：「地域共生社会における未病への関わり」 

日 時： 2022年 9 月 3日（土） 午後 12時 30分より 

場 所： 学校法人北海道科学大学 北海道科学大学 E棟大講義室 

    （〒006-8585北海道札幌市手稲区前田 7条 15丁目 4-1） 

参加費：3,000円（学生 1,000円）（予定） 

主 催：第 10回日本未病学会北海道支部会 学術組織委員会 

後 援：北海道薬剤師会、札幌薬剤師会、北海道病院薬剤師会、札幌病院薬剤師会、

北海道栄養士会、日本食品安全協会、北海道科学技術総合振興センター（予

定） 

協 賛：日本未病学会、健康食品管理士会（予定） 
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講演者（敬称略） 

基調講演   

吉田 博  日本未病学会理事長 

東京慈恵会医科大学附属柏病院 病院長 

学校法人慈恵大学 理事 

東京慈恵医科大学 臨床検査医学 教授 

市民公開講座  

 只野 武  金沢大学医薬保健学総合研究科 環境生態医学・公衆衛生学 

東北医科薬科大学 名誉教授 

スポンサードセミナー    

三浦 健人 株式会社アミノアップ産学官連携・知財担当部長 

特別講演 

吉岡 律司  矢巾町政策推進監 

パネルディスカッション 

西尾久美子 株式会社ナカジマ薬局 顧問 

北海道栄養士会栄養ケアステーション 

庄子 明広 札幌市北区介護予防センター新川・新琴似西 

真井 睦子 栗山赤十字病院 栄養課 

吉岡 律司  矢巾町政策推進監（オブザーバー） 
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日本未病学会北海道支部会 収支計画書 

 

収入の部 

 項目 金額 単価 数量 

1 北海道支部会 100,000   

2 会員企業協賛金 110,000   

3 一般企業協賛金 200,000   

4 支部会参加費 300,000 3,000 100 

 合計 710,000   

 

支出の部 

 項目 金額 単価 数量 

 印刷 ちらし・抄録集    

 ウェブサイト構築費 463,000   

 講師謝礼・交通費 200,000   

 消耗品費  40,000   

 その他   7,000   

 合計 710,000   
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１．日本未病学会北海道支部 

支部長  北海道医療大学 薬学部 

教授 井関 健 

副支部長  北海道情報大学 医療情報学部 医療情報学科 

教授 本間 直幸 

副支部長  酪農学園大学 農食環境学群 食と健康学類 栄養教育学研究室 

准教授 杉村 留美子 

 

学術組織委員会 委員（順不同） 

只野 武  金沢大学医薬保健学総合研究科 環境生態医学・公衆衛生学 

東北医科薬科大学 名誉教授 

日本未病学会北海道支部 顧問 

渡辺 一弘  株式会社クリオネ    

日本未病学会北海道支部 顧問 

中島 久司 株式会社ナカジマ薬局 

日本未病学会北海道支部 顧問 

早瀬 幸俊 北海道科学大学 名誉教授 

古田 精一 北海道科学大学 薬学部 

佐藤 隆司 北海道科学大学 薬学部 

鈴木 夏子 北海道科学大学 薬学部 

井関 健  北海道医療大学 薬学部 

小林 道也  北海道医療大学 薬学部  

小林 大祐  北海道医療大学 薬学部 

早坂 敬明  北海道医療大学 薬学部 

山田 美智子  前 北海道文教大学 人間科学部  

松本 洋子  北海道文教大学 人間科学部  

小塚 美由記  北海道文教大学 人間科学部  

松川 典子  札幌保健医療大学 保健医療学部  

西尾 久美子  株式会社ナカジマ薬局 顧問 

北海道栄養士会栄養ケアステーション 

杉村 留美子  酪農学園大学 農食環境学群  

宮崎 早花  酪農学園大学 農食環境学群  

沼口 晶子  名寄市立大学 保健福祉学部  

三田村 理恵子  藤女子大学 人間生活学部  

隈元 晴子  藤女子大学 人間生活学部  

奥村 昌子  藤女子大学 人間生活学部  

本間 直幸  北海道情報大学 医療情報学部  

蜂谷 愛  天使大学 看護栄養学部 
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鳴海 克哉  北海道大学大学院薬学研究院 

藤澤 芳則  有限会社ふじさわ薬局 

谷口 亮央  株式会社ナカジマ薬局 

佐藤 安貴  北海道立緑ヶ丘病院 栄養科 

横山 基樹  青森新都市病院 診療支援部長 

中野 玲子  医療法人 萬田記念病院 

大竹 れい  医療法人 亀田病院 

許 善花  株式会社北海道美唄生薬総合研究所 

遠藤 隆司  日医工グループ ヤクハン製薬株式会社 

新谷 文隆  コトニほほえみ薬局  

飯田 久美子  株式会社クオリティーダイエットスタジオ 

斉藤 淳一  株式会社クリオネ 

 

２．抄録集広告掲載料  

A4 判 1 ページ 50,000 円 

   （「オンライン展示会」にもお申込みの場合は 30,000 円） 

  A4 １/２ページ 30,000 円 

   （「オンライン展示会」にもお申込みの場合は 10,000 円） 

【広告原稿送付先】 ㈱モロオ 地域医療連携本部 紅葉 節夫宛（7/30 まで） 

TEL ： 011-618-2352 E-mail ： s-momiji@moroo.co.jp 

 

３．出展料  

30,000 円（大会ホームページ内「オンライン展示会」での掲載のみ） 

20,000 円（「会場プレゼンテーション」のみ） 

40,000 円（「オンライン展示会」＋「会場プレゼンテーション」） 

 

＊「オンライン展示会」へ出展の企業様は各社のバナーをご提出ください。

オンライン展示会はバナーから各社のコンテンツ（会社案内、製品紹介等）

にリンクさせていただく形式になります。詳細につきましては別途大会ホー

ムページ上にてご案内いたします。また、コンテンツの制作につきましては

ご相談を承ります。また、「会場プレゼンテーション」では当日３分程度でご

発表いただきます。発表形式ではなくインタビュー形式をご希望の場合は申

し込みの際にお知らせください。会場プレゼンテーションは最大 6 社までと

させていただきます。 

なお、ご発表の内容はオンラインにて全国に配信されます。 

 

 

 

mailto:s-momiji@moroo.co.jp
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４．スポンサードセミナー  

200,000 円（「オンライン展示会」費を含む） 

 

５．寄付金/協賛金  

第 10 回日本未病学会北海道支部会 寄付金/協賛金を募集いたします。 

  使用用途は当該北海道支部会の準備並びに運営に充当します。 

 

６．申込書送付先 

〒060-8525 北海道札幌市中央区北 3 条西 15 丁目 

株式会社モロオ 日本未病学会北海道支部会事務局 

TEL ： 011-618-2352 FAX ： 011-612-7244 

 

７．振込み方法 

別紙申込書に御記入の上、下記指定口座へお振込み下さいますようお願い申

し上げます。 

（8 月 31 日〆切） 

 

①ゆうちょ銀行からの振込の場合 

振込口座 

口座記号番号 ： ０２７１０―１― ９８４１９ 

口座名称 ： 日本未病学会北海道支部 

（ニホンミビョウガッカイホッカイドウシブ） 

 

②他金融機関からの振込の場合 

銀行名 ： ゆうちょ銀行 

店 名 ： 九〇八（キュウゼロハチ）店（９０８) 

預金種目： 普通預金 口座番号 ２７５８４８５ 

口座名称： 日本未病学会北海道支部 

（ニホンミビョウガッカイホッカイドウシブ） 

 

③振込用紙をご利用の場合 

郵便局振替口座番号 ： ０２７１０－１－９８４１９ 

口座名 ： 日本未病学会北海道支部 
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第 10回「日本未病学会北海道支部会」広告掲載申込書 

 

２０２２年  月  日 

日本未病学会北海道支部 

支部長 井関 健 様 

 

 趣旨に賛同し、下記の金額を広告掲載料として、第 10 回「日本未病学会北海道支部会」

に振込のうえ申込致します。なお、広告内容を下記事務局に送付致します。 

 

 

記 

 

金         円也  

 

振込先口座名 ： 日本未病学会北海道支部会 

郵便局振替口座番号 ：０２７１０－１－９８４１９ 

２０２２年  月  日に振り込みました。 

 

貴社名 

 

ご住所 

 

ご担当者               様 

 

ご担当部署名 

 

電話番号 

ファクシミリ番号 

 

E-mail 

 

送付先 

〒060-8525 北海道札幌市中央区北３条西１５丁目 

株式会社モロオ内 日本未病学会北海道支部会 事務局 

TEL ： 011-618-2352 

FAX ： 011-612-7244 
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第 10回「日本未病学会北海道支部会」寄附金申込書 

 

２０２２年  月  日 

日本未病学会北海道支部 

支部長 井関 健 様 

 

 趣旨に賛同し、下記の金額を寄附金として、第 10回「日本未病学会北海道支部会」に

振込致します。なお、寄附金内容を下記事務局に送付致します。 

 

 

記 

 

金         円也  

 

振込先口座名 ： 日本未病学会北海道支部会 

郵便局振替口座番号 ： ０２７１０－１－９８４１９ 

２０２２年  月  日に振り込みました。 

 

貴社名 

 

ご住所 

 

ご担当者               様 

 

ご担当部署名 

 

電話番号 

ファクシミリ番号 

 

E-mail 

 

送付先 

〒060-8525 北海道札幌市中央区北３条西１５丁目 

株式会社モロオ内 日本未病学会北海道支部会 事務局 

TEL ： 011-618-2352 

FAX ： 011-612-7244 
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第 10回「日本未病学会北海道支部会」出展申込書 

 

２０２２年  月  日 

日本未病学会北海道支部 

支部長 井関 健 様 

 

 趣旨に賛同し、下記の金額を、第 10回「日本未病学会北海道支部会」の出展費として振

込のうえ申込致します。なお、出展料内容を下記事務局に送付致します。 

 

 

記 

 

金         円也  

 

振込先口座名 ： 日本未病学会北海道支部会 

郵便局振替口座番号 ： ０２７１０－１－９８４１９ 

２０２２年  月  日に振り込みました。 

 

貴社名 

 

ご住所 

 

ご担当者               様 

 

ご担当部署名 

 

電話番号 

ファクシミリ番号 

 

E-mail 

 

送付先 

〒060-8525 北海道札幌市中央区北３条西１５丁目 

株式会社モロオ内 日本未病学会北海道支部会 事務局 

TEL ： 011-618-2352 

FAX ： 011-612-7244 

 

 



- 11 - 

 

第 10回「日本未病学会北海道支部会」スポンサードセミナー共催申込書 

 

２０２２年  月  日 

日本未病学会北海道支部 

支部長 井関 健 様 

 

 趣旨に賛同し、下記の金額を、第 10回「日本未病学会北海道支部会」のスポンサードセ

ミナー費として振込のうえ申込致します。なお、共催料内容を下記事務局に送付致します。 

 

 

記 

 

金  ２００,０００ 円也  

 

振込先口座名 ： 日本未病学会北海道支部会 

郵便局振替口座番号 ： ０２７１０－１－９８４１９ 

２０２２年  月  日に振り込みました。 

 

貴社名 

 

ご住所 

 

ご担当者               様 

 

ご担当部署名 

 

電話番号 

ファクシミリ番号 

 

E-mail 

 

送付先 

〒060-8525 北海道札幌市中央区北３条西１５丁目 

株式会社モロオ内 日本未病学会北海道支部会 事務局 

TEL ： 011-618-2352 

FAX ： 011-612-7244 

 


