
第 29回日本健康教育学会学術大会 

開催趣意書 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ご挨拶 

 

日本健康教育学会は、「健康教育・ヘルスプロモーションの充実・推進およびその普及

を図ること」を目的として、1991年の設立以来、年次学術大会、学会誌の刊行、シンポ

ジウムやワークショップなどの開催、その他委員会や研究会などを行っています。地域保

健・学校保健・産業保健の各分野で研究と実践に携わる専門職を中心に、約 1,250名の会

員が活動しています。 

 

さて、新型コロナウイルス感染症のパンデミックから約 1年半が経ち、わが国の感染状

況は未だに収束とはほど遠い中、ワクチン接種が進みつつあるものの、2，3ヶ月先のこ

とも見通せない状況です。多くの学会が完全オンラインで実施される中で、第 29回日本

健康教育学会学術大会は 2度の延期（2020年 7月→2021年 7月→2021年 9月）を決め、

学会の会員の皆様が Face-to-Faceで集える場を、青森につくろうという決意を新たにし

たところです。青森県民にとって、8月の「ねぶた祭」はまさに「生きがい」とも言える

ものです。先日、2年続けての中止が決定され、私どもは意気消沈しているところです。

そのような中、安全・安心な形で青森にお越しいただき、大学のキャンパス内で十分な感

染防止対策をとりながらの参集と、オンラインによる「ハイブリット形式」での開催に向

けて、現在準備を進めています。 

 

今回の大会テーマは、「わかっているけれど実践しない相手を動かすには？ ～現場×

研究の力で、健康社会を実現する～」としました。青森県は 47都道府県で男女ともに平

均寿命が最下位の状況が続いており、特に生活習慣病の予防のための取り組みが様々な形

で行われています。しかし、実際には「行動変容の難しさ」に多くの Health Educatorや

Health Promotorは直面しています。また、新型コロナウイルス感染症拡大の中で、これ

ほど「行動変容」の重要性と困難さが国民に広く共有された時代も無いでしょう。 

 

そのような意味では、青森市で開催する本学術大会は重要な意味をもっていると思いま

す。また、Face-to-Faceの良いところと、オンラインの便利さをうまく組み合わせた

「新たな開催形式」を試す上でも重要な機会になると思っています。さまざまな意味で制

約の多い状況ではありますが、多くの方々のご参加・ご発表いただくとともに、企業様な

どからのご支援・ご援助を賜りたいと思っております。 

紙面上でたいへん恐縮ですが、どうぞよろしくお願いします。 

 

2021年 6月 

第 29回日本健康教育学会学術大会 

学会長 吉池信男 

（青森県立保健大学 

ヘルスプロモーション戦略研究センター） 



開催概要 

１ 主催 

一般社団法人日本健康教育学会 

（学会ウェブサイト http：//nkkg.eiyo.ac.jp/、学術大会ウェブサイト https://29nkkg.com/） 

２ 開催形態 

  感染防止対策を徹底した参集方式とオンラインを併用した開催を予定しています。なお、新型コロ

ナウイルス感染の状況に応じて、変更する可能性があります。適時、ホームページで情報をお伝えし

ます。 

３ 会期、場所（参集会場）およびプログラム（敬称略） 

（１） 2021年 9月 11日（土）10：00～17：15（会場：青森県立保健大学） 

学会長講演（青森県立保健大学 吉池信男） 

学会奨励賞講演（神戸大学大学院 原田和弘、長野県立大学 新保みさ） 

特別講演（(株)パパラカ研究所 山根承子） 

シンポジウム（順天堂大学 福田洋、産業医科大学 江口泰正、明治安田厚生事業 

甲斐裕子、青森県立中央病院 西村司、青森県立保健大学 竹林正樹ほか）、特別企画 

口述発表、ラウンドテーブル 

（２） 2021年 9月 12日（日）9：00～17：00（会場：青森県立保健大学） 

口述発表、ポスター発表、ラウンドテーブル 

若手の会企画 

大会賞授賞式 

  ※特別講演、ポスター発表、ラウンドテーブル、若手の会企画は完全オンラインで実施予定です。 

   今後の感染状況によっては、プログラム内容を変更する可能性もあります。 

４ 大会テーマ 

わかっているけれど実践しない相手を動かすには？ ～現場×研究の力で、健康社会を実現する～ 

５ 参加費 

（１） 演題出題費（口述、ポスター、ラウンドテーブル）：2,000 円 

（２）参加費（講演集代を含む） 

     正会員       早期登録 6,000 円、それ以外 8,000 円 

     非会員       早期登録 7,000 円、それ以外 8,000 円 

     学生（院生・学部生）早期登録 3,000 円、それ以外 4,000 円（学生証の提示が必要） 

６ 申込日程 

  早期参加登録期間：2021年 4月 16日（金）～8月 10日（火） 

   一般演題申込期間：2021年 4月 16日（金）～6月 21日（月）（6月中に採否を連絡） 

  抄録原稿登録締切：2021年 7月 9日（金） 

７ 第 29回日本健康教育学会学術大会 事務局 

   〒030－8505 青森市浜館間瀬 58－1 青森県立保健大学栄養学科吉池研究室内 

大会事務局長 竹林正樹 

   Tel/Fax：017－765－4169 E-mail：29nkkg@ms.auhw.ac.jp 

 

https://29nkkg.com/


第 29 回日本健康教育学会学術大会実行委員会 

 

    

学会長： 

吉池信男  

 

実行委員： 

竹林正樹      

赤松利恵 

浅田豊       

浅沼美由希     

小笠原メリッサ   

笠原美香      

黒田暢子      

古川照美     

小山達也     

佐藤綾己     

佐藤ななえ    

佐藤真里子   

鹿内彩子     

千葉敦子     

千葉綾乃      

中村正和 

西村美八     

秦希久子      

平澤和樹     

福田洋 

三浦小菜実   

三好美紀     

棟方秀和     

森山洋美     

山城秋美     

山田典子     

 

青森県立保健大学 

 

 

青森県立保健大学（学術大会事務局長） 

お茶の水女子大学 

青森県立保健大学 

岩手県立大学 

青森県立保健大学 

五所川原市 

常磐大学 

青森県立保健大学 

青森県立保健大学 

秋田市 

盛岡大学 

津軽保健生活協同組合健生病院 

青森県立保健大学 

青森県立保健大学 

青森中央短期大学 

公益社団法人地域医療振興協会 

八戸学院大学 

盛岡大学 

仙台青葉学院短期大学 

順天堂大学 

青森県立保健大学 

青森県立保健大学 

青森中央短期大学 

青森中央短期大学 

仙台白百合女子大学 

日本赤十字秋田看護大学 

 

  



第 29 回日本健康教育学会学術大会 講演集広告掲載要項 

１ サイズ・発行部数（予定） 

A4 版・約 110頁、400部 

２ 要旨集制作費・発行日（予定） 

約 40万円・2021 年 8月 20 日 

３ 配布対象 

第 29回日本健康教育学会学術大会の全参加者（オンライン参加者を含め約 350名を予定） 

４ 申込方法 

  下記 BOX 内容を記載し、Email（29nkkg@ms.auhw.ac.jp）にて 2021 年 7 月 26 日（月）までに送信

くださるようお願いします。 

●貴社名 ： 

●ご担当部署名・ご担当者名 ： 

●住所 ： 〒   - 

●電話 ：  

●Email ：  

※いただいた個人情報に関しては、本大会ならびに日本健康教育学会の案内以外には使用しません。 

●申込内容（ご希望以外のものは削除してください） 

①表紙の裏面（表 4）及び裏表紙の裏面（表 2） 1 頁 50,000 円    

②表紙の裏面（表 4）及び裏表紙の裏面（表 2） 1 頁 25,000 円(学会賛助会員) 

③後付 1 頁 40,000 円   

④後付 1 頁 20,000 円(学会賛助会員)  

⑤後付 1/2 頁 20,000 円 

⑥後付 1/2 頁 10,000 円(学会賛助会員)  

※表 4、表 2についてはこちらをご参考ください。https://media.bizpa.net/keyword/magazine.html 

※①②はカラー、それ以外は白黒になります。 

※後付のイメージは前回学術大会の抄録（P180以降）をご参照ください。 

https://www.knt.co.jp/ec/2019/28nkkg/pdf/kouen.pdf 

●振込予定日 ： 2021年  月  日 

●請求書必要の有無 （ 有 ・ 無 ）    

●領収書必要の有無 （ 有 ・ 無 ）→有の場合、宛名を記入ください。宛名           

５ 掲載版下提出締切日 

2021年 7月 30日(金） 

６ 広告掲載料金 

前述４の BOX「申込内容」の通り ※ 送金先など詳細は申込後に事務局からご連絡いたします。 

７ 広告寸法 

1 頁 左右 18.0 cm 天地 26.5 cm 

1/2 頁 左右 18.0 cm 天地 13.0 cm 

原稿提出は、ネガまたはポジフィルム、あるいは完全版下でお願いいたします。なお、データ（PDF、

イラストレーターなど）でも提出可能です。 

mailto:29nkkg@ms.auhw.ac.jp
https://media.bizpa.net/keyword/magazine.html
https://www.knt.co.jp/ec/2019/28nkkg/pdf/kouen.pdf


８ 問い合わせ・提出先 

第 29回日本健康教育学会学術大会事務局 

〒030－8505 青森市浜館間瀬 58－1 青森県立保健大学栄養学科吉池研究室内 

大会事務局長 竹林正樹 （不在の日もありますので、できる限り Emailでお願いします） 

   Tel/Fax：017－765－4169 E-mail：29nkkg@ms.auhw.ac.jp  

９ 追記 

（１） 飲料等の現物提供も歓迎しております。ご検討されている方は、事務局へ連絡（E-mail：

29nkkg@ms.auhw.ac.jp）くださるようお願いします。 

（２） 感染症対策のため、付設展示・企業ブースコーナーは設置しない方針です。 

 

mailto:29nkkg@ms.auhw.ac.jp
mailto:29nkkg@ms.auhw.ac.jp

