
 

                          

 

 

 

２０１７年 11 月６日 

 

自治体・国立高度専門医療研究センターとの協働による 

地域課題の解決に向けた健康・医療啓発セミナーを全国15箇所で開催 
～東京・大阪では包括連携協定の一環として大規模セミナーを開催～ 

 

第一生命保険株式会社（社長：稲垣精二、以下「当社」）は、地域の皆さまの健康増進のために、国立高

度専門医療研究センター医師を招く健康・医療啓発セミナーを全国15箇所で開催・協力します。講演を通

じて疾病の正しい知識や予防方法の情報を発信し、各地域が抱える健康課題の解決に貢献します。 

 

（１）全国の自治体との取組み 

当社は、全国約1,300拠点と、約４万名の生涯設計デザイナーのネットワークを活かし、全国47都道府

県の自治体と協定などを結ぶことにより、地域が抱える課題の解決に取り組んでいます。うち16都道府県

とは、「包括連携協定」を締結し、地域住民の方へのサービス向上と、地域活性化を目的として、健康増

進など多岐にわたる分野での相互連携と協働による活動を展開しています。 

その取組みの一環として、2017年度には協定を締結している自治体・国立高度専門医療研究センター

と協働し、各自治体が抱える健康課題に合わせた健康・医療啓発セミナーを全国15箇所で開催します。 

 

【当社が提携している国立高度専門医療研究センター】 

当社は2012年度以降、国立がん研究センター・国立循環器病研究センター・国立長寿医療研究センター・国

立成育医療研究センター・国立国際医療研究センターといった５つの国立高度専門医療研究センター（※）と情

報提供に関する包括的連携協定を締結しています。セミナーやリーフレットを通じて、全国のみなさまに、３大

疾病（がん・心疾患・脳血管疾患）や糖尿病をはじめ、妊娠・出産・子育てに関する成育医療から認知症などの

長寿医療まで、幅広い世代に正しい情報をお届けしています。 

 

 

※国立高度専門医療研究センター（ナショナルセンター）とは、国の医療政策と一体となって国民の健康を守るために設立された国立研究開

発法人です。 

2017 年 11 月●日 



【都道府県との啓発セミナー開催状況（2017 年度）】（内容が一部変更となる場合があります） 

 

【開催地とその地域課題】 

 

開催日 都道府県 開催地
協力医療機関・

医師等
セミナー名　（備考）

6月5日 山形 山形市・鶴岡市
国立がん

研究センター
「がん」の時代を生きる 県民セミナー

8月26日 広島 広島市 垣添医師
広島がん高精度放射線治療センター
県民公開セミナー

9月6日 青森 青森市・八戸市
国立循環器病
研究センター

「循環器病を知る」
～青森県・健康特別講座第2弾～

9月23日 北海道 札幌市 中川医師 「がんを知り、がんと向き合う」  道民セミナー

10月1・2日 福島 郡山市・いわき市 ふくしま健民セミナー

10月7日 宮城 仙台市
みやぎの健康応援セミナー
「食」や生活習慣の改善で脳卒中・心臓病を予防！

10月12日 秋田 秋田市 「脳心血管病の撲滅」に向けた県民セミナー

10月15日 岐阜 岐阜市
国立がん

研究センター

清流の国ぎふ 健康づくりフォーラム
（岐阜県主催）

11月18日 千葉 千葉市
国立循環器病
研究センター

食生活を見直して元気力を高めよう！
（千葉県主催）

11月23日 東京 千代田区
国立成育医療
研究センター

ハッピー子育てフェスタ
（読売新聞主催）

11月29日 三重 津市・四日市市
国立長寿医療
研究センター

市民公開講座2017 認知症の予防とケア
（国立長寿医療研究センター主催）

12月12日 大阪 大阪市
国立がん・

循環器病・長寿医療
研究センター

「がん」・「循環器病」・「長寿医療」のこれから
（読売新聞主催）

12月14日 兵庫 神戸市
国立がん

研究センター
「がん」の時代を生きる

2018年2月
予定

島根 松江市・出雲市
国立がん

研究センター
「がん」の時代を生きる

2018年
予定

高知 高知市
国立国際医療
研究センター

「生活習慣病予防（糖尿病）」（仮）

国立循環器病
研究センター



（２）包括連携協定の一環として、東京・大阪にて大規模な健康・医療啓発セミナーを開催 

 

当社は、2017年３月に東京都と企業などで初めてワイドコラボ協定を締結、また2017年７月には大阪府と包

括連携協定を締結しました。その一環として、11月23日（木・祝）に東京にて、さらに12月12日（火）に大阪にて、

国内最高峰の医療機関である国立高度専門医療研究センターの講師を迎え、約1,000名の地域の方々をご招

待するセミナーを開催します。世界でも類を見ない少子高齢社会の日本だからこそ向き合わなければならない、

「健全な次世代の育成に向けた子育て支援」と、「がん・心筋梗塞・脳卒中・認知症などの疾病予防」をテーマに、

２大都市で最新の情報をお届けします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本セミナーは、東京都と第一生命とのワイドコラボ協定による健康増進への協働の一環として、子どもたちの

健やかな成長のために知っておきたい感染症やアレルギー、不慮の事故予防についての最新情報をお伝えし

ます。体験コーナーやキッズスペースを設け、小さなお子さまをお持ちの方でも、親子で安心してご参加いただ

けるイベントです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本セミナーは、大阪府と第一生命との包括連携協定による健康増進への協働の一環として、現代の国民病と

もいえる、がん・心筋梗塞・脳卒中・認知症について、がん検診受診の大切さや、病気を防ぐ生活習慣改善の

ポイントなど、予防とケアの最新情報をお伝えします。 

【東京会場】  

タイトル：親子でおでかけ ハッピー子育てフェスタ 

日時：2017年11月23日（木・祝） 10：30～12：50（午前の部）/14：00～16：20（午後の部） 

会場：よみうり大手町ホール（千代田区大手町1-7-1） 

講演： ①感染症を防ぐワクチンと手洗い （国立成育医療研究センター 感染症科 医長 宮入 烈 氏） 

②事故から子どもを守るには （NPO法人 Safe Kids Japan理事長・小児科医 山中 龍宏 氏） 

③食物アレルギー予防の新常識 （国立成育医療研究センター アレルギー科 医長 大矢 幸弘 氏） 

共催：国立成育医療研究センター 

後援：東京都 

※隣接する小ホールでは、お子さまの学びと遊びをサポートする体験コーナーをご用意しています。 

【大阪会場】 大阪府・第一生命 包括連携協定 締結記念イベント 

タイトル：「がん」・「循環器」・「長寿医療」のこれから 

日時：2017年12月12日（火） 13：00～15：30 

会場：ハービスHALL（大阪市北区梅田2-5-25 ハービスOSAKA B2F） 

講演： ①がんの原因と予防 （国立がん研究センター 理事長 中釜 斉 氏） 

②循環器病予防と治療のいま （国立循環器病研究センター 理事長 小川 久雄 氏） 

③認知症の予防とケア （国立長寿医療研究センター 理事長 鳥羽 研二 氏） 

共催：国立がん研究センター・国立循環器病研究センター・国立長寿医療研究センター 



＜参考＞ 

■各都道府県との協定等締結状況 

 

 

■包括連携協定の取組み事項の一例 

健康増進 がん検診の受診勧奨や健康・医療情報の提供など、お客さまの健康を支えるための各

種活動を展開 

高齢者見守り 日々の活動を通じて、高齢者の安心・安全な暮らしを見守りつつ、有事の際に行政や関

係機関とスムーズに連携できる体制を整備･高齢者を狙う振り込め詐欺などの特殊詐欺

の未然防止に向けた注意喚起などの防犯活動の実施 

子育て支援 子育て支援の情報提供や、児童虐待防止の普及啓発などの取組みを実施 

ワーク・ライフ・ 

バランス推進支援 

女性活躍推進、中小企業に向けたワーク・ライフ・バランス推進に関する制度などの情報

を提供 

産業振興・ 

中小企業支援 

都道府県内外の製造業、観光業など各分野の企業を集めたビジネスマッチング交流会

を開催することにより、新規取引先を開拓できる機会を創出 

        
                                                     

協定等 協定等

北海道 包括連携協定 三重県 包括連携協定

青森県 包括連携協定 滋賀県 健康づくり

岩手県 がん啓発 京都府 がん啓発／ﾜｰｸ･ﾗｲﾌ･ﾊﾞﾗﾝｽ

宮城県 包括連携協定 大阪府 包括連携協定

秋田県 包括連携協定 兵庫県 包括連携協定

山形県 包括連携協定 奈良県 がん啓発

福島県 包括連携協定 和歌山県 がん啓発

茨城県 がん啓発 鳥取県 包括連携協定

栃木県 がん啓発 島根県 包括連携協定

群馬県 がん啓発 岡山県 防災活動

埼玉県 包括連携協定 広島県 がん啓発／健康福祉取組支援

千葉県 高齢者見守り 山口県 がん啓発

東京都 包括連携(ワイドコラボ)協定 徳島県 がん啓発

神奈川県 包括連携協定 香川県 がん啓発

新潟県 高齢者見守り 愛媛県 がん啓発

富山県 包括連携協定 高知県 がん啓発

石川県 がん啓発 福岡県 がん啓発／犯罪の起きにくい社会

福井県 がん啓発 佐賀県 がん啓発

山梨県 がん啓発 長崎県 がん啓発／高齢者見守り

長野県 がん啓発／地域見守り 熊本県 がん啓発

岐阜県 包括連携協定 大分県 がん啓発／犯罪の起きにくい社会

静岡県 がん啓発 宮崎県 がん啓発／地域見守り

愛知県 がん啓発 鹿児島県 がん啓発

沖縄県 高齢者見守り

都道府県 都道府県


