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基本概要

第28回日本医学会総会
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タイトル：第28回 日本医学会総会

「わかろう医学 つくろう！健康EXPO2011  ウェブ＆体験 博覧会」

（1）主 催　　 日本医学会

（2）実行機関　　第28回 日本医学会総会

（3）主務機関

　　東京大学医学部、東京医科歯科大学医学部、千葉大学医学部、 順天堂大学医学部、
慶應義塾大学医学部、東京慈恵会医科大学、 日本大学医学部、東京女子医科大学、
日本医科大学、 帝京大学医学部、東京医科大学、昭和大学医学部、 東邦大学医
学部、杏林大学医学部、国立国際医療研究センター、 虎の門病院、聖路加国際病
院、東京都病院経営本部、 東京都医師会

（4）後 援

　　日本医師会、日本学術会議、文部科学省、厚生労働省、環境省、経済産業省、　
国土交通省、総務省、東京都、 日本放送協会（ＮＨＫ）、朝日新聞社、
毎日新聞社、読売新聞社、 日本経済新聞社、産経新聞社

（5）博覧会協賛

　　動脈硬化予防啓発センター、日本製薬団体連合会/日本製薬工業協会、保健医療
福祉情報システム工業会、日本ラジオロジー協会、サトウスポーツプラザ、アフ
ラック、オムロンヘルスケア、オリンパスメディカルシステムズ、キリンホール
ディングス/協和発酵キリン/協和発酵バイオ、サントリーホールディングス、 　
ジョンソン・エンド・ジョンソン メディカルカンパニー、テルモ、日本ジェネ　
リック製薬協会、メディネット、NTTドコモ、カゴメ、GEヘルスケア・ジャパ
ン、シミック、ソニー、トヨタ自動車/デンソー、日本OTC医薬品協会、日本メ
ドトロニック、パラマウントベッド、東京ミッドタウンクリニック、朝日新聞社、
三和化学研究所、新日本科学/メディポリス医学研究財団、日本光電工業、毎日
新聞社、読売新聞社



経緯と実施構成
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経緯

本計画は、第28回日本医学会総会の一般公開展示として、総会展示委員の監修によ
り下記の計画で準備された。

１　メイン展示

会場：東京ビッグサイト西展示棟ホール１、２

会期：2011年4月2日（土）～10日（日）/ 9日間

展示面積：約2,000㎡

２　健康づくりファミリーウオーク

会場：日比谷公園　周辺

実施日：2011年4月2日（土）

３　動脈硬化予防啓発フォーラム

①プレシンポジウムⅠ

名称：動脈硬化予防フォーラム 社員の健康管理と企業の競争力

～職場で防ぐ動脈硬化～

日時：2011年2月18日（金）13:00～16:15（開場12:30）

会場：日経ホール（東京都千代田区大手町1-3-7）

主催：第28回 日本医学会総会、動脈硬化予防啓発センター

後援：日本経済新聞社

助成：公益信託 日本動脈硬化予防研究基金

②プレシンポジウムⅡ

名称：動脈硬化予防フォーラム「動脈硬化予防と健康ライフ」

日時：2011年3月6日（日）14:00～17:00（開場13:00）

会場：有楽町朝日ホール（東京都千代田区有楽町2-5-1）

主催：第28回 日本医学会総会、動脈硬化予防啓発センター

後援：朝日新聞社

助成：公益信託 日本動脈硬化予防研究基金

③フォーラム

名称：動脈硬化予防フォーラム 知って防ごう！“動脈硬化”

～健康長寿・あなたの選択は？～

日時：2011年4月4日（月）14:00～

会場：東京ビッグサイト西展示場　多目的ステージ

主催：第28回 日本医学会総会、動脈硬化予防啓発センター

後援：読売新聞社、ＮＨＫエデュケーショナル

助成：公益信託 日本動脈硬化予防研究基金

2011年3月11日の東日本大震災の影響により、それ以前に実施したものは完遂した
ものの、以降に実施を予定していた東京ビッグサイトでの展示企画について、開催が
不可能となった。

しかしながら、今まで準備した有益なコンテンツを、未公開のまま終了させるべきで
はないとの声が高まり、「わかろう医学　つくろう！健康 EXPO2011」の実施概要
を、次項の通り変更し、準備していた展示コンテンツの公開を実現した。
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実施の構成

ウェブ博覧会 http://ex2011.net

会期　2011年6月15日（水）～9月30日（金）まで開催

概要

ウェブ博覧会では、当初東京ビッグサイトの展示用に準備していた展示グラ
フィック・映像コンテンツを一堂にウェブ上の専用サイトに掲載。医師、医療
関係者、専門家が監修した、医学・医療・健康に関する情報が満載。

全コンテンツ（展示、映像）を観覧できる展示アーカイブ/インタラクションに
よる体験型コンテンツ/ソーシャルメディアによる参加型コンテンツ

体験博覧会

会期　2011年6月24日（金）～6月26日（日）/ 3日間

会場　科学技術館 1階展示会場 （北の丸公園内）

概要

当初東京ビッグサイトの展示用に準備していた展示の体験型の展示コンテンツ
を、科学技術館会場に集約。見て、触って、体験して、医学と医療の今が分か
りやすく理解できる体験エキスポを実施。

健康づくりファミリーウオーク

【名称】健康づくりファミリーウオーク ～動脈硬化を予防しよう～

【日時】2011年6月25日（土）

【場所】日比谷公園健康広場（スタート・ゴール地点）

【主催】第28回 日本医学会総会、動脈硬化予防啓発センター

【主管】社団法人日本ウオーキング協会

【助成】公益信託 日本動脈硬化予防研究基金

【後援】千代田区

【特別協賛】花王株式会社　【協賛】テルモ株式会社、山佐時計計器株式会社

【コース】12キロコース / 6キロコース　【参加料】無料

動脈硬化予防啓発フォーラム

①プレシンポジウムⅠ

前述通り開催

②プレシンポジウムⅡ

前述通り開催

③フォーラム

名称：動脈硬化予防フォーラム 知って防ごう！“動脈硬化”

～健康長寿・あなたの選択は？～

日時：2011年5月29日（日）14:00～16:00（開場13:30）

会場：新宿住友ホール（東京都新宿区西新宿2-6-1）

主催：第28回 日本医学会総会、動脈硬化予防啓発センター

後援：読売新聞社、ＮＨＫエデュケーショナル

助成：公益信託 日本動脈硬化予防研究基金



第28回日本医学会総会
わかろう医学 つくろう！健康EXPO20115

体験博覧会

来場者数

男女比

年齢構成比

健診体験コーナー　人数集計

6/24（金）　※会期1日目 天候：くもり

男性 女性 合計

10時→13時 476 702 1,178

13時→17時 877 1,070 1,947

1日合計 1,353 1,772 3,125

6/25（土）　※会期2日目 天候：くもり時々雨

男性 女性 合計

10時→13時 686 989 1,675

13時→17時 1,446 2,106 3,552

1日合計 2,132 3,095 5,227

6/26（日）　※会期3日目 天候：くもり時々雨

男性 女性 合計

10時→13時 932 1,177 2,109

13時→17時 1,637 2,842 4,479

1日合計 2,569 4,019 6,588

3日間合計 14,940

頸動脈エコー 中心血圧 血管内皮 内脂肪 骨密度 簡易血糖 1日合計

6/24（金） 163 77 38 64 238 250 830

6/25（土） 242 102 43 81 400 379 1,247

6/26（日） 247 89 42 82 549 280 1,289

3日間合計 3,366

12歳以上
52%

12歳以下
48%



動脈硬化への取組み
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展開実績（図面、展開面積等）

科学技術館　1階展示ホール　展示展開面積　約1,200㎡

（東京ビッグサイト展示予定面積　約2,100㎡）

血管トンネル

メタボゲート

カテーテル体験

簡易血糖値測定

健診体験

多目的ステージ

ＥＢＭ

メタボミラー

ライフサポート



成果-総括編
（ファミリーウオーク及び予防啓発フォーラムに関しては別紙参照）
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ウェブ博は、動脈硬化予防啓発の一般への大きなリーチを達成

2011年6月15日に「わかろう医学　つくろう！健康EXPO2011　ウェブ
博覧会」をアップ。震災前に準備していた多くのコンテンツを、ウェブサイ
ト上に公開するとともに、特に動脈硬化関連のコンテンツは、インデックス
を設け、分かりやすく閲覧できるように工夫した。

自宅で、医学の総合的な視点から気軽に動脈硬化予防への知識が得られるこ
とで、多くの一般市民から活用され、公開より3ヶ月間で、日本全国から90
万におよぶページビューと12万を超えるユーザー数を達成した。

情報の信頼性とネットでの簡易性により、達成された膨大なリーチ数は、市
民への動脈硬化予防啓発に従来にない大きな貢献を果たしたと言える。

体験博は、若年や主婦など今まで参加の少なかった層への啓発に貢献

科学技術館で実施された体験展示は、新聞告知に合わせて近隣の小学校への
広報も展開した。

結果、体験的な展示への興味もあり、全来場者の48%に及ぶ小学生の来場を
実現した。

また、こども達に手をひかれて、母親である主婦も来場されたことは言うま
でもなく、実際当日の会場内は母子連れ立つ姿が多くみられた。

これは、今までの予防啓発事業にはなかった来場者層であり、家族の健康を
守る上で、多くの主婦やこども達が動脈硬化予防への知識と理解を得る絶好
の機会となった。

今後の啓発活動に活用できるコンテンツを獲得

第28回日本医学会総会で一般向けに準備された動脈硬化予防啓発に関連する
コンテンツは、実に85タイトルに及ぶ。

しかもこれらはすべて、現代の医療の最前線で活躍するドクターの方々の監
修により制作された優秀なコンテンツである。

今回の協賛参画により、第28回日本医学会総会終了後の啓発事業に有効活用
できる、多くのコンテンツを獲得することができた。

参考）動脈硬化予防フォーラム　来場者属性実績

「動脈硬化予防と健康ライフ」　　　「知って防ごう！“動脈硬化”」

目標達成率　90.1％



記録写真（体験博覧会抜粋）
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科学技術館

会場ロビー

プレ内覧会

入口ゲート
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血管トンネル

メタボチェックの様々なコンテンツ
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心臓・血管の病気と治療

ＥＢＭ
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様々な健診体験

ライフサポートテクノロジー

多目的ステージ
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その他の体験展示の数々


