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9月15日（金）第３日

C会場
（３階　第２特別会議室）　管理栄養士・栄養士・専門職（１）
13:30〜14:18	 座長：和田　政裕（城西大学）

　　　豊島　裕子（千葉県立保健医療大学）

3Cp-01 栄養教諭・学校栄養職員の職務遂行上の困難とその解決への取組について
◯窪田　友華1），北條　真菜2），野口　孝則3）

1）天川村立天川小学校，2）上越教育大学大学院　学校教育研究科　生活・健康系，3）上越教育大学大学
院　学校教育研究科　臨床・健康教育学系

3Cp-02 健康食品に対するイメージと健康食品の使用との関連　　― 一般消費者と専門職間の比較 ―
◯山田　沙奈恵，羽田　諭実，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

3Cp-03 調剤薬局における栄養相談者の増加への取り組み
◯照井　希誉美1,2,3），孰賀　佳冬2），菅原　りか1），町田　千鶴3）

1）株式会社　フォーラル　ひかり薬局，2）株式会社フォーラル　とまと薬局，3）株式会社フォーラル
のぞみ薬局

3Cp-04 当院における入院個別栄養食事指導件数の現状について
◯大原　真代，中村　貴子，渡瀬　優子，西田　花帆
社会福祉法人　聖隷福祉事業団　聖隷三方原病院　栄養課

C会場
（３階　第２特別会議室）　管理栄養士・栄養士・専門職（２）
14:30〜15:22	 座長：望月　弘彦（相模女子大学）

　　　加村　晴美（香川県立中央病院）

3Cp-05 栄養士養成校短期大学生による食品重量の目測に関する学習について（2）学習効果に関する環境要
因の検討
◯木元　泰子，小河原　佳子，島野　僚子
武蔵丘短期大学

3Cp-06 献立作成の知識向上への取り組みについて
◯小河原　佳子，島野　僚子，木元　泰子
武蔵丘短期大学

3Cp-07 ロービジョンという視点からの管理栄養士養成教育
◯大城戸　真喜子1），豊島　裕子2）

1）東京慈恵会医科大学，2）千葉県立保健医療大学

3Cp-08 管理栄養士の役割に関する実態調査（2）
◯奥野　真由，山王丸　靖子，清水　純，和田　政裕
城西大学　大学院　薬学研究科　医療栄養学専攻

3Cp-09 ルーブリック自己評価を用いた臨床栄養教育の検討
◯永井　徹
新潟医療福祉大健康栄養学科

3Cp-10 応用栄養学実習における「健康経営」教育
◯豊島　裕子
千葉県立保健医療大学　健康科学部　栄養学科



D会場
（１階　第１会議室）　スポーツ栄養（１）
9:00〜9:48	 座長：餅　美知子（園田学園女子大学）

　　　木村　典代（高崎健康福祉大学）

3Da-01 運動部に所属する女子中学生の体力と食意識および自己効力感との関連
◯保井　智香子1），福田　典子1），高尾　理樹夫2），山下　絵美3），川上　由紀子2），中村　富予4）

1）千里金蘭大学　生活科学部　食物栄養学科，2）大阪府立大学　総合リハビリテーション学類　栄養療
法学専攻，3）東大阪大学短期大学部，4）龍谷大学　農学部　食品栄養学科

3Da-02 高校女子運動部員の体格と食行動に関する検討
◯神戸　絹代
日本短大

3Da-03 女性アスリート外来受診者における月経状況と貧血および疲労骨折との関係
◯佐藤　郁子1），中西　朋子2），加藤　千穂3），片岡　沙織3），鈴木　志保子4）

1）順天堂大学医学部附属順天堂医院，2）共立女子大学大学院，3）順天堂大学女性スポーツ研究センター，
4）神奈川県立保健福祉大学

3Da-04 国際競技大会で求められる食事対応についての検討
◯澤岡　清美1），小山　奈緒美2），蜂谷　愛3），山崎　美枝4）

1）医療法人王子総合病院，2）自衛隊体育学校，3）北海道医療大学大学院心理学研究科，4）釧路短期大学
生活科学科

D会場
（１階　第１会議室）　スポーツ栄養（２）
10:00〜10:36	 座長：八木　典子（広島国際大学）

　　　寺田　　新（東京大学大学院）

3Da-05 簡易食事チェックの信頼性についての検証
◯大石　歩美，嶋田　有里恵，柴田　寧々，目片　有希絵，杉村　萌絵，小松　ちひろ，
高島　里紗，魚谷　明里，餅　美知子
園田学園女子大学

3Da-06 社会人男子サッカー選手の日々の体重測定は体重減少抑制に有効か
◯井上　瞳，木村　典代
高崎健康福祉大学・大学院

3Da-07 運動後のホワイトチョコレートの摂取がマウスの摂食行動および筋グリコーゲン回復に及ぼす影響
◯近藤　早希1），青山　敏明2），寺田　新1）

1）東京大学大学院総合文化研究科，2）大東カカオ株式会社研究開発部

D会場
（1階　第1会議室）　公衆栄養・栄養疫学（食事調査）
13:30〜14:30	 座長：高橋　東生（桐生大学）

　　　中橋　乙起（徳島文理大学）

3Dp-01 食物摂取頻度調査法の再開発（第1報）
◯仁後　亮介1），内田　和宏1），城田　知子2），坂本　尚磨1），安松　香織1），八田　美恵子1），二宮　利治3）

1）中村学園大学短期大学部，2）中村学園大学，3）九州大学大学院医学研究院衛生・公衆衛生学分野

3Dp-02 久山町住民の音響的骨評価値とコーヒー摂取との関連について－久山町研究－
◯坂本　尚磨1），内田　和宏1），仁後　亮介1），安松　香織1），八田　美恵子1），寺澤　洋子1），城田　知子2），
二宮　利治3）

1）中村学園大学短期大学部，2）中村学園大学，3）九州大学大学院医学研究院衛生・公衆衛生学分野



3Dp-03 長崎県健康・栄養調査の秤量記録法協力者へのBDHQ（簡易型自記式食事歴法質問票）栄養調査法の
実施の検討
◯知念　咲希，松尾　嘉代子，宮原　恵子，中山　みずほ，川野　香織，岡本　美紀
長崎国際大学健康管理学部健康栄養学科

3Dp-04 実物大写真を用いた食事調査方法の検討－食品番号推定における食品名の影響について－
◯橘　陽子，高橋　東生
桐生大学医療保健学部栄養学科

3Dp-05 Cookpadデータベースにおける肉の表記方法とポーションサイズに関する考察
◯今枝　奈保美
至学館大学

D会場
（１階　第１会議室）　公衆栄養・栄養疫学（乳幼児・学童）
14:40〜15:40	 座長：東　あかね（京都府立大学）

　　　矢澤　彩香（大阪府立大学）

3Dp-06 朝食の副菜と野菜摂取量及び栄養素摂取量との関連と食育に関する一考察
◯中川　利津代1），島垣　真季2），阿部　航太郎3），竹谷　水香4），津田　とみ5）

1）前徳島県西部総合県民局　三好保健所　現徳島文理大学人間生活学部，2）徳島県健康増進課，3）徳島
県西部総合県民局　三好保健所，4）徳島県西部総合県民局　美馬保健所，5）徳島文理大学　人間生活学
部

3Dp-07 小学生における菓子・嗜好飲料由来のエネルギー摂取量区分による栄養素等摂取量の比較
◯小島　唯1），村山　伸子1），石田　裕美2），山本　妙子3），硲野　佐也香4）

1）新潟県立大学，2）女子栄養大学，3）神奈川県立保健福祉大学，4）松本大学

3Dp-08 親の朝食摂取状況が子の朝食欠食に及ぼす影響
◯岡田　知佳
大阪大学大学院医学系研究科公衆衛生学

3Dp-09 京丹波町小学生における早朝第一尿を用いた推定食塩摂取量および尿中Na/K調査とその評価
◯瀬古　千佳子1），田口　優子1），山城　美琴1），小谷　清子1），北岡　かおり2），和田　小依里1），
東　あかね1）

1）京都府立大学大学院　生命環境科学研究科　応用生命科学専攻，2）関西福祉大学　健康福祉学部　福
祉栄養学科

3Dp-10 3.5歳健診時に三大アレルゲンの食物除去を行っている児の栄養素摂取状況
◯猿渡　綾子1,2），小谷　清子2），東　あかね2）

1）京都華頂大現代家政学部食物栄養学科，2）京都府立大学大学院生命環境科学研究科

E会場
（１階　第２会議室）　給食経営管理（１）
9:00〜10:12	 座長：辻　ひろみ（東洋大学）

　　　斎藤トシ子（新潟医療福祉大学）

3Ea-01 認可外保育施設の給食に関する調査
◯本田　藍1），中下　千尋1），中嶋　名菜2），北野　直子2）

1）熊本県立大学食育推進プロジェクト室，2）熊本県立大学環境共生学部食健康科学科

3Ea-02 栄養価を満たすために　－　卵と魚を主菜とした献立の残菜調査　－
◯中川　美和，ニシムラ　真理，大曽根　佐代子，奈良　馨子，花澤　　暁子，豊田　好江，川瀬　和代，
近藤　玲奈
千葉市こども未来部幼保運営課　千葉市保育所栄養士会



3Ea-03 学校給食における食物アレルギー対応の事故防止に向けた栄養教諭としての実践活動～ 6年間の取組
の検討～
◯北出　宏予
宝達志水町立宝達中学校

3Ea-04 給食管理業務における調査結果分析の重要性
◯光岡　まりや1），柏柳　香澄2），島　由希子2），杉谷　直子1），二郷　徳子1），藤井　穂波1）

1）東海大学医学部付属病院　栄養科，2）富士産業株式会社　東海大学医学部付属病院事業所

3Ea-05 血液内科病棟クリーンエリアでのバイキング開催の取り組み
◯菊地　しおり，梅木　幹子
静岡赤十字病院

3Ea-06 学校における食品安全文化の構築に関する研究～尺度開発のための予備的調査～
◯藤崎　香帆里1），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　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

E会場
（１階　第２会議室）　給食経営管理（２）
10:30〜11:54	 座長：藤井　穂波（東海大学医学部付属病院）

　　　首藤　恵泉（徳島大学）

3Ea-07 「　献立作成力を向上する要点を検討する　」～管理栄養士課程学生の給食一週間献立作成後の指導
結果より～
◯妹尾　良子
東北女子大学家政学部健康栄養学科

3Ea-08 大学生の食品表示に関する意識と調理冷凍食品の品質表示基準違反調査
◯瀧　容子，小塚　諭
至学館大学

3Ea-09 給食用トレイの色が喫食者の視覚的おいしさに及ぼす影響～ロービジョン者と健常者の快適な色彩環
境の検討～
◯冨田　圭子，安岡　美総
近大　農学部　食品栄養学科

3Ea-10 給食に冷凍魚を用いた料理の品質管理ー食塩相当量についてー
◯辻　ひろみ1），岩崎　博貴2），名倉　秀子3）

1）東洋大学食環境科学部健康栄養学科，2）桐生厚生総合病院，3）十文字学園女子大学人間生活学部食物
栄養学科

3Ea-11 調理器具及び洗浄方法の違いによる食物アレルゲンの残留について
◯高柳　公仁子，浦川　紗奈，舩瀬　望実，藪田　奈々，吉川　明里，吉澤　萌，四谷　千咲，
藤本　香緒里
京都栄養医療専門学校

3Ea-12 八雲町住民検診における味覚・嗅覚検査結果　2016年度
◯片山　直美1,2），近藤　祥子2），中山　ゆい2），千葉　史子3）

1）名古屋女子大学　家政学部　食物栄養学科，2）名古屋女子大学大学院　生活学研究科　食物栄養学専
攻，3）吉田内科

3Ea-13 島根県浜田市旭町坂本集落における稲作の5次産業化に関わる米の食味テスト
◯酒元　誠治1），荒木　彩1），辻　雅子2）

1）広島修道大学健康科学部健康栄養学科，2）東京家政学院大学現代生活学部健康栄養学科



F会場
（１階　第３会議室）　公衆栄養・栄養疫学（生活習慣病（１））
9:00〜10:00	 座長：坂井堅太郎（徳島文理大学）

　　　松下　純子（徳島文理大学短期大学部）

3Fa-01 農村地域における特定健診・特定保健指導事業の現状と課題
◯水野　尚子，宮澤　佳代
松本大学健康栄養学科

3Fa-02 糖尿病予防を目的とした炭水化物量の低減指導が骨密度に及ぼす影響
◯犬伏　知子1,2,3），小川　直子1），松下　純子2），津田　とみ1），橋田　誠一1,3）

1）徳島文理大・人間生活学部・食物栄養，2）徳島文理大・短期大学部・生活科学科，3）徳島文理大・人
間生活学研究科

3Fa-03 世界調査からみた和食の特徴であるタウリン排泄量の兵庫県民における生活習慣病のリスクとの関係
◯荒井　喜美1），森　真理2），森　英樹2,3），家森　幸男1,2）

1）（公財）兵庫県健康財団，2）武庫川女子大学国際健康開発研究所，3）京都工芸繊維大学大学院

3Fa-04 農業従事者と非従事者における高LDL-C血症と野菜・果物摂取の関連：the J-MICC Study 静岡・桜ヶ
丘地区
◯栗木　清典，遠藤　香
J-MICC　Study静岡・桜ヶ丘地区　Research　Group
静岡県立大学　食品栄養科学部　公衆衛生学研究室

3Fa-05 ビタミン・ミネラルの不足は歯周病の可能性を高める
◯市川　知美1），朝日　綾子2），岡　優3）

1）広島女学院大学，2）医療法人湧泉会ひまわり歯科，3）龍谷大学農学部食品栄養学科

F会場
（１階　第３会議室）　公衆栄養・栄養疫学（生活習慣病（２））
10:10〜10:58	 座長：近藤　和雄（東洋大学）

　　　近藤　今子（中部大学）

3Fa-06 乳酸菌飲料及びヨーグルト摂取と大腸がんの関連に関する検討：システマティックレビュー
◯西本　侑加1），高地　リベカ2）

1）奈良女子大学大学院人間文化研究科食物栄養学専攻，2）奈良女子大学研究院生活環境科学系

3Fa-07 女子大学生におけるβ3アドレナリン受容体遺伝子多型Trp64Argの検討
◯宮　真南1），能口　健太1,2），宮崎　瞳2），中野　修治1,2），津田　博子1,2）

1）中村学園大学大学院　栄養科学研究科，2）中村学園大学　健康増進センター

3Fa-08 コーヒーと緑茶からのポリフェノール摂取と紫外線シミ
◯福島　洋一1），高橋　仁也2），岸本　良美3），田口　知恵3），横山　美保子5），近藤　和雄3,4）

1）ネスレ日本，2）TESホールディングス，3）お茶大・寄附研究部門「食と健康」，4）東洋大学・ライフイ
ノベーション研究所，5）横山皮膚クリニック

3Fa-09 栄養素摂取量と遺伝要因による血清LDL-C濃度の推定式の確立: J-MICC Sakura Diet Studyの横断的
検討
◯秋元　柊1），遠藤　香1），後藤　千穂2），栗木　清典1），J-MICC　Sakura　Diet　Study　Group
1）静岡県立大学大学院　薬食生命科学総合学府　公衆衛生学研究室，2）名古屋文理大学　健康生活学部
健康栄養学科



F会場
（１階　第３会議室）　公衆栄養・栄養疫学（震災・その他）
13:30〜14:30	 座長：南　　久則（熊本県立大学）

　　　酒井　　徹（徳島大学）

3Fp-01 東日本大震災の避難所を対象とした炊き出し実施に関する解析～外部支援の状況～
◯原田　萌香1,2），岡　純1），笠岡（坪山）　宜代2,3）

1）東京家政大学，2）国立研究開発法人　医薬基盤・健康・栄養研究所，3）公益社団法人日本栄養士会
JDA-DAT運営委員会エビデンスチーム

3Fp-02 東日本大震災における口腔保健問題についての質的分析
◯笠岡（坪山）　宜代1），近藤　明子1），原田　萌香1,3），須藤　紀子2,4），下浦　佳之2）

1）医薬基盤・健康・栄養研究所，2）日本栄養士会JDA-DATエビデンスチーム，3）東京家政大学，4）お茶
の水女子大学

3Fp-03 熊本地震前後の特定健康診断結果に影響を及ぼす因子の検討
◯中村　允俊，南　久則
熊本県立大学大学院　環境共生学研究科

3Fp-04 メタボロミクスによる飲料摂取バイオマーカーの探索
◯穂満　史子，奥村　仙示，多々納　浩，増田　真志，竹谷　豊
徳島大医歯薬学研究部臨床食管理学分野

3Fp-05 メタボローム解析による肉及び魚摂取バイオマーカーの探索
◯多々納　浩，奥村　仙示，穂満　史子，増田　真志，竹谷　豊
徳島大学大学院　医歯薬学研究部　臨床食管理学分野

F会場
（１階　第３会議室）　公衆栄養・栄養疫学（大学生）
14:40〜16:04	 座長：笠原　賀子（長野県短期大学）

　　　吉村　幸雄（四国大学）

3Fp-06 大学生における食生活の現状と課題　―朝食の欠食状況と栄養素の関連―
◯眞田　佳輝，犬伏　知子
徳島文理大学　人間生活学研究科

3Fp-07 食事・運動・睡眠を基本とした生活習慣と主観的体調感との関係について
◯今中　美栄，田邊　可奈子
京都光華女子大学

3Fp-08 大学生における食品摂取の多様性と睡眠の質との関連
◯山本　かおり1），峰松　明也子1），矢野　友啓1,2），吉崎　貴大2），太田　昌子1,2）

1）東洋大学大学院食環境科学研究科，2）東洋大学食環境科学部

3Fp-09 大学生における食事パターンと精神健康度の関連
◯峰松　明也子1），古木　里菜1），品川　明穂1），矢野　友啓1），川口　英夫2），太田　昌子1）

1）東洋大学大学院　食環境科学研究科，2）東洋大学　生命科学部

3Fp-10 学生の栄養摂取状況に関連する要因の分析～関連性の強さと関連要因の性差に着目して～
◯笠巻　純一1），宮西　邦夫2），笠原　賀子3），松本　裕史4）

1）新潟大学，2）新潟県立大学，3）長野県短期大学，4）武庫川女子大学

3Fp-11 大学生における食の実態・食育体験とレジリエンスに関する研究
◯森　圭子
愛知学院大学心身科学部健康栄養学科

3Fp-12 就寝時のスマートフォン使用及びコーヒー摂取量と睡眠障害の関連
◯小林　道1），岩井　千紘1），鎌田　彩乃1），下川　美季菜1），三丸　美由紀1），金高　有里2）

1）酪農学園大学　給食経営管理学研究室，2）十文字学園女子大学　人間生活学部



G会場
（２階　第４会議室）　栄養教育・食育（大学生（１））
9:00〜10:00	 座長：塚原　丘美（名古屋学芸大学）

　　　片井加奈子（同志社女子大学）

3Ga-01 管理栄養士養成課程在学中の女子大学生における摂食障害に関するリテラシーについて
◯西田　江里1,2），岡本　美紀3）

1）長崎短期大学食物科，2）長崎大学大学院医歯薬学総合研究科医療科学専攻，3）長崎国際大学健康管理
学部健康栄養学科

3Ga-02 青年期女性における睡眠状態と食生活、生活習慣および健康状態との関連
◯橋本　彩子1,2），福島　千帆里1），野嵜　彩2），森　翔平2），井上　広子3），桑野　稔子1,2）

1）静岡県立大学　食品栄養科学部，2）静岡県立大学大学院　薬食生命科学総合学府，3）東洋大学　食環
境科学部

3Ga-03 食品重量見積りｅラーニングシステムにおける三次元画像と実物食品利用の効果
◯吉本　優子1），梅本　真美2），片井　加奈子3），藤倉　純子4），吉田　大介5），奥田　豊子6），吉岡　　瞳3），
新名　洋美6），中野　秀男6），上田　直生7）

1）京都府立大学大学院，2）大阪夕陽丘学園短期大学，3）同志社女子大学，4）女子栄養大学，5）大阪市立大学，
6）帝塚山学院大学，7）ローケジング社

3Ga-04 食事の美味しさに影響を及ぼす要因の検討
◯藤田　晴香，饗場　直美
神奈川工科大学応用バイオ科学部栄養生命科学科

3Ga-05 栄養士養成校の女子学生の尿中Ca量と季節変動および概日変動
◯宇和川　小百合1），色川　木綿子2），峯木　眞知子3），市丸　雄平3）

1）東京家政大学　大学院　人間生活学総合研究科　人間生活学専攻，2）東京家政大学　家政学部　栄養
学科，3）東京家政大学　大学院　人間生活学総合研究科

G会場
（２階　第４会議室）　栄養教育・食育（大学生（２））
10:10〜11:22	 座長：井上　広子（東洋大学）

　　　板東　絹恵（四国大学）

3Ga-06 大学生における居住形態・調理頻度による食生活の違いについての検討
◯中下　千尋1），吉村　英一2），本田　藍1）

1）熊本県立大学　地域連携・研究推進センター食育推進プロジェクト，2）熊本県立大学環境共生学部食
健康科学科

3Ga-07 オントロジーを用いた栄養管理支援システムの構築　～栄養指導の概念分析～
◯岡山　和代1,2），梅田　徳男1），大川　明子3），本田　恵理4），築山　依果2）

1）北里大学大学院医療系研究科，2）新渡戸文化短期大学生活学科，3）四日市看護医療大学大学院看護学
研究科，4）新潟県地域医療推進機構魚沼基幹病院

3Ga-08 幼少期からの食生活体験因子が女子大学生の生きる力の形成に及ぼす影響について
◯安岡　美総，冨田　圭子
近畿大学農学部食品栄養学科

3Ga-09 管理栄養士養成課程における電子教科書と電子教材活用の提案
◯田中　雅章1），神田　あづさ2），内田　あや3）

1）ユマニテク短期大学，2）仙台白百合女子大学，3）名古屋文理大学短期大学部

3Ga-10 若年成人女性の「3・1・2弁当箱法」実践による
体調および身体組成への効果
◯安達　内美子，塚原　丘美
名古屋学芸大学管理栄養学部

3Ga-11 SNS（Social Networking Service）は大学生運動選手における栄養教育のツールとして有効か
◯片井　加奈子，吉岡　瞳
同志社女子大学生活科学部食物栄養科学科



G会場
（２階　第４会議室）　公衆栄養・栄養疫学（高齢者（１））
13:30〜14:18	 座長：川野　　因（東京農業大学）

　　　犬伏　知子（徳島文理大学）

3Gp-01 健康寿命の延伸を目指したロコモ予防教室－ロコモ度テストと身体・食生活状況との関連－
◯垣渕　直子1），次田　一代1），森　英樹2），森　真理2），家森　幸男2）

1）香川短期大学　生活文化学科，2）武庫川女子大学　国際健康開発研究所

3Gp-02 地域在住高齢者の健康状態の把握と生活背景の検討
◯植村　瑠美1），井澤　幸子2）

1）愛知学院大学大学院心身科学研究科健康科学専攻，2）愛知学院大学心身科学部健康栄養学科

3Gp-03 在宅高齢者における食品摂取の多様性（1）孤食頻度との関連－東京都大田区高齢者調査より－
◯田中　泉澄1,2），成田　美紀2），横山　友里2），川野　因1），新開　省二2）

1）東京農業大学大学院，2）東京都健康長寿医療センター研究所

3Gp-04 在宅高齢者における食品摂取の多様性（2）欠食および共食者との関連－東京都大田区高齢者調査より－
◯成田　美紀，田中　泉澄，横山　友里，新開　省二
東京都健康長寿医療センター研究所

G会場
（２階　第４会議室）　公衆栄養・栄養疫学（高齢者（２））
14:30〜15:18	 座長：栗木　清典（静岡県立大学）

　　　田中　　清（京都女子大学）

3Gp-05 地域在住高齢者の要介護リスクと食事の関連：J-MICC Study 静岡・桜ヶ丘研究
◯遠藤　香，栗木　清典
for　Shizuoka-Sakuragaoka　J-MICC　Study　Group
静岡県立大学　食品栄養科学部　公衆衛生学研究室

3Gp-06 地域在住高齢者における食事パターンと通常歩行速度との横断的関連
◯横山　友里，成田　美紀，新開　省二
東京都健康長寿医療センター研究所

3Gp-07 自立高齢者における主菜の種類と栄養素等摂取量との関連
◯小山　達也1,2），由田　克士2），荒井　裕介3）

1）青森県立保健大学，2）大阪市立大学，3）千葉県立保健医療大学

3Gp-08 高齢者における高ホモシステイン血症に着目したビタミンB12栄養状態の検討
◯青　未空1），太田　淳子2），田中　清1）

1）京都女子大学大学院　家政学研究科　生活環境学専攻　，2）神戸学院大学　栄養学部　栄養学科

H会場
（２階　第５会議室）　食品・調査・評価
13:30〜14:30	 座長：人見　英里（山口県立大学）

　　　木戸　慎介（近畿大学）

3Hp-01 食事によるコリン摂取量の調査方法の検討（１）
◯星川　桃子1），丸尾　智美1），神田　あづさ1），若杉　悠佑2），大槻　誠2），大久保　剛1）

1）仙台白百合女子大学人間学部健康栄養学科，2）鈴鹿医療科学大学保健衛生学部医療栄養学科

3Hp-02 ロウ層を除いた玄米の継続摂取が老人福祉施設入居者の認知機能に及ぼす効果
◯和久　那津実，上延　麻耶
名古屋経済大学・人間生活・管理栄養

3Hp-03 男女によるコリン摂取量の違いについて
◯丸尾　智美1），星川　桃子1），神田　あづさ1），若杉　悠佑2），大槻　誠2），大久保　剛1）

1）仙台白百合女子大学人間学部健康栄養学科，2）鈴鹿医療科学大学保健衛生学部医療栄養学科



3Hp-04 アミノ酸成分表2015年版を用いた栄養価計算の妥当性評価（加水分解前の処理条件の検討）
◯乗鞍　敏夫，齋藤　長徳
青森県立保健大

3Hp-05 ハーブサプリメント製品（HS）のリスク評価法の検討：コレウス・フォルスコリ（CF）製品と素材
の比較
◯川崎　奈緒1），田中　友1），與子田　恵梨1），倉若　美咲樹2），端田　寛子2,3,4），有田　安那1,3,5），
佐々木　菜穂1,3），山崎　優子1,3），梅垣　敬三6），志村　二三夫1,2,3）

1）十文字女子大・人間生活，2）十文字女子大院，3）十文字女子大・食・栄養・健康研究所，4）帝京平成大・
健康メディカル・健康栄養，5）首都大院・人間健康科学，6）医薬基盤・健康・栄養研

H会場
（２階　第５会議室）　生理・生化学（ライフステージ）
14:40〜15:52	 座長：橋田　誠一（徳島文理大学）

　　　近藤（比江森）美樹（徳島文理大学）

3Hp-06 尿中アディポネクチンの腎障害予測マーカーに関する検討
◯藤本　侑希1），渡辺　敏弘2），森　博康3），秦　明子4），山本　真弓5），橋田　誠一1）

1）徳島文理大学　健康科学研究所，2）シスメックス中央研究所，3）徳島大学糖尿病臨床・開発センター，
4）徳島大学病院糖尿病対策センター，5）（独）国立病院機構兵庫あおの病院

3Hp-07 自発的運動が健常及びNASH病態マウスの体組成ならびに酸化ストレスに及ぼす影響
◯沈　穎异1,2,3），飯田　綾香1,3），太田　雅規1,2），中村　強1,2）

1）福岡女子大学大学院，2）福岡女子大学，3）神奈川県立保健福祉大学

3Hp-08 拘束ストレスがマウス赤血球のグルタチオン濃度に及ぼす影響
◯中村　博範，山岡　伸
川崎医療福祉大臨床栄養

3Hp-09 食餌環境が腎臓中での造血関連遺伝子の発現に与える影響
◯許斐　亜紀1），横井　克彦2）

1）安田女子大学　家政学部　管理栄養学科，2）聖徳大学　人間栄養学部　人間栄養学科

3Hp-10 唾液中食品タンパク質特異的IgA分泌への食品摂取の影響
◯森　久美子，芦田　理沙，三浦　明日香，山崎　葵，下村　有希
京都栄養医療専門学校

3Hp-11 妊娠中の低栄養が出生後の児の栄養補給系（小腸）に及ぼす影響に関する三次元的解析
◯熊谷　奈々 1），三成　由美1），藤田　守2）

1）中村学園大　栄養科学部　栄養科学科，2）久留米大　医学部　解剖学講座

J会場
（２階　ときわホール）　栄養教育・食育（成人（１））
9:00〜10:12	 座長：名和田淸子（島根県立大学）

　　　原　奈津子（公益財団法人ヘルスサイエンスセンター島根）

3Ja-01 若年女性と中高年女性の食事と血管内皮機能
◯加藤　尊1），杉野　香江2），若杉　悠佑3）

1）朝日大学　健康スポーツ科学科，2）三重短期大学，3）鈴鹿医療科学大学

3Ja-02 カフェテリア方式での料理の並び順は食事選択に影響するか（第2報）～一般学生対象～
◯七尾　由美子1），中村　文香2），京極　奈美2），山本　有希2），小田原　郁子1），渡邉　琢夫1）

1）金沢学院大学，2）金沢学院短期大学

3Ja-03 カフェテリア方式での料理の並び順は食事選択に影響するか（第３報）～成人対象～
◯中村　文香1），七尾　由美子2），京極　奈美1），山本　有希1），小田原　郁子2），渡邉　琢夫2）

1）金沢学院短期大学，2）金沢学院大学



3Ja-04 成人女性におけるヘルスリテラシーと食物摂取行動等との関係～健康の社会的決定要因の影響を考慮
して～
◯林　芙美1），坂口　景子2），武見　ゆかり1,2）

1）女子栄養大学　食生態学研究室，2）女子栄養大学大学院栄養学研究科

3Ja-05 医療機関の管理栄養士が中心に行った「特定保健指導プログラム」の効果の検討
◯行成　由美香1），玉浦　有紀2），藤原　恵子3），鈴木　順子3），西村　一弘3,4），酒井　雅司5），赤松　利恵6）

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）社会福祉法人緑風会緑風荘病院栄養室，4）駒澤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，6）お茶の水女子大学基幹研究院自然科学系

3Ja-06 ２年間の糖尿病予防教室における栄養教育効果の検討
◯小川　直子1），犬伏　知子1,2,3），松下　純子4），津田　とみ1），橋田　誠一1,2,3）

1）徳島文理大・人間生活・食物栄養，2）徳島文理大・大学院・食物学，3）徳島文理大・健康科学研究所，
4）徳島文理大・短大・食物

J会場
（２階　ときわホール）　栄養教育・食育（成人（２））
10:25〜11:49	 座長：七尾由美子（金沢学院大学）

　　　津田　とみ（徳島文理大学）

3Ja-07 社員食堂における栄養教育（第3報）
◯扇原　智子1），今井　弘子1），安田　敬子2）

1）コーベフーズ株式会社，2）神戸女子大学家政学部管理栄養士養成課程

3Ja-08 精神科デイケアにおけるロコモティブシンドローム予防運動の実施と食生活の実態について
◯岡部　聡子1），本間　杏菜1），金子　依里香2）

1）郡山女子大学，2）郡山女子短大

3Ja-09 ポーションコントロールプレート（ヘルシープレート）を活用した栄養教育　一報　―食事バランス
を伝えた教室事例―
◯伊藤　孝子1），太田　萌菜2），山内　惠子3）

1）食のアトリエbene，2）ひだまりクリニック，3）京都医療センター

3Ja-10 ポーションコントロールプレート（ヘルシープレート）を活用した栄養教育　二報　－糖尿病患者へ
の試み－
◯太田　萌菜1），伊藤　孝子2），山内　惠子3）

1）ひだまりクリニック，2）食のアトリエbene，3）京都医療センター

3Ja-11 ポーションコントロールプレート（ヘルシープレート）を活用した栄養教育　三報―ランチタイムに
簡単介！―
◯山内　惠子1），太田　萌菜2），中橋寿美枝3）

1）京都医療センター，2）ひだまりクリニック，3）畿央大学　健康科学部　健康栄養学科

3Ja-12 健康診断時の起床後第2尿を用いた食塩摂取量推定についての検討
◯原　奈津子1），名和田　清子2）

1）（公財）ヘルスサイエンスセンター島根，2）島根県立大学短期大学部

3Ja-13 肥満男性に対する宿泊型健康指導プログラム「からだアセスメント」の実施とその効果について
◯重野　利彰1），水野　尚子2）

1）エア・ウォーター株式会社，2）松本大学　人間健康学部



J会場
（２階　ときわホール）　栄養教育・食育（その他）
13:30〜14:30	 座長：植田　和美（四国大学短期大学部）

　　　荒田　玲子（常磐大学）

3Jp-01 管理栄養士が行う妊婦保健指導～体重増加変化と食事内容～
◯大中　敦子
大阪府済生会富田林病院

3Jp-02 茨城県太平洋岸地域の食について
◯荒田　玲子
常磐大

3Jp-03 食生活の行動変容の手段として保健機能食品の活用
◯服部　知美，江口　澄子，長村　洋一
鈴鹿医療科学大学　保健衛生学部

3Jp-04 外来維持透析患者における食行動支援のためのヘルスリテラシー（HL）に関する研究
◯塩入　輝恵1），齊藤　克典2），野中　博2），岡　純1）

1）東京家政大学大学院人間生活学総合研究科人間生活学専攻，2）医療法人社団博腎会野中医院

3Jp-05 栄養成分表示の実測値と計算値の差についての検討
◯礒永　美奈
至学館大学　健康科学部　栄養科学科




