
一般講演（示説発表）
9月14日（木）第2日

示説発表会場　1階　【多目的ホールB】

示説会場
（１階　多目的ホールB）　食品・調理・物性
奇数番号　13:00～13:40
偶数番号　13:40～14:20

2P-001 レトルト食品をゼリー状にすることによるメリットについて
◯渡辺　俊之
江崎グリコ株式会社　商品開発研究所

2P-002 食感を評価するテクスチャー語彙の用語間の嗜好の関連
◯山内　彩矢佳1），馬場　彩映子1），清水　彩子1），丸山　智美1），山本　哲也2）

1）金城学院大学，2）富士電機株式会社食品流通事業本部

2P-003 低アミロース米を用いた嚥下用米粥ゼリーの物性に対するゼリー温度の影響
◯嶋田　祐子1），西　隆司2）

1）天使大院・看栄研，2）天使大・看護栄養

2P-004 Relationship between taste composition and sensory evaluation ratings of fruits　
◯OKAMOTO　Yoko1），TAYAMA　Kenji1），Yoshida　Keiko2）
1）Hiroshima　Shudo　University，2）Tsukuba　International　University

2P-005 高アミロース米“越のかおり”の炊飯時における適正加水率の検討
◯山口　智子1），榎　康明2）

1）新潟大学，2）（株）ブルボン

2P-006 長期常温保存可能な魚の一次加工品の開発
◯江角　友美
東洋食品工業短期大学

2P-007 アレルゲン不溶化を目的とした乾熱処理小麦粉の調整と調理への応用
◯友竹　浩之1），岩瀬　彩香1），郡　俊之2）

1）飯田女子短期大学，2）近畿大学農学部

2P-008 栄養補給ゼリーの特徴－その１－
◯大越　ひろ1,2），森　加奈恵3），小林　幸子3），伊藤　裕子3）

1）日本女子大学，2）神奈川工科大学，3）キユーピー株式会社

2P-009 栄養補給ゼリーの特徴－その２－
◯森　加奈恵1），小林　幸子1），伊藤　裕子1），大越　ひろ2,3）

1）キユーピー株式会社，2）日本女子大学，3）神奈川工科大学

2P-010 タマネギ外皮を使ったレシピーでの抗酸化力の検討
◯嵐　雅子1），戸田　和正2），遠藤　美智子3），井上　節子2），岩井　達2）

1）相模女子大学，2）文教大学，3）東京バイオテクノロジー専門学校

2P-011 ワイン用ブドウ由来の酵母と北海道産ライコムギを用いたパン製造
◯玉垣　優子，義平　大樹，石井　智美
酪農学園大学　農食環境学群



示説会場
（１階　多目的ホールB）　食品・成分・機能
奇数番号　13:00～13:40
偶数番号　13:40～14:20

2P-012 ミート＆フィッシュ・ドリンクの開発と機能性
◯六車　三治男1），木本　早紀1），川北　久美子1），竹之山　愼一1），中村　豊郎2）

1）南九州大学　健康栄養学部　管理栄養学科，2）マルナカフーズ

2P-013 CFTRチャネル活性化成分摂取の便秘改善効果におよぼす食物繊維及び水分摂取量の影響
◯浦本　裕美，白崎　久美子
仁愛大学

2P-014 コレウス・フォルスコリ抽出物とその含有成分が培養肝細胞の糖質・脂質代謝に与える影響
◯櫻井　美登里1），舘花　春佳2），倉若　美咲樹2），小山　杏奈1），佐々木　菜穂1,3），山崎　優子1,3），
梅垣　敬三4），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）医薬基盤・
健康・栄養研

2P-015 高脂肪食摂取ラットの脂肪組織及び骨格筋中の炎症細胞の浸潤に及ぼすジャワショウガ並びに運動負
荷の影響
◯高橋　あかね1），佐藤　恵1），梶田　光里1），片岡　沙織1），向井　友花2），乗鞍　敏夫1），佐藤　伸1）

1）青森県立保健大学・健康科学・栄養，2）神奈川県立保健福祉大学・保健福祉・栄養

2P-016 紅茶およびショウガ紅茶摂取が若年女性冷え症者の生理機能に及ぼす影響
◯安藤　優加1），北古賀　優紀2），大和　孝子1,2）

1）中村学園大学，2）中村学園大学大学院

2P-017 阿波藍の機能性に関する研究－2型糖尿病モデルラットへの影響－
◯近藤　真紀，辻　博子
四国大学生活科学部

2P-018 食品中の終末糖化産物（AGEs）：ELISA法によるペントシジン量の測定
◯多賀　昌樹，佐藤　かおり，金子　健彦
和洋女子大学家政学群健康栄養学類

2P-019 日常的な食品素材を用いた高フラボノイド食摂取による生体内抗炎症作用の検討
◯萬年　遼，佐野　文美，市川　陽子
静岡県大院・薬食生命

2P-020 醗酵処理をしたダッタンソバ茶浸出液の抗酸化能及びアレルゲン性
◯小林　理恵1），友竹　浩之2）

1）東京家政大，2）飯田女子短大

2P-021 食事誘発性肥満マウスの大豆たん白質β-コングリシニンによる肥満及び脂肪肝改善効果
◯山崎　聖美
医薬基盤・健康・栄養研究所　国立健康・栄養研究所　栄養代謝

2P-022 アキノワスレグサ摂取が血中抗酸化物質に及ぼす影響
◯上江洲　香代子
活水女子大学健康生活学部

2P-023 自家焙煎コーヒーの色差とACE阻害活性の関連性について
◯山岸　美穂，辻　雅子，建路　七織，吉野　知子，四十九院　成子
東京家政学院大学　現代生活学部　健康栄養学科

2P-024 味噌の食品学的特徴と機能性について（その2）
◯松浦　智美1），大森　美登里2），清田　マキ3），金井　美惠子1）

1）相模女子大学短期大学部，2）相模女子大学，3）元相模女子大学



示説会場
（１階　多目的ホールB）　栄養管理（小児・学童・学生・妊産婦）
奇数番号　13:00～13:40
偶数番号　13:40～14:20

2P-025 保育園における成長曲線を用いた栄養管理への活用（1）－生活習慣との関連と保護者への情報提供
の検討－
◯川原　愛弓，森脇　千夏，安田　奈央，長光　博史，阿部　志磨子
中村学園大学短期大学部　食物栄養学科

2P-026 保育園における成長曲線を用いた栄養管理への活用（２）－縦断的な発育状況と健康状態改善度との
関連－
◯森脇　千夏，川原　愛弓，安田　奈央，長光　博史，阿部　志麿子
中村学園大学短期大学部　食物栄養学科

2P-027 小学校・中学校における小児肥満改善の取り組み～成果と考察からスキル向上へ～　グリーンステッ
プその後　
◯竹内　和子1），渡邊　薫1），牛島　千春2），井寺　麻依2）

1）株式会社グリーンステップ　竹内和子　渡邊薫　牛島千春　井寺麻依，2）愛知県栄養士会

2P-028 女子大学生における骨密度に関連する要因の検討
◯吉田　純子，小上　和香
くらしき作陽大学食文化学部栄養学科

2P-029 ハイリスク妊婦における母体体重増加量、栄養素等摂取状況と児の出生体重、母乳成分の検討
◯恩田　理恵1），中嶋　千夏2），高取　知子2），矢澤　和恵3），元島　洋子3）

1）女子栄養大学臨床栄養管理研究室，2）埼玉医科大学総合医療センター　総合周産期母子医療セン
ター，3）埼玉医科大学総合医療センター　栄養部

示説会場
（１階　多目的ホールB）　栄養教育・食育（短大・専門学校）
奇数番号　13:00～13:40
偶数番号　13:40～14:20

2P-030 青年期における食生活の実態について
◯服部　浩子1），原田　まつ子2）

1）常磐大，2）東京家政大

2P-031 15日間の朝食・朝食意識調査の結果から考える食生活改善に向けるための方策
◯中川　幸子，服部　幸應
服部栄養専門学校　栄養指導研究室

2P-032 実践的食育活動が栄養士を目指す短期大学生に及ぼす教育的効果
◯加藤　恵子1），山本　ちか1），小濱　絵美1），内田　あや1），渡辺　和代2）

1）名古屋文理大学短期大学部，2）名古屋市西保健所

2P-033 栄養士のためのハラル教育についての研究（第2報）～学生のハラル認知度について～
◯伏谷　仁美1），伊藤　汐理1），津田　晶子1），松隈　美紀2）

1）中村学園大学　短期大学部　食物栄養学科，2）中村学園大学　栄養科学部　フードマネジメント学科

2P-034 女子短大生における身体および食事の状況
◯木下　麻衣，梅原　頼子
鈴鹿大学短期大学部生活コミュニケーション学科食物栄養学専攻

2P-035 短期大学生によるスイーツ開発における味覚に関する調査
◯山岸　博美，高木　尚紘，角田　香澄
富山短期大学　食物栄養学科

2P-036 食事記録調査からみる保育女子学生の食事摂取状況　―乳・乳製品と果物の摂取―
◯鷲見　裕子
高田短期大学



2P-037 短期大学と地域を繋ぐ連携-イキイキ健康フェアの取組-
◯古屋　美知，渡邊　慶子
高知学園短期大学　生活科学学科

示説会場
（１階　多目的ホールB）　栄養教育・食育（大学生）
奇数番号　13:00～13:40
偶数番号　13:40～14:20

2P-038 女子大学生のだしに対するうま味の相乗効果の感受と食習慣との関連
◯神田　知子1），小切間　美保1），小松　万里子1），丸山　智美2），奥村　仙示3）

1）同志社女子大学・生活科学部，2）金城学院大学・生活環境学部，3）徳島大学大学院　医歯薬学研究部
臨床食管理学分野

2P-039 若年女性の主観的健康感と食生活習慣との関連 －若年期の栄養指導の評価項目の検討－
◯児玉　小百合，大迫　早苗，深作　貴子，松浦　智美，金指　朱音
相模女子大学短期大学部食物栄養学科

2P-040 若年女性の主観的健康感と食行動との関連
◯西村　美津子，嶋田　さおり
安田女子大学

2P-041 食育におけるアプローチ法の検討―体験学習としての調理作業の心理的効果―
◯北畑　香菜子，板東　絹恵
四国大学生活科学部管理栄養士養成課程

2P-042 管理栄養士養成課程に在籍する学生の食生活に関する意識調査について
◯神田　あづさ，佐藤　比奈乃，小野　由里彩
仙台白百合女子大

2P-043 大学生・短大生における健康食品・サプリメントの利用実態
◯小林　悦子，佐藤　陽子，千葉　剛，梅垣　敬三
（国研）医薬健栄研　国立健康・栄養研究所　食品保健機能研究部

2P-044 栄養士養成校の学生における食塩摂取の実態について
◯小田　良子，水谷　恵里花
名古屋文理大学短期大学部

2P-045 青年期女性の日常生活における自律神経活動の変動と食生活・生活習慣との関連
◯野嵜　彩1），森　翔平1），福島　千帆里2），濱本　菜穂1），橋本　彩子1,2），井上　広子3），桑野　稔子1,2）

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

2P-046 青年期女性の自律神経活動と身体・食生活状態との関連
◯森　翔平1），野嵜　彩1），福島　千帆里2），濱本　菜穂1），橋本　彩子1,2），井上　広子3），桑野　稔子1,2）

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

2P-047 女子大学生における食後血糖値上昇抑制効果の検討
◯若本　ゆかり，小見山　百絵
ノートルダム清心女子大学　人間生活学部　食品栄養学科

2P-048 大学生の野菜摂取量と食教育との関連
◯細田　耕平1），山口　智子2），渡邊　令子1）

1）新潟県立大学，2）新潟大学

2P-049 大学生における朝食摂取と食行動変容に関する研究
◯水田　文1），北森　一哉2），佐喜眞　未帆3）

1）修文大学健康栄養学部，2）金城学院大学生活環境学部，3）金沢学院大学人間健康学部



2P-050 若年女性の「痩せ」傾向とその食行動に関する研究
◯嶋田　さおり1），西村　美津子1），西村　栄恵2），逸見　幾代3）

1）安田女子大学家政学部管理栄養学科，2）松山東雲短期大学，3）広島国際大学　医療栄養学部

2P-051 体重調節志向に関する文系学生と管理栄養士養成課程学生との比較
◯荒尾　恵介
安田女子大学家政学部管理栄養学科

2P-052 大学生の食に対する認識が自意識により体型に及ぼす影響
◯秋山　佳代
国際学院埼玉短期大学

2P-053 若年女性の肌状態に関する調査
◯松下　慶子1），富口　由紀子1），山下　紗也加2），川俣　幸一3）

1）飯田女子短大，2）中部大，3）東北生活文化大

2P-054 女子大学生における魚の摂取に関する研究　－嗜好と調理経験に着目して－
◯木田　春代，高橋　律子
昭和学院短期大学

2P-055 若年女性における食事、身体活動量と体組成の関連について
◯加藤　亮
会津大学短期大学部

2P-056 食育や郷土料理に関する調査―大学生と母親との比較―
◯田中　弘美
北陸学院大学短期大学部食物栄養学科

2P-057 栄養士・管理栄養士課程学生の「だし」に関する実態について
◯今村　麻里子，前田　朝美
東北女子大学家政学部健康栄養学科

2P-058 若年女性における身体状況と食生活およびヘモグロビン推定値との関連
◯高橋　律子，木田　春代
昭和学院短期大学

2P-059 糖尿病・MetS等の効果的な教育方法とは？－RCTによるエビデンスが得られた教育プログラムをも
とに
◯安達　美佐1,2），中田　恵津子1）

1）栄養サポートネットワーク合同会社，2）帝京大学大学院公衆衛生学研究科

2P-060 食事前後の味覚認知閾値の変化と食欲
◯前田　朝美，齋藤　望，今村　麻里子
東北女子大学

2P-061 女子大学生の主観的な健康観ならびに関連する生活習慣の年次変化に及んだ社会的背景の影響
◯井上　久美子，小林　三智子，長澤　伸江
十文字学園女子大学人間生活学部食物栄養学科

2P-062 おせち料理のESD（持続可能な開発のための教育）教材の開発
◯細井　陽子
九州女子大学

2P-063 大学生における野菜の好き嫌いに関する調査からの一考察
◯杉尾　直子，阿萬　千穂，兒玉　詩織，川北　久美子，山内　美智子，木村　志緒，長友　多恵子，
高見　明花
南九州大学健康栄養学部管理栄養学科

2P-064 栄養士養成課程における献立作成に必要な重量把握能力向上に関する研究
◯安田　奈央1），治京　玉記2），森脇　千夏1），寺澤　洋子1），吉田　弘子1）

1）中村学園大学短期大学部，2）大阪夕陽丘学園短期大学



2P-065 北九州市における大学連携事業としての食育活動の展開～第3報：3年間の取組と今後の課題～
◯近江　雅代1），石本　祐子1），青木　るみ子1），境田　靖子1），辻澤　利行2），天本　理恵1），坂巻　路可1），
久保　由紀子1），田川　辰也1）

1）西南女学院大学保健福祉学部栄養学科，2）九州歯科大学歯学部口腔保健学科

2P-066 模擬集団栄養教育演習において改善後の再栄養教育実施が教育実施者に与える影響
◯藤澤　克彦
岡山学院大学　食物栄養学科

2P-067 食生活相談会に参加した男子大学生の食習慣・体調の実態
◯矢澤　彩香，吉田　有里，大関　知子
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

2P-068 女子大学生の飲酒状況と飲酒理由
◯水上　由紀1），杉山　友理2），坂手　誠治1）

1）相模女子大学大学院　栄養科学研究科，2）生活協同組合ユーコープ

2P-069 食事バランスガイドの活用状況と栄養教科への取り組み
◯樋口　千鶴，根津　美智子
山梨学院短期大学

2P-070 大学生の食生活改善のための学生食堂を利用した食環境整備の検討
◯川上　貴代，井上　里加子，平松　智子，田淵　真愉美
岡山県立大

示説会場
（１階　多目的ホールB）　栄養教育・食育（その他）
奇数番号　13:00～13:40
偶数番号　13:40～14:20

2P-071 保育所職員への食育支援に関する調査研究
◯堤　ちはる1），三橋　扶佐子2）

1）相模女子大学栄養科学部健康栄養学科，2）日本歯科大学生命歯学部共同利用研究センター

2P-072 「スポーツ食育だより」のメール配信による保護者の食意識・食行動の変化について
◯小板　由美子1），堀川　昭子2），宮木　恵美1），鳥塚　萌3），長島　洋介1），高増　雅子4）

1）武蔵丘短期大学，2）東京国際大学　人間社会学部，3）フリーランス　管理栄養士，4）日本女子大学大
学院

2P-073 シカ肉の食文化および牛肉と比較したシカ肉の食味特性
◯坂井　真奈美，松下　純子
徳島文理大学短期大学部

2P-074 農産物直売所利用者への食育介入による野菜摂取量の変化について－第2報－
◯佐藤　祐子1），鈴木　美穂子2），河内　公恵3），長田　美穂4），中谷　弥栄子3）

1）東京医療保健大，2）神奈川県農業技術セ，3）鎌倉女子大，4）さがみ農協

2P-075 摂取頻度調査から見た魚介類の摂取状況について～未利用魚の活用に向けて～
◯植田　和美，三木　章江，後藤　月江，渡邊　幾子
四国大学短期大学部

2P-076 学生考案のシカ肉料理の提供と嗜好調査について
◯長尾　久美子1），道上　紀子1），藤巻　純子1），近藤（比江森）　美樹2）

1）徳島文理大学短期大学部，2）徳島文理大学人間生活学部

2P-077 デンシエット（Densiet）によるカロリー密度（CD）に注目した低カロリー満腹食の開発
◯山口　智勢，奥村　仙示，井端　知咲，藤岡　真理子，窪田　友華，近藤　知佳，多々納　浩，
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



2P-078 太巻き祭りずしデザインコンテストの継続実施について
◯杉崎　幸子1），猪野　弘子1），三幣　周子2），峯岸　喜子1），龍崎　英子1）

1）千葉伝統郷土料理研究会，2）千葉経済大学短期大学部こども学科

2P-079 管理栄養士監修のカフェを活用した健康教室の取組
◯猪俣　絵里奈
株式会社　千葉薬品

2P-080 地域に学び、地域で育つ～自治体と地域の方々との米を通した課外活動～
◯沼田　聡，島田　郁子
高知県立大学　健康栄養学部

2P-081 地域における食環境改善の場としての惣菜屋の検討
◯辻　雅子1），山岸　美穂1），建路　七織1），吉野　知子1），辻　悦子2），酒元　誠治3）

1）東京家政学院大学　現代生活学部　健康栄養学科，2）元神奈川工科大学　栄養生命科学科，3）広島修
道大学　健康栄養学科

2P-082 病院管理栄養士と商店街による地域における栄養教育・食育活動「衣笠病院・地域健康応援団」の取
り組み
◯髙田　千春，木村　麻美子
衣笠病院栄養科

2P-083 薬膳効能を使った献立作成方法の研究１～出回り食品の３色食品群と五味五性（効能）との関係をみ
る～
◯江口　澄子，平内　芽衣，長谷川　千波
鈴鹿医療大・医療栄養

2P-084 薬膳効能を使った献立作成方法の研究２～現代バランス食を加味して立案されたメニュー９６種から
の検討～～
◯平内　芽衣，江口　澄子，長谷川　千波
鈴鹿医療大・医療栄養

2P-085 薬膳食材を用いた栄養指導のための体質別メニュー開発
◯御手洗　早也伽1），三成　由美1），入来　寛1），寺師　美里2），徳井　教孝1）

1）中村学園大、2）中村学園大　大学院

示説会場
（１階　多目的ホールB）　公衆栄養・栄養疫学（乳児期・学童・高校生）
奇数番号　13:00～13:40
偶数番号　13:40～14:20

2P-086 乳幼児健診情報等を活用した母子の健康増進・食育推進体制の構築（第6報）出生時体重と母親の体格、
食習慣
◯辻本　洋子1,2），境田　靖子2,3），岩橋　明子2,4），福原　都麦2），宮地　香奈2），福村　智恵2），由田　克士2）

1）羽衣国際大学　人間生活学部，2）大阪市立大学大学院生活科学研究科，3）西南女学院大学保健福祉学
部，4）帝塚山大学現代生活学部

2P-087 乳幼児健診情報等を活用した母子の健康増進・食育推進体制の構築（第7報）－体重増加量と食生活
の関連
◯境田　靖子1,2），岩橋　明子2,3），辻本　洋子2,4），福原　都麦2），宮地　香奈2），福村　智恵2），由田　克士2）

1）西南女学院大学保健福祉学部，2）大阪市立大学大学院生活科学研究科，3）帝塚山大学現代生活学部，
4）羽衣国際大学人間生活学部

2P-088 乳幼児健診情報等を活用した母子の健康増進・食育推進体制の構築（第8報）－身長を考慮した体重
増加量
◯由田　克士1），境田　靖子1,2），岩橋　明子1,3），辻本　洋子1,4），福原　都麦1），宮地　香奈1），福村　智恵1）

1）大阪市立大学大学院　生活科学研究科　食・健康科学講座，2）西南女学院大学　保健福祉学部，3）帝
塚山大学　現代生活学部，4）羽衣国際大学　人間生活学部



2P-089 乳幼児健診情報等を活用した母子の健康増進・食育推進体制の構築（第9報）－年齢を考慮した体重
増加量
◯宮地　香奈1），境田　靖子1,2），岩橋　明子1,3），辻本　洋子1,4），福原　都麦1），福村　智恵1），由田　克士1）

1）大阪市立大学大学院　生活科学研究科　食・健康科学講座，2）西南女学院大学　保健福祉学部，3）帝
塚山大学　現代生活学部，4）羽衣国際大学　人間生活学部

2P-090 乳幼児健診情報等を活用した母子の健康増進・食育推進体制の構築（第10報）－経済的要因と知識
等との関連
◯岩橋　明子1），辻本　洋子2,3），境田　靖子2,4），福原　都麦2），宮地　香奈2），福村　智恵2），由田　克士2）

1）帝塚山大学現代生活学部，2）大阪市立大学大学院生活科学研究科，3）羽衣国際大学人間生活学部，
4）西南女学院大学保健福祉学部

2P-091 乳幼児の両親における減塩と野菜・果物摂取推奨の地域割付比較対照試験：研究計画とベースライン
調査結果
◯田口　優子1），小谷　清子1），瀬古　千佳子1），北岡　かおり2），青井　渉1），和田　小依里1），
東　あかね1）

1）京都府立大学院　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

2P-092 幼児の副菜摂取量を増やすための改善策の検討
◯徳梅　咲里1），宇津　智子2），武井　麻友3），福井　充4），内田　勇人5），伊達　ちぐさ5）

1）兵庫県立大学大学院環境人間学研究科，2）八尾市健康まちづくり部健康推進課，3）元兵庫県立大学大
学院環境人間学研究科，4）大阪市立大学大学院医学研究科，5）兵庫県立大学環境人間学部

2P-093 未就学児のエネルギ－産生栄養素バランスについて～秤量法による横断的調査
◯富松　里佳子1,2），高堀　真紀子1），峰村　貴央1），佐藤　ゆき2），鈴木　礼子1）

1）東京医療保健大　医療保健学部　医療栄養学科，2）東北大学大学院医学系研究科

2P-094 未就学児のリン推定摂取量　～秤量法による横断的調査～
◯高堀　真紀子1,2），富松　里佳子1），峰村　貴央1），佐藤　ゆき2），鈴木　礼子1）

1）東京医療保健大　医療保健学部　医療栄養学科，2）東北大学大学院医学系研究科

2P-095 乳類摂取は思春期の身長増加に関係があるか
◯井上　貢
香川短期大学

2P-096 女子高校生の昼食と間食の摂取状況および食意識・知識について
◯福田　典子1），道上　紘子2），幸林　友男1）

1）千里金蘭大学　生活科学部　食物栄養学科，2）金蘭会高等学校

2P-097 先進国及び日本における子どもの貧困と食支援に関する研究の文献レビュー
◯廣繁　理美1），高増　雅子2）

1）日本女子大学大学院人間生活学研究科，2）日本女子大学家政学部

2P-098 小学生高学年児童におけるBDHQ10yを用いた食事パターンの検討
◯品川　明穂1），古木　里菜1），峰松　明也子1），川口　英夫2），矢野　友啓1），太田　昌子1）

1）東洋大学食環境科学研究科，2）東洋大学生命科学研究科

示説会場
（１階　多目的ホールB）　食品・調査・評価
奇数番号　13:00～13:40
偶数番号　13:40～14:20

2P-099 トランス脂肪酸摂取と血中脂質及び糖代謝マーカーとの関連－β３アドレナリン受容体遺伝子のタイ
プ別解析－
◯藤田　花菜，古川　萌々，田淵　英一，竹内　弘幸
富山短期大学専攻科食物栄養専攻

2P-100 脂質摂取と血中脂質濃度，糖代謝マーカーおよび血圧との関連　－FTO遺伝子のタイプ別解析－
◯古川　萌々，藤田　花菜，田淵　英一，竹内　弘幸
富山短期大学専攻科食物栄養専攻



2P-101 パンをベースとしたスポーツ選手の補食の提案
◯池田　倫子，加藤　恵子
名古屋文理大学短期大学部

2P-102 植物性大豆たん白の普及活動に関する研究（第12報）
～高齢者を対象とした植物性たん白を用いた調理指導～
◯井上　正子1,2），井上　慶子1），井部　奈生子1,3）

1）日本医療栄養センター，2）日本植物蛋白食品協会，3）戸板女子短期大学

2P-103 ブラジル産と北海道産インゲンマメのDNAマーカーによる多型の比較
◯梶田　路津子，石井　智美
酪農学園大学大学院酪農学研究科食品栄養科学専攻

2P-104 道内のワイン製造の現状と大学でのワイン試験醸造とその利用
◯坪内　博子，高橋　宗一郎，石井　智美
酪農学園大学大学院　酪農学研究科

示説会場
（１階　多目的ホールB）　生理・生化学（エネルギー・蛋白・脂質）
奇数番号　13:00～13:40
偶数番号　13:40～14:20

2P-105 脂肪酸組成の異なる油脂摂取ラットの肝間質における脂肪滴の分布
◯細山田　康恵，山田　正子
千葉県立保健医療大

2P-106 魚摂取頻度が血液検査値に及ぼす影響について
◯木本　早紀，穂積　李沙，小川　恒夫
南九州大学健康栄養学部管理栄養学科

2P-107 実験授業における糖新生理解のためのグルコース-6-ホスファターゼ活性比較実験の改良
◯山内　有信
広島修道大学健康科学部健康栄養学科

2P-108 朝食摂取と欠食時の知的課題負荷によるfMRIを用いた脳活動評価
◯安部　聡子1,2），板橋　貴史3），中島　潤也1,2,4），本寺　哲一4），加藤　京一1,2），下司　映一1,2）

1）昭和大学大学院保健医療学研究科，2）昭和大学スポーツ運動科学研究所，3）昭和大学発達障害医療研
究所，4）昭和大学藤が丘病院放射線室

2P-109 成長期雌ラットの血中脂質量に及ぼす連続暗黒飼育と飼料たんぱく質量の影響
◯花井　美保
神奈川工科大

2P-110 乳酸菌と同時に摂取するたんぱく質と脂質がラットの体重変動に及ぼす影響
◯坂井　恵子，日高　未来
鹿児島純心女子大　看護栄養学部　健康栄養学科

2P-111 非アルコール性脂肪性肝炎モデル動物におけるα-リノレン酸負荷の肝脂質組成に与える影響
◯神波　景子，中崎　千尋，村上　泰子
福山大学

2P-112 食後の短時間の座位ストレッチ運動による血糖値上昇抑制作用
◯永澤　健
畿央大学　健康栄養学科

2P-113 マウスの栄養状態回復に影響を及ぼす飼料組成の検討
◯渡邊　舞子，森山　結香，加藤　元士
山口県立大学

2P-114 システインおよびロイシンの同時摂取が高脂肪食マウスの脂質代謝に及ぼす影響
◯星　芙美香1），向井　友花2）

1）神奈川県立保健福祉大院保健福祉学研究科，2）神奈川県立保健福祉大栄養学科



2P-115 糖質摂取不足による健康影響の基礎的検討
◯台蔵　彩子1），岩田　理佳1），中野　澄伶1），田口　祐未2），横井　克彦1）

1）聖徳大　人間栄養，2）人間総合大学

2P-116 胎生期及び乳児期に高脂肪食に曝された雄性仔ラットの成長後の脂肪組織に及ぼす緑茶抽出物の影響
◯櫻井　南奈1），片岡　沙織1），向井　友花2），佐藤　伸1）

1）青森県立保健大・健康科学・栄養，2）神奈川県立保健福祉大学・保健福祉・栄養

示説会場
（１階　多目的ホールB）　生理・生化学（ライフステージ）
奇数番号　13:00～13:40
偶数番号　13:40～14:20

2P-117 ラットにおけるエリタデニンの反転小腸法による吸収についての検討
◯浅田　憲彦1），大森　聡2），小野　章史3）

1）別府大学食物栄養科学部食物栄養学科，2）富山短期大学食物栄養学科，3）川崎医療福祉大学大学院医
療技術学研究科

2P-118 マウス味蕾における細胞接着分子N-カドヘリンの局在様式
◯生田　李緒，濱田　俊
福岡女子大学大学院人間環境科学研究科人間環境科学専攻・栄養健康科学領域

2P-119 リンゴ口腔アレルギー症候群（OAS）のアレルゲンであるMal d 1 mRNA発現量の品種間比較
◯沖嶋　直子，川上　真里奈，田村　瑞木，庭野　愛永
松本大学人間健康学部健康栄養学科

2P-120 オルニチン添加によるおいしさ増強効果について
◯水田　晴野，山本　隆
畿央大学大学院健康科学研究科

2P-121 食べ物の嗜好性による脳内酸素化ヘモグロビン濃度変化の分析
◯峰松　祐至，上地　加容子，山本　隆
畿央大学健康栄養学科

2P-122 網羅的解析によるNASHモデルマウスの炎症関連遺伝子の探索
◯飯田　綾香1,2），山内　良子3,4），倉貫　早智1），中村　強2,3）

1）神奈川県保健福祉大・保健福祉・栄養，2）福岡女子大院・人間環境・栄養健康，3）福岡女子大・国際文理・
食健康，4）佐賀県地域産業支援センター

2P-123 鉄欠乏ラットにおける骨代謝関連遺伝子の変動
◯勝間田　真一，松崎　広志
東京農業大学応用生物科学部栄養科学科

2P-124 癌カヘキシーによる筋萎縮を防ぐ機能性食材の創製
◯鉄野　文香，二川　健，小松　明生
徳島大学　大学院医歯薬学研究部　生体栄養学分野

2P-125 無重力による筋細胞内シグナルトランスダクション
◯小松　明生，鉄野　文香，二川　健
徳島大学大学院医歯薬研究部生体栄養学分野

示説会場
（１階　多目的ホールB）　栄養管理（高齢者）
奇数番号　13:00～13:40
偶数番号　13:40～14:20

2P-126 女性介護者の食生活についての課題
◯浅野　友美，丸山　智美
金城学院大学　生活環境学部



2P-127 回復期リハビリテーション病棟におけるBCAA含有飲料を介した栄養管理
◯足立　貞子，恵後原　美里，甲斐　名那子
公立八鹿病院　医療技術部　栄養管理科

2P-128 要介護高齢者の栄養ケア・マネジメントの効果について
◯弘津　公子
山口県立大学看護栄養学部

2P-129 高齢者施設における玄米粥ゼリー導入効果の検証
◯石原　友美1），本田　順子2）

1）特別養護老人ホームリバーサイド熊本，2）尚絅大学短期大学部食物栄養学科

示説会場
（１階　多目的ホールB）　栄養管理（地域・災害）
奇数番号　13:00～13:40
偶数番号　13:40～14:20

2P-130 野菜摂取と生活習慣病との関連について～ 1日350gの野菜摂取が身体に及ぼす影響～
◯川北　久美子，山内　美智子，木村　志緒，長友　多恵子，阿萬　千穂，兒玉　詩織，高見　明花，
杉尾　直子
南九州大学健康栄養学部管理栄養学科

2P-131 地域の給食施設による食形態情報連携の取り組み
◯松岡　修史1），升野　奈津枝2），有吉　一紗3），藤下　亜弓4），丸山　麻美5），山本　小百合6），
陣内　由美7）

1）医療型障害児入所施設・療養介護事業所　方城療育園，2）田川新生病院，3）特別養護老人ホーム　第
二長寿園，4）介護老人保健施設　サングリーンそえだ，5）田川市立病院，6）一本松すずかけ病院，7）田
川保健福祉事務所　健康増進課

2P-132 東日本大震災の避難所生活における食料供給の実態調査－東日本大震災の食事画像分析から－
◯廣内　智子，島田　郁子
高知県立大学

2P-133 地域に向けた災害対策の取り組み
◯梅木　幹子，菊地　しおり
静岡赤十字病院　栄養課

2P-134 管理栄養士のための災害時メニュー開発とそのツールの作成
◯入来　寛1），御手洗　早也伽1），熊谷　奈々 1），山本　克也2），林　秀之2），嶋川　成浩2），宮原　葉子1），
向坂　幸雄3），三成　由美1），徳井　教孝1）

1）中村学園大学，2）西部ガス株式会社　総合研究研修所，3）中村学園大学短期大学部

示説会場
（１階　多目的ホールB）　臨床栄養（病態別栄養管理）
奇数番号　13:00～13:40
偶数番号　13:40～14:20

2P-135 外来化学療法を受けるがん患者の主観的栄養評価（PG－SGA）と栄養相談希望の関連性
◯腰本　さおり1），有本　正子2），斎藤　恵子2），松島　英介1）

1）東京医科歯科大学，2）東京医科歯科大学附属病院

2P-136 クローン病患者におけるα1-酸性糖タンパク質と病態との関連
◯菊地　優子1,2），境田　奈津子3），南　久則2）

1）長崎国際大学・健康管理学部，2）熊本県立大学大学院・環境共生学研究科，3）社会医療法人社団　高
野会　高野病院・栄養科

2P-137 血液透析患者のQOLと栄養指標（体重増加率および血清アルブミン値、血清リン値等）との関連
◯平松　智子1），木村　安美2）

1）岡山県立大学保健福祉学部栄養学科，2）中村学園　栄養科学部　栄養科学科



2P-138 腎不全患者への継続的な栄養指導
◯西垣　沙耶
株式会社マスカット薬局

2P-139 慢性血液透析患者の味覚に関する栄養教育の検討
◯奧村　万寿美
滋賀県立大学　人間文化学部　生活栄養学科

2P-140 カーボカウントセミナー参加者（栄養士）からみえたカーボカウントを導入する上での問題点
◯堀尾　拓之
東海学園大学健康栄養学部管理栄養学科

2P-141 栄養・作業・運動療法による認知症治療の試み：２年間の運動機能評価
◯島崎　日菜女1），廣上　彩華1），篠崎　綾1），北平　早弥佳1），酒井　重数2），渡辺　祥子3），田淵　英一1）

1）富山短期大学・専攻科食物栄養専攻，2）ケアセンター笑美寿・ケアセンター笑美寿東，3）滝ノ坊学園

2P-142 栄養・作業・運動療法による認知症治療の試み：2年間の精神機能評価
◯廣上　彩華1），島崎　日菜女1），北平　早弥佳1），篠崎　綾1），酒井　重数2），渡辺　祥子3），田淵　英一1）

1）富山短期大学・専攻科食物栄養専攻，2）ケアセンター笑美寿・ケアセンター笑美寿東，3）滝ノ坊学園

示説会場
（１階　多目的ホールB）　臨床栄養（食品機能）
奇数番号　13:00～13:40
偶数番号　13:40～14:20

2P-143 サービス付高齢者住宅に入居する高齢者への中鎖脂肪酸摂取による認知機能、低栄養改善の試み
◯川崎　真瑞1），糸川　由比子1），西浦　幸起子1），小笠原　力一1），原納　優1,2），藤山　明美3），
米田　大人4）

1）株式会社　ニチダン，2）児成会生活習慣病センター，3）医療法人　積善会　高橋病院　栄養科，4）医
療法人　積善会　高橋病院　在宅部

2P-144 発芽玄米摂取によるアレルギー性鼻炎の治療効果の検討
◯北平　早弥佳1），篠崎　綾1），島崎　日菜女1），廣上　彩華1），将積　日出夫2），渡辺　祥子3），
田淵　英一1）

1）富山短期大学・専攻科食物栄養専攻，2）富山大学医学部耳鼻咽喉科，3）滝ノ坊学園

2P-145 発芽玄米摂取によるアトピー性皮膚炎の治療効果の検討
◯篠崎　綾1），北平　早弥佳1），廣上　彩華1），島崎　日菜女1），乗杉　理2），渡辺　祥子3），田淵　英一1）

1）富山短期大学・専攻科食物栄養専攻，2）けやきひふ科，3）滝ノ坊学園

2P-146 女性医療従事者の尿中大豆イソフラボン・エクオールと月経周期、食事調査との関連性
◯塩見　卓也1），上野　友美2），神田　裕子3）

1）東京医療保健大学　医療保健学研究科，2）大塚製薬株式会社佐賀栄養製品研究所，3）東京医療保健大
学　医療保健学部　医療栄養学科



示説会場
（１階　多目的ホールB）　臨床栄養（病態・アセスメント・その他）
奇数番号　13:00～13:40
偶数番号　13:40～14:20

2P-147 正常若年成人女性における内因性女性ホルモンの血管拡張機能への影響
◯田中　貴絵，田川　辰也
西南女学院大学保健福祉学部栄養学科

2P-148 若年女性の食生活習慣・身体的特徴と性格との関連性
◯白石　葵，中村　紫穂，田淵　英一，稗苗　智恵子
富山短期大学専攻科食物栄養専攻

2P-149 若年女性の食習慣と基礎代謝が体格に及ぼす影響
◯中村　紫穂，白石　葵，田渕　英一，稗苗　智恵子
富山短期大学専攻科食物栄養専攻

2P-150 健康腕時計および自記式記録を用いた高齢者の生活習慣の評価と保健指導
◯澤井　明香1），遠藤　真柚1），今井　愛2），杤久保　修3）

1）神奈川工科大学　栄養生命科学科，2）神奈川県予防医学協会　運営部，3）横浜市立大学　医学部

2P-151 健康腕時計を用いた高齢者のライフスタイルの評価と健康指標の関係性の検討
◯遠藤　真柚1），澤井　明香1），今井　愛2），栃久保　修3）

1）神奈川工科大学　栄養生命科学科，2）神奈川予防医学協会　運営部，3）横浜市立大学　医学部

2P-152 食事満足度向上のための取り組みに対する評価と今後の課題
◯安井　里紗，岩崎　文江
大垣市民病院　栄養管理部

2P-153 病院内に併設する健康増進施設と行政との連携　～生活習慣病重症化予防の取り組み～
◯許斐　なな子1），西　美都1），佐野　博1），川野　美智代2）

1）医療法人回生会　リハビリテーションセンター熊本回生会病院，2）尚絅大学生活科学部栄養科学科

2P-154 下処理方法の違いによる品質改良酵素剤の軟化効果の検討
◯兼平　奈奈1），後藤　美裟紀2），今泉　良典3）

1）東海学園大学　健康栄養学部　管理栄養学科，2）富士産業株式会社，3）国立病院機構　東名古屋病院

示説会場
（１階　多目的ホールB）　栄養教育・食育（学校給食）
奇数番号　13:00～13:40
偶数番号　13:40～14:20

2P-155 学校給食を生きた教材として活用した食に関する指導に対する栄養教諭の評価・改善について
◯北條　真菜1），窪田　友華2），野口　孝則3）

1）上越教育大学大学院　学校教育研究科　生活・健康系，2）奈良県天川村立天川小学校，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

2P-156 学校給食の指導の時間における改善への取組
◯山内　美智子，杉尾　直子，兒玉　詩織，竹之山　愼一，木村　志緒
南九州大学健康栄養学部管理栄養学科

2P-157 小学校で行われる栄養教諭の視点からの給食の時間における指導実践と考察
◯水津　久美子
山口県立大



示説会場
（１階　多目的ホールB）　栄養教育・食育（成人）
奇数番号　13:00～13:40
偶数番号　13:40～14:20

2P-158 社員食堂に設置した卓上メモの教育内容の活用と食生活への影響
◯寺田　愛梨，犬飼　千尋，丸山　智美
金城学院大学

2P-159 野菜摂取に関する消費者行動の要因分析
◯酒井　映子，北川　千加良，森岡　亜有，末田　香里
愛知学院大学心身科学部健康栄養学科

2P-160 スーパーマーケットにおける惣菜を媒体とした健康教室開催の実践報告
◯堀西　恵理子，丸山　智美
金城学院大学生活環境学部

2P-161 青年成人期にある若年者の食生活調査～食育手法を検討するために～第8報
◯西村　栄恵1），逸見　幾代2），嶋田　さおり3），土海　一美4）

1）松山東雲短大，2）広島国際大，3）安田女子大，4）美作大

2P-162 体格指数からみた市民の食生活状況および食に関する意識－食育に関する徳島市民アンケート調査結
果から－
◯高橋　啓子，川端　紗也花
四国大学

2P-163 地域におけるボランティア活動が住民主体の食育推進の意欲に及ぼす影響
◯久保田　恵，井上　里加子
岡山県立大学保健福祉学部栄養学科

2P-164 メンター制度の導入とその効果について
◯中須賀　理沙，武井　砂保里，脇本　理美，高原　弓子
富士産業株式会社　四国ブロック

2P-165 地域と大学連携による市民を対象とした食教育に関する実践活動
◯古山　弥生，中神　有茉，上延　麻耶
名古屋経済大学・人間生活・管理栄養

2P-166 家族同伴栄養指導による患者と家族の食生活の変化
◯木下　康子1），岸田　恵津2）

1）園田学園女子大学　人間健康学部食物栄養学科，2）兵庫教育大学大学院学校教育研究科

2P-167 北九州市における大学連携事業としての食育活動の展開～第4報：参加回数と生活習慣改善との関連
性～
◯石井　愛子，田中　貴絵，手嶋　英津子，山田　志麻，境田　靖子，田川　辰也，近江　雅代
西南女学院大学保健福祉学部栄養学科

2P-168 健康イベント来場者を対象とした食事内容の検討1～朝食摂取状況アンケート調査から～
◯笠松　範子1），竹山　育子1,2），吉田　有里1,3），浅井　千佐子1）

1）栄養アドバイザーやお（地域活動栄養士会），2）相愛大学人間発達学部，3）大阪府立大学

2P-169 健康イベント来場者を対象とした食事内容の検討2～食育SATシステムによる食事診断結果から～
◯竹山　育子1,2），笠松　範子2），吉田　有里2,3），浅井　千佐子2）

1）相愛大学人間発達学部，2）栄養アドバイザーやお（地域活動栄養士会），3）大阪府立大学

2P-170 肥満関連遺伝子と幼児期の食習慣が成人期の体形と食習慣に与える影響
◯堀内　理恵1），眞木　　優子2），高橋　徹3）

1）武庫川女子大学，2）園田女子学園大学短期大学，3）福岡女子大学



示説会場
（１階　多目的ホールB）　栄養教育・食育（妊産婦・授乳婦）
奇数番号　13:00～13:40
偶数番号　13:40～14:20

2P-171 授乳期母子の生活行動分析と母親の育児ストレス
◯廣瀬　潤子
滋賀県立大・生活栄養

2P-172 授乳期におけるセルフケア行動と栄養摂取の関連性
◯三田　有紀子，大島　千穂，續　順子
椙山女学園大学生活科学部

2P-173 妊婦が魚を適切に摂取するためのリーフレット作成とその評価
◯坪内　美穂子
筑波大学大学院人間総合科学研究科スポーツ健康システム・マネジメント

2P-174 ロコモ予防教室2年連続参加者の体力指標と栄養状態の関連性
◯大瀬　絵美，北　夕起子，古山　珠恵，村田　貴子，東　麻梨奈，手嶋　哲子
北海道文教大学

示説会場
（１階　多目的ホールB）　栄養教育・食育（高齢者）
奇数番号　13:00～13:40
偶数番号　13:40～14:20

2P-175 地域高齢者及び施設入所高齢者を対象とした包括的高齢者運動トレーニングプログラムの検討
◯富口　由紀子
飯田女子短期大学

2P-176 デイサービスを利用する高齢者における栄養と食習慣調査について
◯三木　章江1），逸見　幾代2），中村　富予3），荒木　裕子4）

1）四国大学短期大学部，2）広島国際大学，3）龍谷大学，4）九州女子大学

2P-177 地域高齢者における継続的な予防的対応（咬合力アップ運動の８年継続）の取り組みの評価
◯前田　佳予子1），山野　葉子1），高橋　志乃2）

1）武庫川女子大　生活環境学部　食物栄養学科，2）武庫川女子大学大学院生活環境学研究科食物栄養専
攻

2P-178 高齢者男性向け料理教室が受講者に及ぼす食生活や意識の変化
◯吉野　知子，建路　七織，山岸　美穂，辻　雅子
東京家政学院大学　現代生活学部　健康栄養学科

示説会場
（１階　多目的ホールB）　栄養教育・食育（郷土料理）
奇数番号　13:00～13:40
偶数番号　13:40～14:20

2P-179 「郷土料理及び正月料理の食文化の伝承」に関する研究
◯鈴木　耕太，根津　美智子，樋口　千鶴
山梨学院短期大学　食物栄養科



示説会場
（１階　多目的ホールB）　公衆栄養・栄養疫学（大学生）
奇数番号　13:00～13:40
偶数番号　13:40～14:20

2P-180 栄養士養成課程の女子学生における体格と食生活について
◯澤村　敦子，後藤　美咲，瀬戸　翼，村上　日菜子，諸隈　大紀，横山　みずき
京都栄養医療専門学校

2P-181 大学生の甘味の感受性と食環境との関連性について
◯峰村　貴央，小西　敏郎，鈴木　礼子
東京医療保健大

2P-182 女子学生の月経前症候群と栄養素等摂取量との関連
◯森口　里利子1），今井　克己1），岩本　昌子1），近江　雅代2），中園　栄里3），津田　博子1）

1）中村学園大，2）西南女学院大，3）福岡医療短大

2P-183 医療系大学における朝食欠食と睡眠との関連
◯若杉　悠佑1），大槻　誠1），堀田　千津子1），江口　澄子1），中東　真紀1），石原　領子1），長太　のどか1），
辻井　真理2），國分　聖奈1），比屋根　愛理1），宮田　侑果1），森田　若菜1），白藤　淑美3），熊取　厚志1,2）

1）鈴鹿医療大・医療栄養，2）鈴鹿医療大・院・医療科学研究科，3）鈴鹿医療大・健康管理センター

2P-184 大学生が選ぶ市販弁当の栄養評価と課題の検討
◯竹内　育子，谷畑　萌
広島文教女子大学

2P-185 大学生における食事パターンとエネルギー産生栄養素バランスの評価
◯岩井　千紘，鎌田　彩乃，三丸　美由紀，下川　美季菜，小林　道
酪農学園大学　給食経営管理学研究室

2P-186 学部別に見た大学１年生の食生活状況と求められる食支援
◯柳井　玲子，佐々木　妙子
くらしき作陽大学食文化学部

2P-187 青年期タイ人と日本人の味覚感受性の違いについて
◯平田　万由子1），小林　実夏1），堀口　美恵子2）

1）大妻女子大学　家政学部食物学科，2）大妻女子大学　短期大学部家政学科


