
平成29年９月14日（木）　２日目
階 会場

１階 A会場 多目的ホールA

３階 B会場 第1特別会議室

３階 C会場 第2特別会議室

１階 D会場 第1会議室

１階 E会場 第2会議室

１階 F会場 第3会議室

２階 G会場 第4会議室

２階 H会場 第5会議室

２階
I会場

（意見交換
会場）

第6会議室

２階 J会場 ときわホール

２階
K会場

（意見交換
会場）

展示ギャラリー

１階 示説会場 多目的ホールB

１階 企業展示 多目的ホールＢ
エントランスホール

１階 お土産コーナー
休憩室 ふれあい広場

１階 総合受付 エントランスホール

１階 PC受付 エントランスホール

ホテルクレメント徳島
４階　クレメントホール

9:00 〜 9:45
教育講演①
研究と実務 －研
究倫理と職業倫理

9:00 〜 10:00
一般講演（口頭発表）
栄養教育・食育（学
校給食（１））

9:00 〜 10:50
共催シンポジウム①

ロコモティブシンドロームと骨粗鬆
症への栄養と運動からのアプローチ

9:00 〜 9:48
一般講演（口頭発表）
栄養管理（病態
別）

9:00 〜 9:48
一般講演（口頭発表）
臨床栄養（糖尿
病・肥満（1））

9:00 〜 9:48
一般講演（口頭発表）
臨 床 栄 養

（CKD（1））

9:00 〜 10:00
一般講演（口頭発表）
公衆栄養・栄養疫学

（成人（１））

9:00 〜 18:00

機　器　展　示　・　書　籍　展　示

8:00 〜 17:00
総　合　受　付

8:00 〜 17:00
P　C　受　付

18:15 〜 20:15
懇親会

ホテルクレメント徳島
４階　クレメントホール

10:50〜11:35
教育講演②
栄養情報はな
ぜ混乱する

14:50 〜 16:10
シンポジウム③

アスリートサポートの研究とそ
の活用 ～２０２０まで。２０
２０から。

16:20〜17:05
教育講演③

健康経営と勤労
世代の食生活改善

16:20〜17:05
教育講演④

LEDと食品
衛生

12:00 〜 13:00
ランチョンセミナー①
乳酸菌の摂取と口腔内免疫の関連について
高齢者施設における栄養改善による効果
共催：株式会社 明治

12:00 〜 13:00
ランチョンセミナー②
ロコモ、サルコペニア、骨粗鬆
症における栄養と牛乳・MBP
共催： 雪印メグミルク株式会社

12:00 〜 13:00
ランチョンセミナー③
食物アレルギー診療ガイド
ライン2016を読み解く
共催：公益財団法人ニッポンハム食の未来財団

12:00 〜 13:00
ランチョンセミナー④
ＭＣＴの今後の展望を考え
る　－レシピ集の活用－
共催：日清オイリオグループ株式会社

10:10〜10:58
一般講演（口頭発表）
栄養教育・食育

（学校給食（２））

14:50 〜 16:10
シンポジウム④

「日本とアジア・アフリカの学校
給食に関する研究と発信」日本
の学校給食・海外の学校給食

10:00 〜 10:50

受賞講演

10:00 〜 11:00
一般講演（口頭発表）
臨床栄養（糖尿病・
肥満（2））

10:00 〜 11:00
一般講演（口頭発表）
臨床栄養（CKD（2））

10:10 〜 11:10
一般講演（口頭発表）
臨 床 栄 養（ 食 事 指
導・その他）

10:10 〜 11:10
一般講演（口頭発表）
公衆栄養・栄養疫学

（成人（２））

13:20 〜 14:44
一般講演（口頭発表）

栄養教育・食育（乳幼児）

13:20 〜 14:32
 一般講演（口頭発表）
 生理・生化学（エネル
ギー・蛋白・脂質）

13:20〜14:08
 一般講演（口頭発表）
 栄養管理（高齢
者（1））

13:20 〜 14:44
一般講演（口頭発表）

 臨床栄養（動脈硬化・がん）

13:20 〜 14:20
一般講演（口頭発表）
食品・調理・物性

13:20〜14:08
�一般講演（口頭発表）
 栄養教育・食育

（学校給食（３））

13:20 〜 14:20
一般講演（口頭発表）
 公衆栄養・栄養疫学

（成人（３））

14:55〜15:43
一般講演（口頭発表）
栄養教育・食育

（学童期（１））

14:45 〜 15:57
一般講演（口頭発表）

生理・生化学（ビタミン・
ミネラル）

14:55〜15:43
一般講演（口頭発表）
臨床栄養（病態
別栄養管理）

14:30 〜 15:30
一般講演（口頭発表）

食品・成分・機能（1）

14:20 〜 15:32
一般講演（口頭発表）

栄養教育・食育（思春期
（１））

14:30 〜 15:30
一般講演（口頭発表）
公衆栄養・栄養疫学

（成人（４））

15:40〜16:28
一般講演（口頭発表）
食品・成分・機
能（2）

15:45 〜 16:57
一般講演（口頭発表）

栄養教育・食育（思春期
（２））

15:40 〜 16:52
一般講演（口頭発表）

公衆栄養・栄養疫学（成
人（５））

15:20 〜 16:32
一般講演（口頭発表）
栄養管理（高齢者（3））

15:55 〜 16:55
一般講演（口頭発表）
臨床栄養（高齢者・
その他）

9:55〜10:40
コアカリ検討
事業の中間
報告

13:20 〜 14:40
シンポジウム②

「 健康な食事」がより良い食
環境を作る

15:55 〜 16:55
一般講演（口頭発表）
栄養教育・食育（学
童期（２））

14:20〜15:08
一般講演（口頭発表）
栄養管理（高齢
者（2））

9:00 〜 10:00
一般講演（口頭発表）
臨床栄養（チーム医
療）

9:00 〜 17:00

意見交換会場

17:00 〜 18:00
ポスター撤去

〜 17:00
ポスター掲示

8:30 〜 9:30
ポスター貼付

9:30 〜
ポスター掲示

9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:008:00

9:00 〜 17:00

意見交換会場

13:00 〜 14:20
一般演題（示説発表）

2P-001 〜 2P-187

9:00 〜 17:00

お 土 産 コ ー ナ ー　・　休　憩　室


