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9月14日（木）第２日

Ｂ会場
（３階　第１特別会議室）　栄養教育・食育（学校給食（１））
9:00〜10:00	 座長：饗場　直美（神奈川工科大学）

　　　郡　　俊之（近畿大学）

2Ba-01 郷土料理に対する意識と背景－岐阜県の栄養教諭・学校栄養職員の調査結果から－
◯堀　光代1），西脇　泰子2），横山　真智子3），長屋　郁子1），木村　孝子4）

1）岐阜市立女子短大，2）岐阜聖徳学園大短期大学部，3）各務原市立桜丘中，4）東海学院大

2Ba-02 食に関する指導からみた郷土料理の現状－岐阜県の栄養教諭・学校栄養職員の調査結果から－
◯西脇　泰子1），堀　光代2），横山　真智子3），長屋　郁子2），木村　孝子4）

1）岐阜聖徳学園大短期大学部，2）岐阜市立女子短大，3）各務原市立桜丘中，4）東海学院大

2Ba-03 学校給食の使用食品と調理操作からみた献立の研究
◯山崎　芳江，名倉　秀子
十文字女子大院

2Ba-04 学校給食用食器における文化的属性への受容性、和食器の可能性の調査
◯大塩　美奈子1,2）

1）三信化工株式会社　営業開発部，2）いただきます.info

2Ba-05 学校給食での箸指導実践報告～学童期の箸の正しいもち方は、どのくらいの期間の練習で定着するの
か～
◯佐久間　直緒美1,2）

1）十文字学園女子大学大学院，2）神奈川県横浜市立大岡小学校

Ｂ会場
（３階　第１特別会議室）　栄養教育・食育（学校給食（２））
10:10〜10:58	 座長：名倉　秀子（十文字学園女子大学）

　　　髙橋　啓子（四国大学）

2Ba-06 栄養教諭制度導入１０年後の鹿児島県における生きた教材としての学校給食献立に関する内容分析
◯宮崎　律子1），中馬　和代2），榊　順子2），福田　恵子3），児玉　むつみ4），吉田　三千代5），中西　智美6），
鮫島　久子7），成相　律子8），鎌田　理恵9），大堤　香緒理10），金田　雅代11），饗場　直美12）

1）鹿児島県鹿屋市立大姶良小学校，2）鹿児島純心短大，3）串木野小，4）栗野小，5）末吉小，
6）串木野養護，7）吉田南中，8）谷山小，9）吉野小，10）有明中，11）女子栄養大，12）神奈川工科大

2Ba-07 栄養教諭導入による学校給食の変化と食育展開の波及効果（２）～伝統食材を視点においた献立作成
の工夫～
◯堀　恵美子1），武田　香織2），三上　真由美3），時光　奈苗4），阿壽賀　由紀5），明見　伸子6），
井上　博子7），北原　千紘8），西尾　佳代子9），金田　雅代10），饗場　直美11）

1）伴中，2）吉島東小，3）牛田小，4）千田小，5）川内小，6）庚午小，7）皆実小，8）古田小，9）広島市教育委員
会健康教育課，10）女子栄養大栄養科学研究所，11）神奈川工科大学応用バイオ科学部栄養生命科学科

2Ba-08 食育基本法制定後の学校給食献立の変容について（第２報）
◯赤松　美雪1），安岡　あゆみ2），宮武　千津子3），大平　美佳4），大西　卓子5），藪内　咲希6），
村井　栄子7），金田　雅代8），饗場　直美9）

1）香川県保健体育課，2）坂出市立坂出中，3）高松市立国分寺南部小，4）三豊市立詫間小，5）琴平町立象郷小，
6）丸亀市立綾歌中，7）大川地区医師会附属準看護学院，8）女子栄養大栄養科学研，9）神奈川工科大



2Ba-09 １０年前の学校給食の献立と現在の献立内容の比較
◯高橋　澄子1），黒沢　秀子2），田中　ゆり子3），手塚　和美4），関口　和実5），井上　由佳6），西山　千恵7），
磯　咲子8），金田　雅代9），饗場　直美10）

1）埼玉県所沢市立和田小学校，2）埼玉県所沢市立北小学校，3）元　所沢市教育委員会　保健給食課，4）

所沢市教育委員会　保健給食課，5）埼玉県所沢市立富岡小学校，6）埼玉県所沢市立南小学校，7）埼玉県
所沢市立清進小学校，8）所沢市教育委員会　保健給食課，9）女子栄養大学栄養科学研究所，10）神奈川工
科大学応用バイオ科学部

C会場
（３階　第２特別会議室）　栄養教育・食育（乳幼児）
13:20〜14:44	 座長：北村　真理（武庫川女子大学）

　　　平本　福子（宮城学院女子大学）

2Cp-01 保育所通所児保護者の食事準備負担感と育児感情との関連
◯平本　福子，丹野　久美子
宮城学院女子大

2Cp-02 園児の食育推進に影響を及ぼす保護者の箸使いと家庭環境
◯北川　千加良，渡邉　智之，森岡　亜有，末田　香里，酒井　映子
愛知学院大学心身科学部健康栄養学科

2Cp-03 保育園児の朝食における主食の差異が栄養素等摂取量に与える影響　第二報
◯高橋　孝子1），笠原　賀子2），佐藤　ゆき3,4）

1）神戸女子大，2）長野県短大，3）東北大学大学院医学系研究科，4）元国立環境研究所

2Cp-04 幼児のこころの健康と生活環境因子の関連について
◯相良　多喜子
関西福祉科学大学健康福祉学部福祉栄養学科

2Cp-05 幼児におけるクロノタイプと生活習慣との関連
◯岸本　三香子1），松宮　さおり2）

1）武庫川女子大学　食物栄養学科，2）元武庫川女子大学　食物栄養学科

2Cp-06 1,2歳幼児食の味付けに関する食育ツールの作成
◯北村　真理，戸田　遥子，堀内　理恵
武庫川女子大学

2Cp-07 公立保育所に通う幼児の共食状況－朝食の共食と保護者の食意識、年代および兄弟の有無との関連－
◯須永　美幸1,2,3），小野　友紀2），秡川　摩有1），佐藤　七枝1）

1）聖徳大学，2）武蔵野短期大学，3）聖徳大学短期大学部

C会場
（３階　第２特別会議室）　栄養教育・食育（学童期（１））
14:55〜15:43	 座長：奥村　仙示（徳島大学）

　　　早渕　仁美（福岡女子大学）

2Cp-08 家庭で食事の手伝いをさせている保護者とその子どもの特徴
◯吉井　瑛美1），赤松　利恵2）

1）お茶の水女子大学大学院人間文化創成科学研究科，2）お茶の水女子大学基幹研究院自然科学系

2Cp-09 日頃の児童のストレス度と生活習慣、食品摂取頻度、重心動揺値との関連
◯名村　靖子1），宮本　邦彦2），奥田　豊子3）

1）箕面学園福祉保育専門学校，2）和歌山県立医科大学，3）帝塚山学院大学

2Cp-10 中国都市部における児童および保護者の食に関する実態―偏食の観点から―
◯邱　イク1），中山　玲子1,2）

1）京都女子大学大学院　家政学研究科　食物栄養学専攻，2）京都女子大学　家政学部　食物栄養学科



2Cp-11 小学生における体型願望別に見た生活習慣の検討
◯長谷川　爽1），柳川　由布子1），赤松　利恵2）

1）お茶の水女子大学大学院，2）お茶の水女子大学

C会場
（３階　第２特別会議室）　栄養教育・食育（学童期（２））
15:55〜16:55	 座長：中山　玲子（京都女子大学）

　　　小切間美保（同志社女子大学）

2Cp-12 小学生の調理経験と自己肯定感および学習態度との関連性
◯掃部　美咲1），小松　万里子2），吉本　優子3），小切間　美保1,2）

1）同志社女子大学大学院，2）同志社女子大学生活科学部，3）京都府立大学大学院

2Cp-13 小児の野菜摂取とヘルスリテラシーとの関連
◯岩部　万衣子1,2），吉池　信男1）

1）青森県立保健大学大学院健康科学研究科，2）札幌保健医療大学保健医療学部

2Cp-14 千葉県郷土食「性学もち]:学校給食での地場産物活用に向けての取り組み
◯大河原　悦子1），古本　美栄1），小田中　南弓1），中島　肇1），龍崎　英子2）

1）和洋女子大学，2）千葉伝統郷土料理研究会

2Cp-15 「味覚の授業」が児童の食知識、態度、行動に及ぼす影響―全国調査の結果より―
◯梅木　陽子1），早渕　仁美1,2），上田　晴陽2,3）

1）福岡女子大学国際文理学部食・健康学科，2）福岡女子大学大学院人間環境学研究科，3）佐賀県唐津保
健福祉事務所

2Cp-16 小学校低学年とその親を対象とした食育活動
◯井邉　有未，市村　真祐子，松田　覚
奈良女子大学食物栄養学科

D会場
（１階　第１会議室）　栄養管理（病態別）
9:00〜9:48	 座長：寺本　房子（川崎医療福祉大学）

　　　妻木　陽子（広島女学院大学）

2Da-01 有料老人ホーム入所中の高齢者透析患者に栄養ケアマネジメントを実施した1年間の栄養状態
◯山根　由梨枝
佐藤循環器科内科

2Da-02 血液透析患者の惣菜利用について
◯児玉　亜衣1），徳永　千賀2），井上　啓子3）

1）医療法人白楊会病院，2）鈴鹿腎クリニック，3）至学館大学

2Da-03 食物アレルギー児の食生活に対する保護者の意識
◯妻木　陽子1），鉄穴森　陽子2），坂井　堅太郎3）

1）広島女学院大学人間生活学部管理栄養学科，2）NPO法人ヘルスケアプロジェクト，3）徳島文理大学人
間生活学部食物栄養学科

2Da-04 糖尿病患者の性格特性
◯三浦　公志郎
九州女子大学



D会場
（１階　第１会議室）　生理・生化学（エネルギー・蛋白・脂質）
13:20〜14:32	 座長：桑波田　雅士（京都府立大学大学院）

　　　瀬川　博子（徳島大学）

2Dp-01 タンパク質エネルギー比率と経口投与された安定同位体ロイシン代謝量との関係性の検証
◯谷口　祐一，石原　健吾
龍谷大学　農学部食品栄養学科

2Dp-02 骨格筋脂質代謝異常が慢性腎臓病に伴う尿毒症性サルコペニア（筋萎縮）を誘発する
◯新井田　裕樹1），増田　真志1），足立　雄一郎1），イマム　イリムラティ 1），奥村　仙示1），山本　浩範1,2），
竹谷　豊1）

1）徳島大学大学院　医歯薬学研究部　臨床食管理学分野，2）仁愛大学人間生活学部健康栄養学科

2Dp-03 ナトリウムの尿排泄における食事たんぱく質の関与
◯西田　由香，山田　和歌子，田中　夏海，花田　玲子，出口　佳奈絵
東北女子大　健康栄養学科

2Dp-04 乳タンパク質をタンパク質源としたヒトでの標識アミノ酸酸化法の検討
◯山本　百希奈1,2），小川　亜紀3），守田　俊介4），吉川　麻友4），園木　浩文4），岩本　洋4），武田　安弘4），
小林　ゆき子1），桑波田　雅士1），木戸　康博5）

1）京府大院・生命環境・栄養科学，2）京都栄養医療専門学校，3）岡山県大・保健福祉・栄養，4）森永乳業・
栄科研，5）金沢学院大・人間健康・健康栄養

2Dp-05 朝食の栄養組成の違いと食後のエネルギー代謝
◯出口　佳奈絵，花田　玲子，山田　和歌子，江良　真衣，西田　由香
東北女子大学　健康栄養学科

2Dp-06 外因性ピルビン酸が培養肝細胞のエネルギー栄養素の代謝に与える影響
◯倉若　美咲樹1），舘花　春佳1），但木　三恵2），名地　佑紀美2），佐々木　菜穂2,3），山崎　優子2,3），
志村　二三夫1,2,3）

1）十文字女子大院，2）十文字女子大・人間生活，3）十文字女子大・食・栄養・健康研究所

D会場
（１階　第１会議室）　生理・生化学（ビタミン・ミネラル）
14:45〜15:57	 座長：山本　浩範（仁愛大学）

　　　西田　由香（東北女子大学）

2Dp-07 肺におけるSCGB3A2とビタミンAおよびビタミンCとの相乗効果の検討
◯黒谷　玲子1），山口　光枝2），山田　英明2）

1）山形大学大学院　理工学研究科　バイオ化学工学専攻，2）米沢栄養大学　健康栄養学部

2Dp-08 水溶性ビタミンB ３と腸管上皮機能
◯藤井　理，辰巳　佐和子，金子　一郎，瀬川　博子，宮本　賢一
徳島大学大学院　医歯薬学研究部　分子栄養学分野

2Dp-09 成長期における食餌性リンによるα-klotho発現制御
◯福田　詩織1），山本　浩範2），中橋　乙起3），増田　真志1），竹谷　豊1）

1）徳島大学大学院　医歯薬学研究部　臨床食管理学分野，2）仁愛大学　人間生活学部　健康栄養学科，
3）徳島文理大学　人間生活学部　食物栄養学科

2Dp-10 脳機能における活性型ビタミンDの役割
◯金子　一郎，瀬川　博子，辰巳　佐和子，宮本　賢一
徳島大学大学院　医歯薬学研究部　分子栄養学分野

2Dp-11 生体内リン恒常性における 腸管アルカリフォスファアターゼの役割
◯桐野　留里，瀬川　博子，佐々木　すみれ，金子　一郎，辰巳　佐和子，宮本　賢一
徳島大院　医歯薬学研究部　分子栄養学分野



2Dp-12 形態の異なるリン化合物摂取に対する生体への影響
◯佐々木　すみれ，瀬川　博子，桐野　留里，金子　一郎，辰巳　佐和子，宮本　賢一
徳島大院　医歯薬学研究部　分子栄養学分野

E会場
（１階　第２会議室）　臨床栄養（糖尿病・肥満（１））
9:00〜9:48	 座長：大平　英夫（神戸学院大学）

　　　新井　英一（静岡県立大学）

2Ea-01 酪酸ナトリウムのマクロファージ、脂肪細胞の共培養下におけるPGE2増加とlipolysis抑制への影響
について
◯大平　英夫，筒井　輪央，藤岡　由夫
神戸学院大学　栄養学部　臨床栄養学部門

2Ea-02 食後の電気刺激による筋肉運動が血糖値及びインスリンに与える影響
◯川東　美菜1），藍場　元弘1），戎谷　友希1），河野　友晴1），藤本　侑希2），柳澤　幸夫3），橋田　誠一2）

1）徳島文理大学　人間生活学研究科　食物学専攻，2）徳島文理大学　人間生活学部　食物栄養学科，
3）徳島文理大学　保健福祉学部　理学療法学科

2Ea-03 2型糖尿病患者の体格と摂取エネルギー量及び身体活動量の関連
◯森川　咲子1），藤原　和哉2），曽根　博仁2）

1）徳島文理大学人間生活学部食物栄養学科，2）新潟大学大学院医歯学総合研究科血液・内分泌・代謝内科

2Ea-04 75gOGTTにおける血糖値の上昇幅（グルコーススパイク）と体組成との関連
◯赤嶺　百子1），和田　萌希1），西河　浩之2），宮脇　尚志1,2）

1）京都女子大学大学院　家政学研究科　食物栄養学専攻，2）洛和会東寺南病院　健診センター

E会場
（１階　第２会議室）　臨床栄養（糖尿病・肥満（２））
10:00〜11:00	 座長：逸見　幾代（広島国際大学）

　　　上番増　喬（徳島大学）

2Ea-05 羅漢果抽出物の甘味成分による食後血糖値上昇抑制作用
◯小川　亜紀1），吉田　清香2），市　隆人3），井上　里加子1），浅井　美穂4），平松　智子1），住吉　和子4），
入江　康至1）

1）岡山県大・保健福祉・栄養，2）横浜油脂工業（株），3）FONTEC　R＆D（株），4）岡山県大・保健福祉・
看護

2Ea-06 食べる順番による血糖値及び尿中インスリン分泌量の変動－４．三角食べの影響について
◯藍場　元弘1），川東　美菜1），河野　友晴1），山本　真弓3），藤本　侑希2），橋田　誠一2）

1）徳島文理大学　人間生活研究科　食物学専攻，2）徳島文理大学　人間生活学部　食物栄養学科，3）（独）
国立病院機構　兵庫県あおの病院　栄養管理室

2Ea-07 インクレチン及びインスリン分泌に及ぼす低糖質食の影響 －第2報－
◯川瀬　文哉，立花　詠子，塚原　丘美
名古屋学芸大学大学院　栄養科学研究科

2Ea-08 栄養指導を受けた妊娠糖尿病妊婦（GDM）の食生活と生活習慣について
◯辻井　優香1），萩原　喜代美2），高田　守康3），西山　知里3），小林　ゆかり3），中森　陽子3），
高塚　安紀穂3），立岡　瑞穂4），小松　龍史4）

1）秋津鴻池病院栄養課，2）清田クリニック，3）阪南中央病院栄養科，4）同志社女子大学

2Ea-09 病的および健全やせの概念・特徴と健康管理と指導における意義
◯糸川　由比子1），西浦　幸起子1），小笠原　力一1），稲垣　春香2），原納　優1,2）

1）株式会社　ニチダン，2）児成会　生活習慣病センター



E会場
（１階　第２会議室）　栄養管理（高齢者（１））
13:20〜14:08	 座長：渡邊　慶子（高知学園短期大学）

　　　佐久間理英（椙山女学園大学）

2Ep-01 身長低下とQOL、体力との関係と膝高による身長推定に関する一考察
◯太田　淳子1），青　未空2），長谷川　悦子1），桑原　晶子3），田中　清2）

1）神戸学院大学　栄養学部，2）京都女子大学　家政学研究科，3）大阪樟蔭女子大学

2Ep-02 3軸加速度計及び角度計による日本人高齢者特有の姿勢の判断精度の検討
◯工藤　美奈子1），峯木　眞知子1），高田　和子2）

1）東京家政大学大学院，2）医薬基盤・健康・栄養研究所

2Ep-03 要介護高齢者の栄養管理に向けた腹囲で行う体重推定の試み-災害時および在宅の体重測定困難者へ
の活用-
◯梶本　雅俊1,2），菊池　浩子2）

1）元つくば国際大学：梶本食研，2）つくば国際大学医療保健学部保健栄養学科

2Ep-04 内臓脂肪面積に寄与する食習慣および社会的要因の検討
◯菊地　実奈子1,2,3），佐久間　理英1,2），市川　陽子3），新井　英一1）

1）静岡県立大学大学院　薬食生命科学総合学府　臨床栄養管理学研究室，2）椙山女学園大学　生活科学
部　応用栄養学研究室，3）静岡県立大学大学院　薬食生命科学総合学府　フードマネジメント研究室

E会場
（１階　第２会議室）　栄養管理（高齢者（２））
14:20〜15:08	 座長：宮下　　実（川崎市立多摩病院）

　　　稲井　玲子（高知県立大学）

2Ep-05 特別養護老人ホームにおける常勤管理栄養士配置数と経口維持加算算定および入院の関連
◯高田　健人1），松山　紗奈江2），藤川　亜沙美2），加藤　昌彦3），榎　裕美4），高田　和子5），大原　里子8），
遠又　靖丈6），苅部　康子7），杉山　みち子1），長瀬　香織1）

1）神奈川県立保健福祉大学，2）神奈川県立保健福祉大学大学院，3）椙山女学園大学，4）愛知淑徳大学，
5）国立医薬基盤・健康・栄養研究所，6）東北大学大学院，7）介護老人保健施設リハパーク舞岡，8）東京
医科歯科大学大学院

2Ep-06 福島県の介護保険施設における嚥下食に関する実態調査と今後の課題
◯黒澤　廣子，本間　杏菜
郡山女子大学

2Ep-07 認知症対応型共同生活介護における食事提供の状況
◯細山田　洋子1），宮本　啓子2）

1）関東学院大学栄養学部，2）神戸松蔭女子学院大学人間科学部

2Ep-08 認知症高齢者における食事中の徴候・症状と栄養状態の関連
◯宮本　啓子1,2），細山田　洋子2）

1）神戸松蔭女子学院大学　人間科学部，2）関東学院大学　栄養学部

E会場
（１階　第２会議室）　栄養管理（高齢者（３））
15:20〜16:32	 座長：大関　知子（大阪府立大学）

　　　多田　賢代（中国学園大学）

2Ep-09 介護老人保健施設における乳酸菌飲料の飲用による食事からの便秘対策の事例的検討
◯大崎　貴代子1），石田　裕美2），富松　理恵子2）

1）医療法人社団龍岡会　龍岡介護老人保健施設，2）女子栄養大学　給食栄養管理研究室

2Ep-10 乳酸菌入り食品を利用した高齢者の排便コントロールを検討
◯岡野　陽子1），富松　理恵子2），石田　裕美2）

1）特別養護老人ホームもみの木，2）女子栄養大学　給食栄養管理研究室



2Ep-11 シンバイオティクス投与による経腸栄養高齢者の排便に関する観察研究
◯小山　彰子1），河原　典子2），霜村　桂子1），横山　　弥枝3）

1）鳥取福祉会　特別養護老人ホーム若葉台　給食科，2）鳥取福祉会　特別養護老人ホーム若葉台　看護
科，3）名古屋女子大学　家政学部　食物栄養学科

2Ep-12 プレバイオティクスによる排便改善の取り組みとその効果
◯霜村　桂子1），小山　彰子1），河原　典子2），横山　弥枝3）

1）鳥取福祉会　特別養護老人ホーム若葉台　給食科，2）鳥取福祉会　特別養護老人ホーム若葉台　看護
科，3）名古屋女子大学　家政学部　食物栄養学科

2Ep-13 OLL1073R-1株で発酵したヨーグルトの長期摂取が施設入居高齢者、施設職員の健康状態に与える影響
◯牧野　聖也1,2），狩野　宏1），三澤　京子2）

1）株式会社明治食機能科学研究所，2）社会福祉法人　吉祥会特別養護老人ホーム寒川ホーム

2Ep-14 要介護高齢者におけるｎ- ３系脂肪酸摂取による栄養状態改善効果
◯坂東　浩美1,2），多田　賢代1）

1）中国学園大学大学院　現代生活学研究科，2）医療法人　村上脳神経外科内科

F会場
（１階　第３会議室）　臨床栄養（CKD（１））
9:00〜9:48	 座長：金澤　良枝（東京家政学院大学）

　　　坂井　敦子（Office	SAKAI	代表　斉藤内科クリニック）

2Fa-01 高齢保存期腎不全G4・5に対する適正低たんぱく食事療法は透析導入を遅延しサルコペニア・PEW
を惹起しない
◯金澤　良枝1），城田　直子1），中尾　俊之2）

1）東京家政学院大学　現代生活学部　健康栄養学科，2）腎臓・代謝病治療機構

2Fa-02 保存期慢性腎臓病（CKD）患者の食事療法に対する意思決定バランス
◯小池　恭子1），河嵜　唯衣1），玉浦　有紀1），赤松　利恵2），鈴木　順子3），藤原　恵子3），西村　一弘3,4），
酒井　雅司5）

1）お茶の水女子大学大学院人間文化創成科学研究科，2）お茶の水女子大学基幹研究院自然科学系，3）社
会福祉法人緑風会緑風荘病院栄養室，4）駒沢女子大学人間健康学部健康栄養学科，5）社会福祉法人緑風
会緑風荘病院内科

2Fa-03 慢性腎臓病患者の新たな食事・栄養療法の開発～食物繊維が体内リン代謝動態に及ぼす影響～
◯上西　梢1），安岡　美総2），冨田　圭子2），加藤　博一3），木戸　慎介1）

1）近畿大学農学部　食品栄養学科臨床栄養学研究室，2）近畿大学農学部　食品栄養学科給食経営管理学
研究室，3）奈良先端科学技術大学院大学情報科学研究科

2Fa-04 血清リン濃度の管理における豆乳の有効性の評価
◯佐久間　理英1），新井　英一2）

1）椙山女学園大学　生活科学部　応用栄養学研究室，2）静岡県立大学　薬食生命科学総合学府　臨床栄
養管理学研究室

F会場
（１階　第３会議室）　臨床栄養（CKD（２））
10:00〜11:00	 座長：竹谷　　豊（徳島大学）

　　　北島　幸枝（東京医療保健大学）

2Fa-05 血液透析（HD）患者の味覚閾値に関する研究
◯奥　彩乃1），上塲　美穂2），萩原　喜代美3），清田　敦彦3），高田　守康4），西山　知里4），小林　ゆかり4），
中森　陽子4），高塚　安紀穂4），立岡　瑞穂5），小松　龍史5）

1）済生会滋賀県病院栄養科，2）かんまき薬局グループABC薬局，3）清田クリニック，4）阪南中央病院栄
養科，5）同志社女子大学



2Fa-06 維持血液透析患者の透析間体重増加量とドライウエイト認識・食行動の関連　―栄養障害リスクを踏
まえて―
◯玉浦　有紀1），赤松　利恵2），酒井　徹3）

1）お茶の水女子大学大学院　　人間文化創成科学研究科，2）お茶の水女子大学　基幹研究院自然科学
系，3）徳島大学　医科栄養学科

2Fa-07 血液透析後のアルブミン値による栄養指標
◯入江　光世
足利赤十字病院　栄養課

2Fa-08 維持血液透析患者の食事摂取と栄養状態～食欲の影響について～
◯岩田　晴美
四国大学　生活科学部

2Fa-09 低栄養透析患者に集団栄養指導を実施して
◯標　雅子
（医）社団すずき会　すずきネフロクリニック

F会場
（１階　第３会議室）　臨床栄養（動脈硬化・がん）
13:20〜14:44	 座長：竹井悠一郎（高知県立大学）

　　　堤　　理恵（徳島大学）

2Fp-01 骨格筋量と動脈硬化リスクとの関連
◯和田　萌希1），赤嶺　百子1），西河　浩之2），佐藤　哲也3），宮脇　尚志1,2）

1）京都女子大学大学院家政学研究科食物栄養学専攻，2）洛和会東寺南病院健診センター，3）オムロンヘ
ルスケア株式会社

2Fp-02 長期味噌汁摂取が血圧及び代謝に与える影響―二重盲検ヒト比較介入試験―
◯倉持　はるな1），小山　可奈子1），清水　美千女1），糠塚　菜緒1），小林　かな恵1），山川　称子1），
上原　誉志夫1），山本　哲郎2），小池　祥悟3），北川　学3），山田　南実3）

1）共立女子大学家政学部食物栄養学科臨床栄養学研究室，2）株式会社TTC，3）マルコメ株式会社

2Fp-03 脳卒中患者における当院の嚥下調整食改訂による効果の検証
◯菊井　聡子，山田　静恵，鈴木　佳子，安井　苑子，松村　晃子，濱田　康弘
徳島大学病院

2Fp-04 食道癌患者における初回DFP療法実施時のNST介入による効果についての調査
◯橋本　脩平
徳島大学病院栄養部

2Fp-05 食道がん・頭頸部がん患者における安静時エネルギー消費量と食事摂取量および体組成の関係性
◯別府　香名，堤　理恵，松島　里那，瀬部　真由，井内　茉莉奈，齋藤　沙緒理，尾平　優，
渡辺　涼乃，阪上　浩
徳島大学代謝栄養学分野

2Fp-06 頭頸部癌化学療法中に生じる味覚異常およびMSG作用のメカニズムの解明
◯渡辺　涼乃，堤　理恵，尾平　優，松島　里那，瀬部　真由，井内　茉莉奈，阪上　浩
徳島大学代謝栄養学分野

2Fp-07 頭頸部癌患者の化学療法中のグルタミン酸ナトリウム添加が味覚異常及び喫食量に与える影響
◯尾平　優，堤　理恵，渡辺　涼乃，松島　里那，瀬部　真由，井内　茉莉奈，阪上　浩
徳島大学代謝栄養学分野



F会場
（１階　第３会議室）　臨床栄養（病態別栄養管理）
14:55〜15:43	 座長：桒原　晶子（大阪樟蔭女子大学）

　　　和田　安代（十文字学園女子大学）

2Fp-08 重症心身障害者における亜鉛栄養状態とその関連因子の検討
◯桑原　晶子1），青　未空2），田中　清2）

1）大阪樟蔭女子大学　健康栄養学部　健康栄養学科，2）京都女子大学　家政学部　食物栄養学科

2Fp-09 胃食道逆流症治療における増粘ミルク・栄養剤の効果の検討
◯花井　美夢1,2），黒川　通典3）

1）大阪母子医療センター　栄養管理室，2）大阪府立大学大学院　総合リハビリテーション学研究科，
3）大阪樟蔭女子大学　健康栄養学部健康栄養学科

2Fp-10 ALアミロイドーシス患者における食生活と消化器症状に関する検討
◯根本　華歩1），鈴木　憲史2），宮崎　寛至2），和田　安代1）

1）十文字学園女子大学人間生活学部食物栄養学科，2）日本赤十字社医療センター血液内科（骨髄腫アミ
ロイドーシスセンター）

2Fp-11 関節リウマチ患者におけるサルコペニアの検出とそのリスクファクターの検討
◯瀬野浦　聖佳，堤　理恵，瀬部　真由，井内　茉莉奈，阪上　浩
徳島大学代謝栄養学分野

F会場
（１階　第３会議室）　臨床栄養（高齢者・その他）
15:55〜16:55	 座長：廣内　智子（高知県立大学）

　　　巴　　美樹（九州女子大学）

2Fp-12 特定アミノ酸投与が高齢者の食事量および栄養状態に及ぼす効果研究　1報－食事量に関する報告－
◯永田　瑞生1），山本　亜衣1），三浦　公志郎1），染川　慎治2），小泉　友範2），巴　美樹1）

1）九州女子大学・家政学部・栄養学科，2）味の素（株）食品研究所

2Fp-13 特定アミノ酸投与が高齢者の食事量および栄養状態に及ぼす効果研究 2報－栄養状態に関する報告－
◯山本　亜衣1），永田　瑞生1），三浦　公志郎1），染川　慎治2），小泉　友範2），巴　美樹1）

1）九州女子大学・家政学部・栄養学科，2）味の素（株）食品研究所

2Fp-14 高齢者入院患者における再入院に関する研究
◯高村　晴美1,2），柿崎　祥子2），安保　敏明2），中西　朋子3），樋口　良子4），鈴木　志保子4）

1）神奈川保健福祉大学大学院　，2）JCHO東京高輪病院，3）共立女子大学大学院，4）神奈川県立保健福祉
大学

2Fp-15 食物アレルギー対応給食作成・提供時に飛散・混入する抗原タンパク質の検出
◯高松　伸枝
別府大学食物栄養科学部食物栄養学科

2Fp-16 治療食で提供される牛乳に対する対象者の嗜好と牛乳の摂取意欲への影響
◯野村　希代子1），神原　知佐子2），岡　壽子3），石橋　ちなみ4），杉山　寿美5）

1）広島女学院大学，2）県立広島大学，3）広島大学病院，4）広島大学大学院，5）県立広島大学大学院

G会場
（２階　第４会議室）　臨床栄養（チーム医療）
9:00〜10:00	 座長：川島由起子（聖マリアンナ医科大学病院）

　　　鈴木　佳子（徳島大学）

2Ga-01 当院の糖尿病教育入院新システムの取り組み～入院中2回の栄養食事指導の実施～
◯豊崎　祥子，柴田　みち，森　紋子，野々宮　明子，長島　淑恵，大嶋　佑紀，吉川　里沙，
川島　由起子
聖マリアンナ医科大学病院



2Ga-02 継続栄養指導における肥満患者の減量取り組み状況の検討
◯荒川　朋子
札幌医科大学附属病院　栄養管理センター

2Ga-03 糖尿病透析予防指導の効果についての検討～糖尿病栄養食事指導と比較して～
◯小塚　明弘
小牧市民病院

2Ga-04 外来化学療法室における栄養サポートシステムの立ち上げとその効果の検討
◯齋藤　沙緒理，堤　理恵，瀬部　真由，別府　香名，松島　里那，阪上　浩
徳島大学代謝栄養学分野

2Ga-05 心臓リハビリチームにおける栄養管理と管理栄養士の役割
◯鈴木　佳子1），安井　苑子1,2），菊井　聡子2），山田　静恵2），松村　晃子2），濱田　康弘1,2）

1）徳島大学大学院　医歯薬学研究部　疾患治療栄養学分野，2）徳島大学病院　栄養部

G会場
（２階　第４会議室）　臨床栄養（食事指導・その他）
10:10〜11:10	 座長：小塚　明弘（小牧市民病院）

　　　河原　和枝（川崎医療福祉大学）

2Ga-06 心臓血管外科手術における術前の背景因子及び術式が術後の食事摂取量に影響する要因の検討
◯伊藤　毅，島田　晶子
名古屋ハートセンター

2Ga-07 刺激性下剤を要する便秘症を合併した精神科入院患者に対する乳酸菌飲料の有用性
◯小井川　仁1），富松　理恵子2），石田　裕美2）

1）医療法人徳洋会　聖みどり病院，2）女子栄養大学　給食栄養管理研究室

2Ga-08 精神症状をきたし低栄養状態に陥った先天性ホモシスチン尿症患者の１症例
◯山田　静恵，菊井　聡子，鈴木　佳子，安井　苑子，松村　晃子，濱田　康弘
徳島大学病院

2Ga-09 当院における認知症患者の食事摂取状況とその関連因子
◯出島　里奈，岩崎　文江
大垣市民病院　栄養管理部

2Ga-10 スマイルケア食「青」マーク許諾食品の開発
◯熊谷　昌則1），大野　智子2,3）

1）秋田県総食研セ，2）元聖霊女子短大，3）青森県立保健大

G会場
（２階　第４会議室）　食品・調理・物性
13:20〜14:20	 座長：小倉　嘉夫（神戸女子大学）

　　　角田　伸代（東洋大学）

2Gp-01 実エンドウの莢のオートクレーブ抽出物による血清脂質改善効果
◯堀田　久子1），稲垣　佳映1,2），小倉　嘉夫1），岩田　惠美子3）

1）神戸女子大学大学院　食物栄養専攻，2）長崎県立大学　看護栄養学部（シーボルト校），3）金沢学院
大学人間健康学部

2Gp-02 カボチャの物性および調味成分の拡散に及ぼすスチームコンベクションオーブンでの加熱の効果
◯古田　歩1），多山　賢二2），岡本　洋子2）

1）県立広島大院，2）広島修道大

2Gp-03 タマネギの調理操作が及ぼすα-グルコシダーゼ阻害活性などへの影響
◯田中　洋子1,2），渡辺　いつみ3），西　隆司2），荒川　義人2,3）

1）藤女子大学人間生活学部食物栄養学科，2）天使大学大学院看護栄養学研究科，3）札幌保健医療大学保
健医療学部栄養学科



2Gp-04 加圧加熱処理した養殖コイ頭部の食品素材としての特性
◯木戸　めぐみ1），武　昭一2），吉元　誠3）

1）鹿児島女子短大，2）日本食品株，3）マイ食品開発研究所

2Gp-05 従来より小型の測定容器を用いた特別用途食品えん下困難者用食品の物性測定方法の開発及び妥当性
確認
◯竹林　純，東泉　裕子，山内　淳，石見　佳子
国立研究開発法人　医薬基盤・健康・栄養研　健栄研

G会場
（２階　第４会議室）　食品・成分・機能（１）
14:30〜15:30	 座長：荒川　義人（札幌保健医療大学）

　　　近藤　真紀（四国大学）

2Gp-06 徳島県産フキノトウエキスの抗酸化性の評価と抗酸化成分の同定
◯近藤（比江森）　美樹，新居　美香
徳島文理大

2Gp-07 大豆由来成分BBIによるがん幹細胞を標的とした前立腺がん予防法の検討
◯金子　沙妃，矢野　友啓
東洋大学　食環境科学研究科

2Gp-08 EPA、DHAによるDPP4活性調節機序に関する検討
◯川崎　敦史1,2），角田　伸代2）

1）東洋大学　食環境科学研究科，2）東洋大学　食環境科学部

2Gp-09 ボイセンベリーによる生活習慣病予防の可能性検討
◯春日　優子，太田　昌子，矢野　友啓
東洋大学大学院　食環境科学研究科

2Gp-10 わさびの辛味成分がストレス負荷ラットの行動に及ぼす影響
◯北古賀　優紀1），安藤　優加2），大和　孝子1,2）

1）中村学園大学大学院，2）中村学園大学

G会場
（２階　第４会議室）　食品・成分・機能（２）
15:40〜16:28	 座長：矢野　友啓（東洋大学）

　　　大和　孝子（中村学園大学）

2Gp-11 正常及び閉経後骨粗鬆症モデルマウスにおける甘草抽出物の安全性及び有効性評価
◯東泉　裕子1），松本　雄宇1），山内　淳1），竹林　純1），渕野　裕之2），河野　徳昭2），
吉松　嘉代2），川原　信夫2），石見　佳子1）

1）医薬基盤・健康・栄養研究所　健栄研，2）医薬基盤・健康・栄養研究所　薬植セ

2Gp-12 長門ユズキチの有機酸がしらす干しのカルシウム可溶化に及ぼす影響
◯人見　英里，安平次　智美
山口県立大学　看護栄養学部　栄養学科

2Gp-13 新たな豆発酵食品の開発と有用性に関する研究
◯糠塚　菜緒，倉持　はるな，小山　可奈子，清水　美千女，小林　かな恵，山川　称子，
上原　誉志夫
共立女子大学家政学部食物栄養学科臨床栄養学研究室

2Gp-14 味噌に含まれる降圧機能性物質の単離に関する研究
◯下釜　晴奈，菊地　成美，山川　称子，上原　誉志夫
共立女子大学家政学部食物栄養学科臨床栄養学



H会場
（２階　第５会議室）　栄養教育・食育（学校給食（３））
13:20〜14:08	 座長：曽川美佐子（四国大学）

　　　岩田　晴美（四国大学）

2Hp-01 福島県の栄養教諭制度導入からの学校給食献立の変容
◯横田　みえ子1），酒井　良枝2），井間　眞理子3），小泉　弘子4），近内　千由里5），斎藤　明美6），
川本　輝子7），金田　雅代8），饗場　直美9）

1）福島県南会津町立荒海中学校，2）福島県郡山市立小原田小学校，3）福島学院大学，4）福島県相馬郡新
地町立新地小学校，5）福島県西白河郡矢吹町立矢吹中学校，6）福島県福島市立福島第三小学校，7）（交
益財団法人）福島県学校給食会，8）女子栄養大学栄養科学研究所，9）神奈川工科大学応用バイオ科学部

2Hp-02 栄養教諭導入前後における献立内容の変化と調理設備との関連
◯廣田　美佐子1），南井　里美2），日高　佐緒里3），林　美帆子4），中山　隆子5），松村　陽子6），
猪田　志奈7），辰己　唯8），金田　雅代9），饗場　直美10）

1）彦根市立稲枝東小学校，2）栗東市立葉山東小学校，3）草津市立渋川小学校，4）東近江市立八日市北小
学校，5）大津市立平野小学校，6）近江八幡市立安土中学校，7）守山市立速野小学校，8）野洲市立野洲小
学校，9）女子栄養大学栄養科学研究所，10）神奈川工科大学応用バイオ科学部

2Hp-03 学校給食における献立内容の検証と今後の課題
◯齋藤　七絵1），藤田　浩子2），土川　ちと紗3），川原　昌士4），松原　恵子5），臼田　典子6），伊藤　裕子7），
高見　智恵8），遠山　致得子9），金田　雅代10），餐場　直美11）

1）多治見市立昭和小学校，2）瑞浪市立明世小学校，3）垂井町立垂井小学校，4）高山市立西小学校，5）多治
見市立陶都中学校，6）七宗町立神渕小学校，7）（公財）岐阜県学校給食会，8）岐阜市立岐北中学校，9）中
京学院大学短期大学部，10）女子栄養大学栄養科学研究所，11）神奈川工科大学応用バイオ科学部

2Hp-04 平成17年度と26年度の学校給食の献立内容の変化と食品群別出現数の比較について
◯串岡　美智子，亀ヶ谷　昭子，山岸　紗央里，金田　雅代，饗場　直美
富・氷見市立北部中

H会場
（２階　第５会議室）　栄養教育・食育（思春期（１））
14:20〜15:32	 座長：上西　一弘（女子栄養大学）

　　　久野　一恵（西九州大学）

2Hp-05 朝食の共食機会がほとんどないけれどQOLが良好な中学生の家族との食事のあり方の特徴
◯坂本　達昭1），細田　耕平2）

1）熊本県立大学　環境共生学部　食健康科学科，2）新潟県立大学　人間生活学部　健康栄養学科

2Hp-06 中学生が食べているおやつの実態
◯柳川　由布子1），赤松　利恵2）

1）お茶の水女子大学大学院，2）お茶の水女子大学

2Hp-07 パソコンとモバイル機器の使用時間が高校生の生活リズムや体調等に及ぼす影響
◯山口　光枝，小関　睦子，鈴木　一憲
山形県立米沢栄養大学　健康栄養学部

2Hp-08 中学生保護者向け食育情報ツールの評価－食育関心度別の結果－
◯北口　真穂，早見　直美，春木　敏
大阪市立大学大学院生活科学研究科

2Hp-09 学校を拠点とした価格戦略を活用した食環境プログラムの近年の動向
◯榎本　恭子，施　佳雅，澤田　樹美
名古屋女子大学家政学部食物栄養学科

2Hp-10 長野県内農村地域における中学生とその母親の栄養素等摂取量の類似性　～性別による相違に着目して～
◯廣田　直子
松本大学大学院　健康科学研究科



H会場
（２階　第５会議室）　栄養教育・食育（思春期（２））
15:45〜16:57	 座長：坂本　達昭（熊本県立大学）

　　　春木　　敏（大阪市立大学）

2Hp-11 名古屋市における保健所と短大の連携による高校生を対象とした食育の試み（第１報）－実践報告－
◯渡辺　和代1），内田　あや2），山本　ちか2），小濱　絵美2），池田　倫子2），小田　良子2），加藤　恵子2）

1）名古屋市西保健所，2）名古屋文理大学短期大学部

2Hp-12 名古屋市における保健所と短大の連携による高校生を対象とした食育の試み（第２報）-食育プログ
ラムの評価-
◯内田　あや1），渡辺　和代2），山本　ちか1），小浜　絵美1），加藤　恵子1）

1）名古屋文理大学短期大学部，2）名古屋市西保健所

2Hp-13 新潟県における思春期食生活支援事業の展開（第8報）－減塩教育の有無による知識・態度・行動の
検討－
◯堀川　千嘉1,2），太田　優子1,2），細田　耕平1,2），小島　美世1,3），石田　絵美1,4），平石　邦子1,5），
津軽　智子1,6），久保　尚子1,7），斎藤　トシ子1,8），波田野　智穂1,9），村山　稔子1,10），入山　八江1）

1）新潟県栄養士会，2）新潟県立大，3）長岡地域保健課，4）上越地域保健課，5）中之島中，6）東小千谷小，
7）新潟大附属長岡小，8）新潟医療福祉大，9）新潟県健康対策課，10）新潟大医歯学総合病院

2Hp-14 高校生対象の「体重の旅･人生健康ゲーム」によるICTを活用した遠隔交流型食育実践-ゲーム実践GW
◯藤倉　純子1,2,3,4），武藤　志真子1），葛城（池田）　裕美2），神戸　絹代2），吉本　優子3），堀端　薫1），
上西　一弘1），中山　洋4）

1）女子栄養大学，2）日本大学短期大学部食物栄養学科，3）京都府立大学大学院，4）東京電機大学

2Hp-15 高校生対象の「体重の旅・人生健康ゲーム」によるICTを活用した遠隔交流型食育実践-2016遠隔交
流授業-
◯葛城（池田）　裕美1），藤倉　純子2），武藤　志真子2），上西　一弘2），吉本　優子3），神戸　絹代1），
堀端　薫2），中山　洋4）

1）日本大学短期大学部食物栄養学科，2）女子栄養大学，3）京都府立大学大学院，4）東京電機大学

2Hp-16 野菜摂取量が多い人の特徴から見えてきたこと―小中学生とその親の食育アンケート結果より―
◯三隅　幸子，久野　一恵
西九州大学

J会場
（２階　ときわホール）　公衆栄養・栄養疫学（成人（１））
9:00〜10:00	 座長：伊藤美紀子（兵庫県立大学）

　　　川上　貴代（岡山県立大学）

2Ja-01 食事由来の抗酸化能とDNA損傷との関連
◯樫野　いく子1），黒谷　佳代2），南里　明子3）

1）国立国際医療研究センター　疫学・予防研究部，2）国立基盤・健康・栄養研究所　栄養疫学・食育研
究部，3）福岡女子大学　国際文理学部

2Ja-02 Citrus consumption and incident dementia in elderly Japanese: The Ohsaki Cohort 2006 Study
◯チョウ　シュ，遠又　靖丈，辻　一郎
Division　of　Epidemiology,　Department　of　Health　Informatics　and　Public　Health,
Tohoku　University　School　of　Public　Health,　Graduate　School　of　Medicine.

2Ja-03 特定健康診査結果を用いた健康課題抽出と食生活・栄養摂取状況との関連
◯石谷　翠里1,2,3），河村　弘美1），谷　真理子1），田中　更沙1,2），福井　充3），坂本　薫1,2），
伊達　ちぐさ1,2），伊藤　美紀子1,2）

1）兵庫県立大学大学院　環境人間学研究科，2）先端食科学研究センター，3）大阪市立大学大学院　医学
研究科

2Ja-04 睡眠時間の短縮はストレスとインスリンを高めるか？
◯田尻　絵里1），吉村　英一2）

1）熊本県立大学大学院　環境共生学研究科，2）熊本県立大学　環境共生学部



2Ja-05 一般住民女性のサプリメント・健康食品の利用有無における実態の検討
◯尾崎　悦子，武下　和久子
京都府立医科大学　地域保健医療疫学

J会場
（２階　ときわホール）　公衆栄養・栄養疫学（成人（２））
10:10〜11:10	 座長：池本　真二（聖徳大学）

　　　小西　香苗（昭和女子大学）

2Ja-06 「栄養で日本を元気に」プロジェクトの報告（第1報）
◯森　英樹1,2），森　真理2），垣渕　直子3），次田　一代3），磯村　実4），江口　昭彦5），宮本　篤6），
家森　幸男2）

1）京都工芸繊維大学大学院，2）武庫川女子大学国際健康開発研究所，3）香川短期大学生活文化学科，
4）島根大学人間科学部，5）西九州大学健康栄養学部，6）鹿児島大学共同獣医学部

2Ja-07 「バランスのとれた食事をとる」行動に共起する食行動
◯上田　茉莉子1），持田　久実2），新保　みさ1），赤松　利恵3）

1）お茶の水女子大学生活科学部食物栄養学科，2）お茶の水女子大学大学院人間文化創成科学研究科，
3）お茶の水女子大学基幹研究院自然科学系

2Ja-08 機能性表示食品制度に登録された機能性表示の情報分析
◯佐野　七海1），柳川　由布子2），赤松　利恵1）

1）お茶の水女子大学，2）お茶の水女子大学　大学院

2Ja-09 日本人成人の栄養知識に影響する属性要因の検討
◯新城　香織，松本　麻衣，坂本　梓，海老名　慧，池本　真二
聖徳大学

2Ja-10 飲食店における提供内容・量の決定要因の質的検討
◯齋木　美果，新保　みさ，赤松　利恵
お茶の水女子大学

J会場
（２階　ときわホール）　公衆栄養・栄養疫学（成人（３））
13:20〜14:20	 座長：今中　美栄（京都光華女子大学）

　　　黒川　通典（大阪樟蔭女子大学）

2Jp-01 社会的養護経験者の食態度と栄養摂取量との関連
◯東山　幸恵，追谷　安里彩，木村　真弓，竹村　夏奈
東海学園大学　健康栄養学部

2Jp-02 女子大学生の隠れ肥満と食習慣・生活習慣との関連
◯東影　ひかる1,2），田中　紀子1,3），磯俣　真子1,4），田渕　万貴1,5），小森園　和恵3），榊原　美津枝1）

1）神戸女子大，2）現）ミナミ整形外科内科，3）神戸女子大院，4）現）スギ薬局（株），5）現）介護老人保
健施設　ハワイ信生苑

2Jp-03 集団データ解析法による女性の鉄の必要量の推定
◯横井　克彦
聖徳大・院・人間栄養学研究科

2Jp-04 産後うつ症状とその関連因子の検討　特に生活習慣、食品摂取状況との関連
◯小西　香苗
昭和女子大　生活科学部

2Jp-05 妊娠中の栄養摂取状況および体重増加量と低出生体重児出産との関連の検討
◯小倉　秋乃1），浅井　彩矢香2），田島　諒子3），曽根　博仁4），谷内　洋子5）

1）神奈川県立病院機構神奈川県立精神医療センター，2）昭和産業株式会社基盤技術研究所，3）東京大学
大学院医学系研究科　社会予防疫学講座，4）新潟大学医学部　血液・内分泌・代謝内科，5）千葉県立保
健医療大学　健康科学部　栄養学科



J会場
（２階　ときわホール）　公衆栄養・栄養疫学（成人（４））
14:30〜15:30	 座長：荒牧　礼子（高知県立大学）

　　　高地リベカ（奈良女子大学）

2Jp-06 勤労者における気分・不安障害と食品摂取との関連
◯中村　美詠子，尾島　俊之
浜松医科大学健康社会医学講座

2Jp-07 食事バランスガイド遵守と糖代謝との縦断的関連：古河栄養疫学調査
◯黒谷　佳代1,2），樫野　いく子2），南里　明子2,3）

1）医薬基盤・健康・栄養研究所，2）国立国際医療研究センター，3）福岡女子大学

2Jp-08 禁煙期間がメタボリックシンドロームに及ぼす影響－日立健康研究－
◯松下　由実1），横山　徹爾2）

1）国立国際医療研究センター，2）国立保健医療科学院

2Jp-09 血中脂質に影響を及ぼす肥満指標（BMIと腹囲）の妥当性の検討
◯旭　久美子1），井上　修二2），吉田　礼子3），石井　広二1），荒井　勝己1），増野　弥生4），勝川　史憲5）

1）桐生大学医療保健学部，2）元桐生大学医療保健学部　，3）つくば国際大学　医療保健学部，4）戸板女
子短期大学　食物栄養科，5）慶應義塾大学　スポーツ医学研究センター

2Jp-10 減塩BGMの効果を検証する食堂介入研究
◯丸谷　幸子1），西本　侑加2），高地　リベカ1）

1）奈良女子大学　生活環境学部，2）奈良女子大学大学院　人間文化研究科　食物栄養学専攻

J会場
（２階　ときわホール）　公衆栄養・栄養疫学（成人（５））
15:40〜16:52	 座長：赤松　利恵（お茶の水女子大学）

　　　酒元　誠治（広島修道大学）

2Jp-11 「地域の食環境の認知」尺度の作成
◯小松　美穂乃1,2,3），吉井　瑛美2），赤松　利恵3）

1）お茶の水女子大学生活科学部食物栄養学科，2）お茶の水女子大学大学院人間文化創成科学研究科，
3）お茶の水女子大学基幹研究院自然科学系

2Jp-12 「主食・主菜・副菜の揃った食事」の回数と栄養摂取量および食習慣についての検討
◯宮川　淳美1），高橋　佳子1），吉村　雅子2），石川　有希子2），安川　由江2），古畑　公1）

1）和洋女子大学，2）松戸市健康推進課

2Jp-13 運輸業乗務員における勤務中の休憩・飲食の実態把握のための質的研究
◯持田　久実1），上田　茉莉子2），新保　みさ2），赤松　利恵3）

1）お茶の水女子大学大学院人間文化創成科学研究科，2）お茶の水女子大学生活科学部食物栄養学科，
3）お茶の水女子大学基幹研究院自然科学系

2Jp-14 Inbody s10とふくらはぎ周囲長（CC）を用いたSMIの推計式の提案
◯岡崎　史子1），鈴木　公1），日高　知子2），甲斐　敬子3），鬼束　千里3），棚町　祥子2），酒元　誠治4）

1）龍谷大，2）宮崎県栄養士会，3）南九州大，4）広島修道大

2Jp-15 マレーシアにおける健康食品の実態調査
◯羽田　諭実，山田　沙奈恵，奥野　真由，和田　政裕，山王丸　靖子
城西大学　大学院　薬学研究科　医療栄養学専攻

2Jp-16 食塩摂取量の簡易測定と食事バランスガイドによる女子学生の食事評価
◯森川　希
実践女子大学生活科学部食生活科学科




