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 報道関係者各位  

2023 年 2 月 14 日（火） 

 

【取材のご案内】 
120 年の歴史で初の試み多数。より開かれた医学会総会へ。 

開催地“丸の内”との協働でさらに「健康・医療・⾧寿」の輪を広げる。 

どなたでも参加可能な学術プログラムと、 

お子さまから参加できる医療・健康を知る体験プログラムが 100 種類。 

第 31 回日本医学会総会 2023 東京 記者発表会 
2023 年 2 月 22 日（水）16:00～17:00 会場:日本医師会館 

 

日本医学会は、2023 年 4 月、東京丸の内・有楽町エリアにて、日本医師会の協力のもと、日本最大規模の医学会総会

「第 31 回日本医学会総会」（会頭、春日 雅人 朝日生命成人病研究所所⾧）を開催。また、同時期、同エリアでは、お子

さまから大人まで、医療関係者以外の、より多くの皆さまが健康や医療に関する最新の情報を体験しながら学ぶことのできる「健

康・医療」の祭典「第 31 回日本医学会総会 博覧会」を開催いたします。また、開催期に向けて、開催地「丸の内・有楽町エリ

ア」との連携の他、オンラインを活用し、来場できない方も参加できる様々なプレイベントを開催いたします。この度、日本医師会

定例会見後、同会場にて概要発表会を開催する運びとなりましたので、ご案内させていただきます。 

ご多忙の事と存じますが、ご取材ご検討のほど、よろしくお願いいたします。 

 

当ご案内は、厚生労働記者会、厚生日比谷クラブ、日医プレスクラブにご案内しております。 

また、上記記者クラブにご加盟されていない報道関係者様もご参加いただけます。 

 

【発表内容・トピック】 

120 年の歴史を持つ日本医学会総会もコロナ禍の中で、大きく変わります。 

■日本医学会総会“初開催”  

一般市民も参加可能な学術プログラムを企画。より開かれた「医学会総会へ」 

医師・医療関係者のみが参加していた学術講演を、より平易に、広く参加できる枠組みへ一部改変他、 

バーチャル展示会ほか、オンラインの活用で、総会のデジタルツイン化を目指す。 

■日本医学会総会“初開催” 「丸の内・有楽町・東京エリア」との協働。 

多数の市民公開セッションや、企画展示、100 種類におよぶ体験プログラムを開催。 

ウェルビーイングを推進する同地域との密接な連携により、エリア全体での取り組みへ。 

地域連動企画として、綱引き大会・ラジオ体操を博覧会開催期間中に実施。 

日本医学会総会を契機に、丸の内・有楽町・東京エリアから健康の輪を拡大。 
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■日本医学会総会“初” ダイバーシティ推進委員会発足、活動紹介。 

医学会のジェンダーフリー、ジェネレーションフリー、働き方改革。 

医師・医療関係者の働き方改革、イノベーション、生産性向上も医療を必要とする方のための取組へ 

 

■「手術」や「診察」など、医師・看護師の仕事を体験するコーナーを多数開催。 

子供向けに、エコー体験、縫合、内視鏡手術など実際の手術の体験や、問診、聴診法血圧測定などの体験

コーナーを用意 

 

■学習漫画「ビッグデータと医療」の発刊。 

「ビッグデータ」というキーワードが自分たちや身近な人とどのような関係があるのか、「ビッグデータ」を活用することに

より医学・医療が将来どう変わっていくのかを分かりやすく伝えるため、主に小学 5 年生を対象に学習漫画を発刊 

 

■取材のお申込み 

申込〆切 2023 年 2 月 21 日（火）17:00 

申込フォームまたは FAX（03-5800-6412）、メールにてお申込下さい。 

申込フォーム URL:https://forms.gle/3pVzAVYtxqk7oTzJ6 

 

【お問い合わせ先】 

【日本医学会総会全般に関するお問い合わせ】 

第 31 回 日本医学会総会 事務局 

〒113-8655 東京都文京区本郷 7-3-1 東京大学医学部附属病院中央診療棟 2（8F） 

TEL:03-5800-8971 / FAX:03-5800-6412 / E-mail:office＠isoukai2023.jp 

ご取材に関するお問い合わせ 

第 31 回 日本医学会総会 広報準備室 担当:小林・森田 

TEL 03-5800-8973 / FAX 03-5800-6412  

E-mail:isoukai2023-exhibition@congre.co.jp  

 

■公式サイト 第 31 回日本医学会総会 2023 東京 https://isoukai2023.jp/ 

 第 31 回日本医学会総会 2023 東京 博覧会 https://isoukai-expo.jp/ 

 第 31 回日本医学会総会 2023 東京 オンライン博覧会 https://minna-expo.tokyo/ 
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■記者発表会 開催概要 

日時 2023 年 2 月 22 日（水）16:00～17:00（受付 15:30） 

※スチール先着順 / ムービー抽選 

当発表会の前に開催されている日本医師会定例会見の参加メディアが席、エリアの優先となっております。あらかじめご了承お願いいたします。 

会場 日本医師会館 東京都文京区本駒込 2-28-16  https://www.med.or.jp/jma/about/access.html 

 

■式次第 

司会:広報委員⾧ 岡野 栄之（慶應義塾大学 教授） 

ご挨拶 

日本医師会 会⾧ 松本 吉郎 

日本医学会 会⾧ 門田 守人 

第 31 回日本医学会総会 基本構想 

会頭 春日 雅人（朝日生命成人病研究所 所⾧） 

第 31 回日本医学会総会 開催概要 

準備委員⾧ 門脇 孝（虎の門病院 院⾧） 

学術講演会について 

学術委員⾧ 南学 正臣（東京大学 教授） 

市民向けセッションについて 

広報委員⾧ 岡野 栄之（慶應義塾大学 教授） 

展示会事業について 

展示委員⾧ 青木 茂樹（順天堂大学 教授） 

 

■発表内容 

○第 31 回日本医学会総会 基本構想および展望、開催概要 

○学術講演、学術展示、博覧会展示 開催概要 

○日本医学会総会 博覧会 開催概要 丸の内・有楽町・東京エリアにおける取組 

○ダイバーシティの取組 

○日本医学会総会 博覧会 開会式（2023/4/15）のご案内  

  



4 

 

（補足資料） 

第 31 回日本医学会総会 2023 東京 / 第 31 回日本医学会総会 2023 東京 博覧会 開催概要 

日本医学会総会は、日本医学会が日本医師会と協力して医学および医学関連領域の進歩・発展を図り、学術面、実践面から医学・医療にお
ける重要課題を総合的に討議することを目的としています。第 1 回日本聯合医学会は、東京において明治 35 年 4 月 2 日から 4 日間、田口和美
会頭、 北里柴三郎副会頭で開催され、16 分科、1,700 余名が参加し、活発な研究発表が行われました。第 2 回日本聯合医学会は明治 39
年 4 月に同じく東京で開催されました。第 3 回からは、日本医学会と改称され、4 年毎に開催が続けられてきました。現在、日本医学会は 141 の
分科会を擁しています。日本医学会総会はこれらと連合し、分科会における最新の成果を統合し紹介する場を提供します。また、1999 年より社会
に開かれた総会として一般市民に開放された博覧会を併催。以後、医学、医療サイドが主催する国内唯一最大の「医学と医療に関する学会・博覧
会」として毎回 30 万 人以上の参加実績を残しております。今日のように、医学、医療が高度に専門化、細分化する一方、社会や社会制度におけ
るその重要度がますます高まる中、日本医学会総会は、日本医学の英知を結集し、新しい未来を切り開く場として、医学・医療の世界にとどまらず社
会全体にとっての重要な責務を担うと同時に、その課題解決の場として期待されています。 

日本医学会総会は日本医学会が日本医師会と協力して、学術・実践の両面から、医学の重要課題を討議し、医学および関連領域の進歩発展
に資するとともに、人類の健康と幸福の増進をはかることを目的とする学術集会です。 

 

開催テーマ 

第 31 回日本医学会総会 2023 東京 ビッグデータが拓く未来の医学と医療～豊かな人生 100 年時代を求めて～ 

第 31 回日本医学会総会 2023 東京 博覧会 みんなで健康 みんなの医療 みんなが⾧寿 

主催 日本医学会 

実行機関 第 31 回日本医学会総会 

主務機関 東京大学医学部、東京医科歯科大学医学部、慶應義塾大学医学部、東京慈恵会医科大学、順天
堂大学医学部、杏林大学医学部、昭和大学医学部、帝京大学医学部、東京医科大学、東京女子
医科大学、東邦大学医学部、日本大学医学部、日本医科大学、国立がん研究センター、国立精神・
神経医療研究センター、国立国際医療研究センター、国立成育医療研究センター、東京都医師会 

 

会期・会場 

 学術集会 2023 年 4 月 21 日（金）～23 日（日） 

 東京国際フォーラム、JP タワー ホール＆カンファレンス、東京商工会議所 

 ステーションコンファレンス東京 

 学術展示  2023 年 4 月 20 日（木）～23 日（日） 

         東京国際フォーラム 

 博覧会 2023 年 4 月 15 日（土）～23 日（日） 

 東京国際フォーラム、東京丸の内・有楽町エリア 

 周辺エリア各施設 開催期間 

 ・東京国際フォーラム 4 月 20 日（木）～23 日（日） 

 ・丸ビル・マルキューブ 4 月 15 日（土）～23 日（日） 

 ・丸ビルホール  4 月 15 日（土）～17 日（月） 

 ・KITTE アトリウム 4 月 15 日（土）～23 日（日） 

 ・行幸通り地下ギャラリー 4 月 1 日（土）～30 日（日）※予定 

 オンライン学術展示  2023 年 3 月 1 日（水）～ 5 月 31 日（水） 

 オンライン博覧会  2022 年 11 月 1 日（火）～ 5 月 31 日（水） 
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■来場者数想定  登録会員 3 万 5 千人 

 一般 50 万人（リアル会場への来場＋オンラインバーチャル会場への来場） 

 ※従来開催に基づいた目標 

 

後援 日本医師会、日本歯科医師会、文部科学省、厚生労働省、経済産業省、国土交通省、総務省、 

 東京都、 NHK、日本病院会、日本看護協会、日本薬剤師会、日本病院薬剤師会、 

 日本診療放射線技師会、国際博覧会推進本部、読売新聞社、朝日新聞社、毎日新聞社、 

 日本経済新聞社、東京新聞、共同通信社 

●学術集会プログラム 

今回は専門家に向けたプログラムについて、初めて広く市民の皆様にもご参加いただけるセッションを多数ご用意しました。 

*印のついたセッションは、市民参加が可能です。 

会頭特別企画 ・ビッグデータがどのように医療・医学を変えるか* 

 ・医療と臨床研究における患者・市民参画（PPI）* 

 ・2024 年の医師の働き方改革元年を翌年に控えて ー課題と展望 

 ・COVID-19 に世界はどう対応したのか?どう対応するのか?* 

 ・COVID-19 に日本はどう対応したのか?どう対応するのか?* 

 ・ヒトがん生物学が教えてくれるもの ̶次世代がん治療戦略の構築に向けて̶ 

 ・2040 年を見据えた地域医療構想ー我が国の医療供給体制の課題と未来への提言 

 

特別プログラム  春日  雅人 （第 31 回日本医学会総会 会頭） 

 松本  吉郎 （日本医師会 会⾧） 

 門田  守人 （日本医学会 会⾧） 

 中村  祐輔* （国立研究開発法人 医薬基盤・健康・栄養研究所 理事⾧／東京大学 名誉教授） 

 大隅  良典* （東京工業大学 科学技術創成研究院 細胞制御工学研究センター 栄誉教授） 

 尾身  茂* （公益財団法人 結核予防会理事⾧） 

 浅川  智恵子* （日本科学未来館 館⾧／IBM フェロー） 

 津田  雄一* （宇宙航空研究開発機構 宇宙科学研究所 教授） 

 山中  伸弥* （京都大学 iPS 細胞研究所名誉所⾧・教授／ 

  公益財団法人京都大学 iPS 細胞研究財団 理事⾧） 

 Carl-Henrik Heldin （ノーベル財団 理事⾧） 

 堀    憲郎 （日本歯科医師会 会⾧） 

 井上  惠司 （東京都歯科医師会 会⾧） 

 住友  雅人 （日本歯科医学会 会⾧） 

 福井  トシ子 （日本看護協会 会⾧） 

 山本  信夫 （日本薬剤師会 会⾧） 

 武田  泰生 （日本病院薬剤師会 会⾧） 

 
学術集会 柱 1 ビッグデータがもたらす医学・医療の変革 

 柱 2 革新的医療技術の最前線 

 柱 3 人生 100 年時代に向けた医学と医療 

 柱 4 持続可能な新しい医療システムと人材育成 

 柱 5 パンデミック・大災害に対抗するイノベーション立国による挑戦* 

 ダイバーシティ推進委員会・U40 委員会企画  
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市民向けセッション＊ 2023 年 4 月 22 日（土）、23 日（日） 於:東京ステーションコンファレンス 
   4 月 22 日（土）   ・抗老化と生活習慣病の未来を語る 
 ・食事をもっと楽しもう!:食から学ぶ医科学 
 ・ビッグデータが拓く難病医学の未来 
 ・認知症 1000 万人時代に備えて知っておきたい、知識と医療! 
 ・関節と腰のつらい痛みを感じたらどうしよう? 
 ・ダイエットで悩んでいませんか?-科学的なダイエット方法をお教えします 
 ・内視鏡で治せるうちに発見するため早く検査を受けよう-内視鏡診断・治療の進歩- 
 ・新型コロナウイルス感染症にまつわる嘘、本当 
 ・あなたも心不全ではありませんか?―心不全パンデミックを乗り越えるコツとは。 
 ・日本医学会連合 TEAM 事業企画: 
 体重が増えた時気を付けたい合併症の話ー豊かな人生 100 年時代の無病息災に向けてー 
 ・デジタル変革で医療はどう変わるか 
 ・ロボットと AI 研究の最前線 
   4 月 23 日（日）   ・再生医療の最前線 
 ・慢性片頭痛にどう対処するか 
 ・がん治療中の皆様必見!化学療法による外見変化と痺れ対策の最新情報 
 ・女性の健康課題を考える～トータルヘルスケアを目指して 
 ・人生をもっと楽しくもっと豊かに、お口の健康がもたらす健康寿命の延伸 
 ・恥ずかしがらないで!尿漏れに立ち向かえ 
 ・日本医学会連合 TEAM 事業「フレイル・ロコモ対策会議」企画  
 フレイル・ロコモを予防する:80GO の実現へ向けて 
 

■博覧会 開催概要 

 

 

 

 

 

 

 

■丸の内・有楽町・東京エリア / オンライン博覧会（イメージ） 
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ご多忙の折お手数ですが下記URLまたは、FAXにてお申込みください。 

第 31 回 日本医学会総会 事務局 担当:小林・森田 宛 

申込〆切 2023 年 2 月 21 日（火）17:00 

 
申込フォーム https://forms.gle/3pVzAVYtxqk7oTzJ6 
E-mail:isoukai2023-exhibition@congre.co.jp 

FAX:03-5800-6412  

御社名 

媒体名 

部署名 

ご芳名 

参加人数 

カメラ台数 スチール  ムービー  ペン記者 

メールアドレス 

ご連絡先（当日ご連絡の取れる電話番号） 

※当発表会は、記者クラブ加盟社様以外もご参加いただけます 

※日本医師会の定例会見は別途お申込ください（加盟者のみ） 

ご取材に関するお問い合わせ 

第 31 回 日本医学会総会 事務局 担当:小林・森田 

TEL 03-5800-8973 / FAX 03-5800-6412 

E-mail:isoukai2023-exhibition@congre.co.jp 

取材申込書 
第 31 回日本医学会総会・第 31 回日本医学会総会 2023 東京 博覧会 開催概要 記者発表 

2023 年 2 月 22 日（水）16:00～17:00 会場:日本医師会館 


