令和元年度

講師略歴
家森

幸男 氏（やもりゆきお）

1937 年京都市生まれ。京都大学大学院医学研究科修了。医学博士。島根
医科大学教授、京都大学大学院教授を経て、両大学名誉教授。現在、NPO
法人世界健康フロンティア研究会理事長、武庫川女子大学国際健康開発研
究所所長、（公財）兵庫県健康財団会長など。高血圧の研究で、脳卒中ラッ
トの開発に成功し、脳卒中が栄養で予防出来ることを実証。さらに WHO
の協力を得て世界の 60 地域以上を 30 年かけて調査し、和食に多い大豆や
魚介類を摂取する地域では、生活習慣病のリスクが少ないことなどを証明。
またコーカサス地方の長寿村から持ち帰った「カスピ海ヨーグルト」につ
いても健康効果を実証。 ベルツ賞（1993）、紫綬褒章（1998）、杉田玄
白賞（2004）、瑞宝中綬章（2012）など受章。

蓬田

健太郎 氏（よもぎたけんたろう）

1987 年東北大学医学部卒、外科の臨床を経て、再生医学の研究の道
に進む。
大阪大学微生物病研究所 助手、助教授を経て、2004 年から現職。
現在は、人の進化の特殊性と再生医学の視点から「食育」の科学的な
背景についての研究とともに「生鮮食品の凍結保存技術の向上」に取
り組んでいる

原田

祥司 氏（はらだしょうじ）

1997 年 3 月
1997 年 4 月
1998 年 4 月
2015 年 2 月
2015 年 7 月
現在に至る

嶋田

雅俊 氏（しまだまさとし）

2008 年 大阪市立大学医学部 卒業
2008 年〜 2010 年 兵庫県立西宮病院 初期研修医
2010 年〜 2013 年 兵庫県立尼崎病院 呼吸器内科後期研修医
2013 年〜 2015 年 兵庫県立尼崎病院 呼吸器内科フェロー
2015 年〜 兵庫県立尼崎総合医療センター 呼吸器内科 医長
現在に至る

木村

摂南大学薬学部 卒業
中外製薬株式会社 入社
株式会社コクミン 調剤営業部 人事教育担当
株式会社ＹＫＴ設立 代表取締役就任
みずほ薬局尼崎本店開業

あなたのカラダに
いいことデイ
はか

祐子 氏（きむらゆうこ）

兵庫医科大学 卒業
兵庫医科大学病院 糖尿病内科 研修医
2005 年 兵庫医科大学ささやま医療センター 総合内科
2007 年 正名会 池田病院
2018 年 7 月 ゆうこクリニック
現在に至る

裕充 氏（きしもとひろみち）

1989 年 3 月 大阪大学歯学部 卒業
1989 年 6 月 兵庫医科大学病院臨床研修医（歯科口腔外科）
1996 年 9 月 兵庫医科大学歯科口腔外科学講座 助手
2002 年 1 月〜 2004 年 1 月 米国インディアナ大学医学部外科ポスドク
2005 年 4 月 兵庫医科大学歯科口腔外科学講座 講師
2009 年 4 月 兵庫医科大学歯科口腔外科学講座 准教授
2013 年 4 月 兵庫医科大学歯科口腔外科学講座 主任教授
現在に至る
日本口腔外科学会認定 口腔外科専門医、同 指導医
ICD 協議会認定インフェクションコントロールドクター

まな

けんこう

測って 学んで まるっと健康

2000 年

岸本

健康フェア

日時

10台

10 6

2019年

月

合計

血圧計が
当たる

日

10：00〜16：00（開場 9：30）
場所 尼崎市立中央北生涯学習プラザ

共催：特定非営利活動法人日本高血圧協会
協賛：オムロンヘルスケア株式会社

（市民まつり会場から歩いて 5 分）

「すすめスズメ」
も来るよ！

学ぶ

令和元年度

健康フェア

あなたのカラダに
いいことデイ
はか

まな

けんこう

測って 学んで まるっと健康
よ しお

良塩くん

減塩の日は
日本記念日協会認定です。

子ども体験
くすり

©2019日本高血圧学会

・お薬ザニア（子ども薬剤師体験）
・ちびっ子 お口の探検隊

いろいろ測れて相談できる

・血圧・血管年齢・肌年齢
体組成・骨量測定など（無料）
・医療関係者による健康相談

先生

先生
先生
先生

食育コーナー〜学ぶ・つくる・遊ぶ〜

・食事バランス診断
・おいしく減塩
・簡単野菜のおやつ

©2019日本高血圧学会
N

橘通り

尼崎市民まつりメイン会場

●尼崎市役所
橘公園● ●中央中学校

←

↑

↑
↓
北難波
公園●

← 旧中央
公民館●

←

→

【主催】ヘルスアップ尼崎・適塩化実行委員会
【共催】尼崎市、尼崎市医師会、尼崎市歯科医師会、尼崎市薬剤師会、尼崎商工会議所、日本高血圧協会、尼崎適塩化計画推進委員会、
全国健康保険協会兵庫支部、兵庫県栄養士会、兵庫県看護協会、兵庫県歯科衛生士会、兵庫県立尼崎総合医療センター、
関西ろうさい病院、学校法人園田学園
【お問い合わせ】尼崎市健康支援推進担当 TEL 06-6489-6797 FAX 06-6481-1409

先生

↑

↓

→

中央北生涯
学習プラザ
↑

マックスバリュ●
東難波店

●兵庫県立尼崎
総合医療センター

良塩くんを応援
するため地球に
やってきた宇宙
人。シッポは塩
分チェッカー。
お塩の取りすぎ
には特にうるさ
い。

先生

五合橋線

料理大好き。健康に
とっても気を使う6歳
児。アタマのキャップ
はお塩の軽量スプー
ン、腕にはいつも血圧
計。友達のうすあ人と
一緒にきょうも健康に
ついて情報チェック。

うすあ人

講演会 1「健康寿命が延ばせる食べ方上手 〜 適塩 和食のススメ〜」
京都大学名誉教授
武庫川女子大学国際健康開発研究所 所長 家森 幸男
講演会 2「禁煙治療について 当院での取り組みもふまえて」
兵庫県立尼崎総合医療センター 呼吸器内科 医長
禁煙対策委員会 委員長 嶋田 雅俊
講演会 3「脳科学から考えるホンマでっか食育 〜賢くなるには食育が必要〜」
武庫川女子大学生活環境学部食物栄養学科 教授 蓬田 健太郎
講演会 4 共通テーマ「生活習慣病」
①「生活習慣病について」
ゆうこクリニック 院長 木村 祐子
②「アナタの知らない薬の世界〜生活習慣病編〜」
尼崎市薬剤師会 副会長 原田 祥司
③「生活習慣病を悪化させない口腔内衛生」
兵庫医科大学歯科口腔外科 主任教授 岸本 裕充

東難波公園●

★市民まつりを巡るスタンプラリーを実施

※会場には弁当販売やレストランはございません

