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皆様の健康状態を夏冬の2回で調査し、
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ができます。
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調査
対象 札幌近郊に居住、または

勤務する日本人の成人男女
　　であればどなたでも
　　　　参加できます！

※但し、大きな疾病のある
　方は参加できません。

社会貢献にもなる！

北海道情報大学 健康情報科学研究センター
〒069-8585  北海道江別市西野幌59番2 TEL（011）385-4430
詳しくはホームページをご覧ください  https://e-healthsurvey.jp/

お申し込み・お問合せは

睡眠時の脳波測定

Zzz

会場への交通費は自己負担となりますので予めご了承ください。

検査費用のご負担はありません。

参加者募集！

参加申込期間： 

実施月： 

説明会：

※詳細はHP、裏面をご覧ください。なお、応募人数などによりご参加いただけない場合があります。

10：00～、14：00～
10：00～

10：00～、14：00～

計4回
参加

という?
１年間まるごと追跡！

『   』すこやか健康調査

お申し込みは
こちら！

「すこやか健康調査」は、
 内閣府の主導する「戦略的イノベーション創造プログラム（SIP）「スマートバイオ産業・農業基盤技術」において「食を通じた健康システム
の確立による健康寿命の延伸への貢献」（代表研究機関：国立研究開発法人 農業･食品産業技術総合研究機構）が採択され、北海道情
報大学及び国の研究機関や民間企業が共同で実施する取組みです。本調査で行う血液検査を含む一般の健康診断のほか、腸内細菌
の種類や割合（腸内フローラ）、睡眠の質、食事などの得られたデータを食と健康との関係性の解明などを目的とした研究に使用します。

4月16日（木）・17日（金）
4月18日（土）
5月8日（金）・9 日（土）・11日（月）

2020年 4月24日（金）まで 

2020年   5 月~  7 月 に2回 
    　  　 11月~  1 月 に2回 



前期（夏）、後期（冬）、それぞれ２回ずつ来場していただきます。

夏、冬、それぞれで…

すこやか健康調査
説明会参加ＦＡＸ申込書 2020 年     　　月　    　日

（　  男　  ・　 女　  ）

一般的な健康診断項目以外に、次の主なチェックを行います。

すこやか健康調査の流れ すこやか健康調査の内容

5～7月 11～1月 心拍、脳波測定1 ：睡眠の質や、睡眠の質に影響する自律神経のバランスをチェック！
手軽な装置を使って、日常生活の中で計測できます。

遺伝子検査 2 ：個人の体質や生活習慣病に関係する遺伝子のタイプをチェック！
遺伝型を解析することで個人の体質や健康リスクを知ることができます。

腸内フローラ検査3 ：お腹の中に住んでいる菌の種類と割合をチェック！　
ご家庭で便を専用容器に採っていただきます。

食事調査4 ：1日分をしっかりと記録する方法と1年間を振り返る方法、両方でチェック！

FAX ： 011-385-4429 

（〒　　　　　　　-　　　　　　　　　　　）

（　　　　　　　）-　　　　　　　-
（　　　　　　　）-　　　　　　　-

年　　　　 月　　　　 日 （　　　　歳）西暦 国民健康保険    ・   その他の健康保険（　　　　　　   　　 ）

FAXでの参加可否の返信 （  　   希望する　　・　　希望しない  　   ）

お 名 前

生年月日（西暦）

T E L

メール（お持ちの方）

住 所

ふ り が な

健康保険証の種類

F A X

１週間 2回目来場1回目来場

会場 での実施内容
●血圧測定　●身体計測
●採血　●尿・便提出  など

家庭 での実施内容
●持ち帰り測定(7日間)
●アンケート記入  など

自宅で心拍・脳波測定＆
アンケート等記入

申込みのきっかけ 　DM　・　ホームページ　・　メルマガ　・　講演会　・　チラシ　・　知人や家族の紹介　・　その他（　　　　　　 　　　　　　　）

説明会参加希望日 希望日に○をご記入ください。希望順がある場合は、１   ２  ３  のように希望順をご記入ください。※所要時間は約2時間半程度の予定です。　

〈 札幌会場 〉 ＴＫＰ札幌ホワイトビル カンファレンスセンター（札幌市中央区北４条西７丁目1-5  ＮＣＯ札幌ホワイトビル ２Ｆ）　（いずれの日も）　

〈 本調査日程 〉

４/16 (木) 10:00～
４/16 (木) 14:00～
５/８ (金) 10:00～
５/８ (金) 14:00～

４/17 (金) 10:00～
４/17 (金) 14:00～
５/９ (土) 10:00～
５/９ (土) 14:00～

４/18 (土) 10:00～

５/11 (月) 10:00～
５/11 (月) 14:00～

参加条件 最後までお読みいただき、ご理解の上、　  欄にチェックをお願いいたします。

下記参加条件を確認し、了承します
○ 20歳以上69歳以下の日本人男女

○ 健康保険証をお持ちの方

○ 現在治療中の重篤な病気をお持ちではない方

○ ペースメーカーまたは埋め込み除細動器などの医療機器を使用していない方

○ 妊娠・授乳中ではない方、また試験期間内にそのご予定のない方

○ 2020年４月以降に400ml献血をしていない方、また調査期間が終了するまで献血禁止にご協力いただける方

○ 2019年度の「すこやか健康調査」に参加していない方

○ すべての日程に参加可能な方（来所は前期２回、後期２回の各４回、所要時間は各１時間程度）

○ タブレット（脳波測定時使用）の簡単な操作ができる方

○ 現在、または１ヶ月以内に他の臨床試験や食品モニターに参加していない方 （「すこやか健康調査」に参加中は、当センターや他社の臨床試験には参加できません）

○ 前期と後期の２回、ご自宅で心拍センサと脳波センサを１週間装着していただける方 ※心拍センサは入浴や水泳時を除いて1日中装着し、脳波センサは就寝時に装着

※心拍・脳波測定時間と同じ１週間に食事の写真を撮影、またそのうちの1日分の食事内容を記録○ 前期と後期の２回、ご自宅での食事調査にご協力いただける方

○ 採便提出および、提出までの間、便検体をご自宅の冷蔵庫・冷凍庫で保管していただける方

※参加の可否については、お電話またはFAXで４営業日以内にご連絡いたします。それまでに連絡がない場合は、お手数ですがTEL.011-385-4430までお問い合わせください（受付時間：平日９時～17時）。
北海道情報大学では「食の臨床試験」を行っています。すこやか健康調査の説明会申込み時にご記載いただいた内容は、北海道情報大学健康情報科学研究センターのボランティアシステムに登録され、すこやか健康調査のご連絡の他、
「食の臨床試験」や無料検診のご案内に使用させていただく場合がありますのでご了承ください。尚、登録個人情報は本学が責任を持って管理し、ご本人の同意なしに上記目的以外での利用や第三者への提供、開示はいたしません。

●以上、すべての項目について確認し、ご了承いただける方は、上部の□欄にチェックを入れてください。

前期１回目

前期２回目

後期１回目

後期２回目

 ５/ 14 (木)  ５/ 15 (金)  ５/ 16 (土)  ６/ 17 (水)  ６/ 18 (木)  ６/ 19 (金)  ６/ 20 (土) 
 ５/ 28 (木)  ５/ 29 (金)  ５/ 30 (土)  ７/  １ (水)  ７/  ２ (木)  ７/  ３ (金)  ７/  ４ (土)

※本調査の会場については、現在未定です（札幌駅周辺予定）。決定しましたら改めてお知らせいたします。

③ ④ ⑤ ⑥ ⑦① ②

※連絡のつきやすい番号

前期   夏 後期   冬 

調査日程は11月～1月の予定です（後期日程開催前に改めてお知らせいたします）。


