
●プログラム

学 術 講 演

◆会長講演
９月13日（水）14：35 ～ 15：05　A会場（１階　多目的ホールA）

　「栄養学はどのように健康や社会に貢献出来るのか」
　　演　　者：酒井　　徹（徳島大学大学院　医歯薬学研究部　実践栄養学分野　教授）
　　座　　長：村山　伸子（新潟県立大学　人間生活学部　健康栄養学科　教授）

◆文化講演
９月13日（水）　15：10 ～ 16：00　A会場（１階　多目的ホールA）
　「『今だから話せる大塚国際美術館創設うら話』～最後の晩餐を食べながら世界の名画を楽しもう～」

　　演　　者：平田　雅男（みやび芸術文化アカデミー／（前）大塚国際美術館 専任部長・学芸室長）
　　座　　長：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　教授）

◆受賞講演
９月14日（木）　10：00 ～ 10：50　Ｄ会場（１階　第１会議室）

　　座　　長：岡　　　純（東京家政大学　家政学部栄養学科　教授）

　【学会賞】「災害栄養に関する研究」
笠岡（坪山）　宜代（国立研究開発法人　医薬基盤・健康・栄養研究所　国立健康・栄養研究所 栄養疫学・食育研究部　食事摂取基準研究室長）

　　【奨励賞】「成人における生活習慣病予防を目指した栄養教育」
新保　みさ（お茶の水女子大学　アソシエイトフェロー）

　　【奨励賞】「栄養成分表示のための分析方法の標準化及び信頼性確保に関する研究」
竹林　　純（国立研究開発法人　医薬基盤・健康・栄養研究所　国立健康・栄養研究所 食品保健機能研究部　食品分析研究室長）

◆特別講演
９月15日（金）　11：00 ～ 11：50　A会場（１階　多目的ホールA）

「第３期を迎える特定健診・特定保健指導」
　　演　　者：津下　一代（あいち健康の森健康科学総合センター　センター長）
　　座　　長：武見ゆかり（女子栄養大学　栄養学部　教授）

市民公開講座

　９月15日（金）　14：30 ～ 16：30　A会場（１階　多目的ホールA）
　「南海トラフ大地震に備えて～災害時の栄養対策～」
　「自らをまもる備え・今すぐ出来る準備」
　　演　　者：中野　　晋（德島大学環境防災研究センター　センター長）
　「助けられた、助かったいのち、生きるを繋ぐ、食の備え」
　　演　　者：下浦　佳之（公益社団法人　日本栄養士会　常務理事）
　「大規模災害に備える強靱な連携の構築」
　　演　　者：石本　寛子（徳島県　危機管理部消費者くらし安全局　局長）
　　座　　長：高橋　保子（徳島県栄養士会　会長）

教 育 講 演

◆教育講演①
９月14日（木）　9：00 ～ 9：45　A会場（１階　多目的ホールA）

　「研究と実務　－研究倫理と職業倫理」
　　演　　者：柳　　元和（帝塚山大学　現代生活学部　教授）
　　座　　長：近藤　真紀（四国大学　生活科学部　管理栄養士養成課程　教授）

◆教育講演②
９月14日（木）　10：50 ～ 11：35　A会場（１階　多目的ホールA）

　「栄養情報はなぜ混乱する」
　　演　　者：中村　丁次 （神奈川県立保健福祉大学　学長）
　　座　　長：酒井　　徹（徳島大学大学院　医歯薬学研究部　実践栄養学分野　教授）



◆教育講演③
９月14日（木）　16：20 ～ 17：05　A会場（１階　多目的ホールA）

　「健康経営と勤労世代の食生活改善」
　　演　　者：岡田　邦夫（NPO法人　健康経営研究会　理事長／大阪ガス㈱　健康開発センター　統括産業医）
　　座　　長：曽川美佐子（四国大学　生活科学部　管理栄養士養成課程　教授）

◆教育講演④
９月14日（木） 16：20 ～ 17：05　B会場（３階　第１特別会議室）

　「LEDと食品衛生」
　　演　　者：高橋　　章（徳島大学大学院　医歯薬学研究部　予防環境栄養学分野　教授）
　　座　　長：二川　　健（徳島大学大学院　医歯薬学研究部　生体栄養学分野　教授）

シンポジウム

◆共催シンポジウム①
９月14日（木）　9：00 ～ 10：50　C会場（３階　第２特別会議室）

　「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」
　　座　　長：上西　一弘（女子栄養大学　栄養学部　教授）

石橋　英明（医療法人社団愛友会伊奈病院整形外科　整形外科部長）
シンポジスト：

　「重症化したロコモが身体的フレイルの一部を構成する　－ロコモとフレイル、サルコペニアの関係を整理する－」
大江　隆史（ロコモチャレンジ！推進協議会委員長／ NTT東日本関東病院　院長補佐（手術部長））

　「骨粗鬆症リエゾンサービスと骨折予防の運動指導のポイント」
石橋　英明（伊奈病院　整形外科部長／日本骨粗鬆症学会　広報・連携委員会）

　「リハビリテーション栄養の重要性と最近のトピック」
若林　秀隆（横浜市立大学附属市民総合医療センター　リハビリテーション科）

　「若年就労女性における栄養と運動の実態調査　－まるのうち保健室の取り組みから－」
宇野　　薫（一般社団法人　ラブテリ・女子栄養大学院　管理栄養士・健康運動指導士）

　「自治体におけるロコモ予防の取組み事例　－オール宮崎での取り組みから－」
帖佐　悦男（宮崎大学　整形外科　教授）

　　共　　催：ロコモチャレンジ！推進協議会

◆共催シンポジウム②
９月15日（金）　９：00 ～ 10：50　A会場（１階　多目的ホールA）

　「生きることと食べること～世代による栄養摂取と食べ方の提案～」
　　座　　長：中村　丁次（神奈川県立保健福祉大学　学長）

シンポジスト：
　「全世代を通じたバランスの良い食生活の提唱～主食・主菜・副菜の多様な食品摂取と栄養素密度～」

新開　省二（地方独立行政法人　東京都健康長寿医療センター研究所　副所長）
　「若年層における栄養摂取について」

鈴木志保子（神奈川県立保健福祉大学　保健福祉学部　栄養学科　教授）
　「在宅高齢者の栄養と食べ方に対する提案」

中村　育子（医療法人社団福寿会　福岡クリニック在宅部　栄養課　課長）
　　共　　催：味の素（株）

◆シンポジウム①
９月13日（水）　16：10 ～ 17：40　A会場（１階　多目的ホールA）

　「栄養疫学に基づいた栄養業務・栄養教育をめざして」
　　座　　長：佐々木　敏（東京大学大学院　医学系研究科　社会予防疫学分野　教授）

雨海　輝祥（武庫川女子大学　生活環境学部　食物栄養学科　教授）
シンポジスト：

　「“科学する姿勢”が未来を創る：教育・研究（管理栄養士養成）の立場から」
百武　愛子（神戸学院大学　栄養学部　栄養学科　助教）

　「未来を創るために科学情報を理解する：業務（病院）の立場から」
髙岡　友哉（信州大学医学部附属病院　臨床栄養部　管理栄養士）

　「未来を創る仲間を増やし手を結ぶ：研究・教育（公衆栄養学）の立場から」
児林　聡美（東京大学大学院　医学系研究科　社会予防疫学分野　特任助教）

　「社会が抱える課題を共有することが未来を創る：業務（行政）の立場から」
斎藤　雅文（厚生労働省　健康局　健康課　栄養指導室　栄養管理係　主査）



◆シンポジウム②
９月14日（木）　13：20 ～ 14：40　B会場（３階　第１特別会議室）

　「「健康な食事」がより良い食環境を作る」
　　座　　長：赤松　利恵（お茶の水女子大　生活科学部　食物栄養学科　教授）

中川利津代（徳島文理大学　人間生活学部　食物栄養学科　教授）
シンポジスト：

　「「健康な食事・食環境」の推進の意義と戦略」
武見ゆかり（女子栄養大学　栄養学部　教授）

　「「健康な食事」認証基準策定のプロセス」
市川　陽子（静岡県立大学　食品栄養科学部 栄養生命科学科　准教授）

　「食への意識と行動　―大阪版健康・栄養調査から―」
上家　和子（（公社）日本医師会　総合政策研究機構　主席研究員）

　「健康的な食事 ― 経営戦略の視点から」
岡田　邦夫（NPO法人　健康経営研究会　理事長）

◆シンポジウム③
９月14日（木）　14：50 ～ 16：10　A会場（１階　多目的ホールA）　
「アスリートサポートの研究とその活用　～２０２０まで。２０２０から。」 

　　座　　長：海老久美子（立命館大学 スポーツ健康科学部 スポーツ健康科学科　教授）
シンポジスト：

　「国立スポーツ科学センターにおけるスポーツ医・科学研究とその応用」
鈴木　康弘（国立スポーツ科学センター　スポーツ科学部　先任研究員）

　「高強度トレーニング時における栄養摂取が代謝・内分泌指標や運動パフォーマンスに及ぼす影響」
後藤　一成（立命館大学　スポーツ健康科学部 スポーツ健康科学科　教授）

　「パラリンピック選手の栄養サポートに向けたエビデンスの現状」
元永　恵子（国立スポーツ科学センター　スポーツ研究部　研究員（管理栄養士））

◆シンポジウム④
９月14日（木）　14：50 ～ 16：10　B会場（３階　第１特別会議室）

　「「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」
　　座　　長：石田　裕美（女子栄養大学　栄養学部　教授）

シンポジスト：
　「日本の学校給食の品質管理」

名倉　秀子（十文字学園女子大学　人間生活学部　食物栄養学科　教授）
高橋　澄子（所沢市立和田小学校　栄養教諭）

　「日本の学校給食の評価」
中西　明美（女子栄養大学　栄養学部　専任講師）
小島　　唯（新潟県立大学　人間生活学部　健康栄養学科　助手）

　「「日本とアジア・アフリカの学校給食に関する研究と発信」海外の学校給食」
　　座　　長：村山　伸子（新潟県立大学　人間生活学部　健康栄養学科　教授）

　「ガーナの学校給食：学校給食の質（栄養管理、衛生・品質管理）を改善するために」
中森　正代（特定非営利活動法人　日本栄養改善学会事務局）

　「インドの学校給食：世界最大規模の学校給食と次へのステップ」
中尾　真樹（一般社団法人　健康栄養支援センター　会長）
津野　幸恵（和泉市立病院　栄養科）

　　ま と め：村山　伸子（新潟県立大学　人間生活学部　健康栄養学科　教授）

◆シンポジウム⑤
９月15日（金） ９：00 ～ 10：20　B会場（３階　第１特別会議室）
日本栄養改善学会・日本ビタミン学会合同シンポジウム「ビタミン・ミネラル研究の最前線」

　　座　　長：山本　浩範（仁愛大学　人間生活学部　健康栄養学科　教授 ）
竹谷　　豊（徳島大学 医科栄養学科　教授）

シンポジスト：
　「ビタミンＤによる脂質代謝調節」

上杉　志成（京都大学　物質-細胞統合システム拠点/化学研究所 ケミカルバイオロジー　教授）
　「水溶性ビタミンと腸内環境」

上番増　喬（徳島大学大学院　医歯薬学研究部　特任助教）
　「骨代謝と生活習慣」

石見　佳子（国立研究開発法人　医薬基盤・健康・栄養研究所　国立健康・栄養研究所　シニアアドバイザー）
　「なぜ亜鉛が必要なのか？：上皮と間葉における亜鉛シグナルの意義」

深田　俊幸（徳島文理大学　薬学部　病態分子薬理学研究室　教授）



◆シンポジウム⑥
９月15日（金） ９：00 ～ 10：20　C会場（３階　第２特別会議室）

　「ニュートリションサポートチーム」
　　座　　長：濱田　康弘（徳島大学 医科栄養学科　教授）

松村　晃子（徳島大学病院 栄養部　副部長）
シンポジスト：

　「大学病院における栄養サポートチーム（NST）活動を通してわかったNST活動における医師の役割」
濵田　康弘（徳島大学　医科栄養学科）

　「NSTにおける看護師に期待する活動」
矢吹　浩子（医療法人明和病院　看護部長）

　「NSTにおける薬剤師の役割とは？」
岡田　直人（徳島大学病院　薬剤部）

　「当院の嚥下調整食に沿った検査食を用いた嚥下内視鏡検査の現状について」
和泉　靖子（徳島赤十字病院　栄養課）

◆シンポジウム⑦
９月15日（金） 10：30 ～ 11：50　B会場（３階　第１特別会議室）

　「慢性腎臓病のシンポジウム（実践編）」
　　座　　長：金澤　良枝（東京家政学院大学　現代生活学部　健康栄養学科　教授）

北島　幸枝（東京医療保健大学　医療保健学部　医療栄養学科　准教授）
シンポジスト：

　「保存期腎不全患者（CKD ２～４）の食事指導」
瀬戸　由美（医療法人　永仁会　永仁会病院　栄養管理科　科長）
加藤　　基（医療法人　永仁会　永仁会病院　栄養管理科）

　「透析患者（CKD ５D）の食事指導」
坂井　敦子（Office　SAKAI　代表／斉藤内科クリニック）

　「CKD患者の栄養アセスメント」
山田　康輔（鎌倉女子大学　家政学部　管理栄養学科　講師）

　「慢性腎臓病患者の新たな食事・栄養療法の開発」
上西　　梢（近畿大学　農学部　臨床栄養学研究室　助手）

◆シンポジウム⑧
９月15日（金） 13：30 ～ 14：50　B会場（３階　第１特別会議室）

　「成長曲線を給食施設の栄養管理にどのように活用していくか」
　　座　　長：石田　裕美（女子栄養大学　栄養学部　教授）

由田　克士（大阪市立大学　大学院　生活科学研究科　教授）
シンポジスト：

　「保育所および学校における身体発育の評価の意義と身体発育曲線の活用」
加藤　則子（十文字学園女子大学　人間生活学部　幼児教育学科　教授）

　「保育所給食での活用」
佐々木ルリ子（宮城学院女子大学　生活科学部　食品栄養学科　教授）

　「小・中学校における栄養管理の実際」
北出　宏予（石川県宝達志水町立宝達中学校　栄養教諭）

◆シンポジウム⑨
９月15日（金） 15：00 ～ 16：20　B会場（３階　第１特別会議室）

　「高齢者の宅配事業の栄養管理に関するガイドライン」
　　座　　長：高田　和子（国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所 栄養疫学・食育研究部　栄養ケア・マネジメント研究室　室長）

シンポジスト：
　「「地域高齢者等の健康支援を推進する配食事業の栄養管理の在り方」の検討について」

塩澤　信良（厚生労働省　健康局健康課栄養指導室　保険局医療課　課長補佐）
　「配食サービス利用者の栄養ケアプロセスと課題～管理栄養士の立場より～」

馬場　正美（医療法人財団善常会　ヘルスケアフード大衆食堂）



ワークショップ

■  ■  平成29年９月15日（金）　14：00 ～ 16：00  ■  ■

◆ワークショップ
９月15日（金） 14：00 ～ 16：00　E会場（１階　第２会議室）

　「実践栄養学の学術としての確立を目指して
－実践栄養学研究セミナーの取組みと「実践活動報告」論文執筆のポイント－」

　　担当者：赤松　利恵（お茶の水女子大学　生活科学部　食物栄養学科　教授）

研究自由集会

■  ■  平成29年９月13日（水）　18：00 ～ 20：00  ■  ■

◆研究自由集会①　栄養クリニック連絡会
テ ー マ： 栄養クリニック連絡会2017
会　　場：B会場（３階　第１特別会議室）
予想参加人数：60名
内　　容： 第７回栄養クリニック連絡会では、栄養クリニック等を開設している全国６大学（天使大学・女子栄養大学・

京都女子大学・武庫川女子大学・中村学園大学・東海学園大学）を中心に、活動報告や栄養クリニックが現
代社会で果たす役割や意義（地域貢献、教育、研究等）、今後の展望について、意見交換を行ってきました。
今回は「栄養クリニック運営上の工夫と課題」をテーマに意見・情報交換を行います。大学付属の栄養クリニッ
クに興味をお持ちの方や、新たに開設を考えている施設の関係者にも積極的に参加いただけるオープンな集
会です。

　　世 話 人：宮脇　尚志（京都女子大学　栄養クリニック）
木戸　詔子（京都女子大学　栄養クリニック）

　　連 絡 先：落合さゆみ（京都女子大学　栄養クリニック）
TEL：075-531-2136　E-mail：eiyou-clinic@kyoto-wu.ac.jp

◆研究自由集会②　青年海外協力隊栄養士ネットワーク
テ ー マ： 国際協力における栄養分野の活動について
会　　場：C会場（1）（３階　第２特別会議室）
予想参加人数：20名
内　　容： 青年海外協力隊OB・OGによる栄養分野等の活動について

１）青年海外協力隊　栄養士隊員　による活動報告
２）青年海外協力隊　感染症・エイズ対策隊員　による活動報告
３）質疑応答

　　世 話 人：坂本　達昭（熊本県立大学　環境共生学部　食健康科学科）
堀江　早喜（国立健康・栄養研究所）

　　連 絡 先：堀江　早喜（国立健康・栄養研究所）
TEL：090-5233-3791　E-mail：s-shima@nibiohn.go.jp

◆研究自由集会③　栄養教諭教育研究会
テ ー マ： 学校給食献立の教材化と給食管理の一体化の理論の構築を
会　　場：C会場（2）（３階　第２特別会議室）
予想参加人数：20名
内　　容：  栄養教諭の職務は、食に関する指導と学校の給食管理とされています。学校給食献立は、学校の食育と給食

管理に共通する重要な役割を果たし、教材となることが求められています。学校の食事内容（完全給食）は、
「パン又は米飯＋ミルク(牛乳)＋おかず」である給食とされています。本集会では、学校給食の「献立の教材化」
の意義を確認し、教材化のステップや教材として機能する献立の要素等をディスカッションし、『献立の教材
化』の演習も取り入れて、実践的な自由集会になるようにしたいと考えています。

　　世 話 人：宮原　公子（桐生大学）
森本　恭子（美作大学）

　　連 絡 先：宮原　公子（桐生大学）
TEL：0277-48-9135 　E-mail：miyahara-ki@kiryu-u.ac.jp



◆研究自由集会④　北海道IBD食・食事療法研究会
テ ー マ： 炎症性腸疾患　クローン病の食事を考える
会　　場：C会場（3）（３階　第２特別会議室）
予想参加人数：30名
内　　容： 今回で20回目の開催になります。今回は、クローン病の食事療法や栄養指導（個人・集団指導）・チームで取

り組むIBD教室や患者会とのかかわり等についての現状報告をおこないます。多くの皆様の参加をお待ちし
ています。

　　世 話 人：吉田　典代（北海道IBD食・食事療法研究会）
　　連 絡 先：出村富美恵（JA札幌厚生病院　栄養科）

TEL：011-261-5331　E-mail：f.mitsuiwa@ja-hokkaidoukouseiren.or.jp

◆研究自由集会⑤　デジタル教科書研究会
テ ー マ： タブレットを活用した管理栄養士養成の授業改善研究
会　　場：D会場（１階　第１会議室）
予想参加人数：40名
内　　容：  本研究会は、高等教育機関で実際に導入しているデジタル教科書の特徴や仕組みを理解していただく機会を

設けるために企画しました。
　 近年、高等教育機関でもデジタル教科書の導入が始まってきました。利用者にとって、デジタル教科書の利

点は紙の教科書よりも携帯性が高く、容量が少なく、重量が軽いことです。タブレット端末の機能を使って、
教材のデジタル化や資料のカラー化が実現できます。

　 世話人が所属する学園の学校では、50冊中39冊のデジタル教科書を平成27年より導入しました。それを利用
する81名の学生から始まりました。平成28年からは授業で使用するPowerPointや授業で配布するプリント類
をデジタル教科書と同じタブレット端末からから見られるようにと、教材の電子化に取り組みました。これ
は非常勤講師も含め、学習環境の向上に努めています。

　 デジタル教科書を運用してみると、学生はデジタル教科書のメモ機能を使って、ノートに書かずに教科書に
書き込んで利用しています。試験前にはデジタル化された教材を試験対策として有効活用しています。また、
デジタル教科書には利用者ログを自動的に取集する機能があります。このデータを分析すれば、学生の学習
指導の資料として活用することも可能です。

　 今回はiPadを準備します。参加者の皆さんに実際にデジタル教科書を操作しながら体験していただきます。
参加した皆さんにデジタル教科書に対する理解を深めてもらい、積極的な討議を深めたいと考えています。

　　世 話 人：田中　雅章（ユマニテク短期大学）
　　連 絡 先：田中　雅章（ユマニテク短期大学）

TEL：059-356-8170　E-mail：m_tanaka@jc-humanitec.ac.jp

◆研究自由集会⑥　楽カーボ研究会
テ ー マ： 炭水化物摂取量に着目した糖尿病食事療法
会　　場：E会場（１階　第２会議室）
予想参加人数：30名
内　　容：「血糖値コントロールを目的とした指導ツール（冊子）の紹介」

　 現在、代表者（松岡）が、行っている血糖コントロールを目的とした炭水化物に着目した効果的な食事指導
について昨年の栄養改善学会自由集会（青森）では、活発な意見交換が行われました。参加者の意見を参考に、
今年度は、指導用のツール（冊子）を作成しました。テレビや雑誌で紹介される糖尿病の食事療法に惑わさ
れることなく、個人個人に合わせたオーダーメイドの食事療法を進めていく事を目的として作成したツール
を自由集会の場で具体的に紹介させていただきます。
＊参加していただいた方（先着30名）には、指導ツール（冊子）をお渡し致します。

　　世 話 人：松岡　幸代（オフィスCrecer）
片瀬　久代（大塚商会健康保険組合）
南木　　彩（栃木環境装置(株)トータルヘルス事業部）

　　連 絡 先：松岡　幸代（オフィスCrecer）
TEL：090-7116-8026　E-mail：yukiyo-m@d4.dion.ne.jp



◆研究自由集会⑦　NPO法人ヘルスコミュニケーションズ
テ ー マ：�第８回　栄養指導に活かすコーチング〜質問のスキル〜
会　　場：F会場（１階　第３会議室）
予想参加人数：30名
内　　容：�コーチングは相手のやる気を引き出し、自ら考え、自ら行動することを支援するコミュニケーション技術の

１つです。
　�第８回目の今回は、質問のスキルを駆使してセルフコーチングを行い、管理栄養士・栄養士としてのあなた
だけのミッションを創りましょう。これからの活動の一助となるはずです。

　　世 話 人：笠原　賀子（長野県短期大学）
　　連 絡 先：笠原　賀子（長野県短期大学）

FAX：026-235-0026

◆研究自由集会⑧　歯科と栄養　二足のワラジーの会
テ ー マ：�歯科医院勤務の栄養士・管理栄養士の雇用実態と提言
会　　場：G会場（２階　第４会議室）
予想参加人数：40名
内　　容：�１．歯科医院勤務の栄養士・管理栄養士へのアンケート結果

①入職の経緯　　②雇用形態　　③仕事内容
④歯科医院に栄養士がいる患者にとってのメリット
⑤歯科で栄養士が働き続けるための壁
⑥歯科でまた働きたいか、�⑦歯科で取得できる資格
２．写真展　「歯科で働く栄養士たち」

　　世 話 人：手塚　文栄（医療法人　たかぎ歯科）
細川　良子（岡山県栄養士会）

　　連 絡 先：手塚　文栄（医療法人　たかぎ歯科）
TEL：029-822-3114　E-mail：dental@takagi.name

◆研究自由集会⑨　栄養心理カウンセリング研究会
テ ー マ：�栄養指導を考える・対象者のQOLを考慮した栄養指導とは
会　　場：H会場（２階　第５会議室）
予想参加人数：50名
内　　容：�栄養指導は栄養士の力量が対象者に問われる場面です。

　�栄養指導の技術強化は栄養士業務の必須と考えます。栄養指導技術は充分ですか？栄養指導や特定保健指導
では対象者の心理面を想像しながら、どのような支援が可能かを栄養士自信が認識し、さらに対象者も栄養
士も何を改善すれば良いかに気づき、継続して同一方向で関わることが大切だと考えています。
�当研究会は、栄養指導の技術力を共有するために「栄養指導の根っこ」へまとめました。
�何を拠り所に栄養指導をしているかを意見交換したいと考えています。

　　世 話 人：奥　　優子（栄養心理カウンセリング研究会）
高橋美代子（小曽根病院栄養課）

　　連 絡 先：奥　　優子（栄養心理カウンセリング研究会）
TEL：075-888-9054　E-mail：ns-pot@tcn.zaq.ne.jp

◆研究自由集会⑩　京都医療センター予防医学研究室
テ ー マ：�ポーションコントロールプレート　糖尿病からCKDまでの応用
会　　場：I会場（２階　第６会議室）
予想参加人数：50名
内　　容：�海外では、肥満や２型糖尿病に対し、ポーションコントロールプレートが用いられてその有効性も明らかになっ

ています。
　�我々は、2010年以降、日本版のポーションコントロールプレートを開発し、減量と血糖コントロールの改善
に役立つことを国内外の学会で発表し、ランダム化比較試験にても証明しました。また、昨年はCKD重症化
予防を目的に指導者育成プログラムを開発、その有効性も明らかにしてきました。
　�今回の自由研究では、これらのエビデンスの紹介と、企業や、病医院、地域活動などあらゆる場面での介入
実践報告に合わせて、実際に食べて、見て感じてもらう体験学習を計画しています。盛りだくさんの学びの
場となるので、多くの皆様の参加を期待しています。（事前申込必要・食事・教材実費）

　　世 話 人：山内　惠子（京都医療センター　予防医学研究室）
伊藤　孝子（食のアトリエbene）

　　連 絡 先：山内　惠子（京都医療センター　予防医学研究室）
TEL：090-8544-7020　E-mail：yamauchikeiko7020@gmail.com



◆研究自由集会⑪　東京栄養疫学勉強会
テ ー マ： 悩める若者たちよ集え　～現場・研究の疑問・悩みを栄養学の創生につなげたい！～
会　　場：J会場（２階　ときわホール）
予想参加人数：60名
内　　容： 栄養に関わる実務や研究には悩みや疑問がつきものです。それらは、栄養業務や栄養学研究をよりよいもの

にするための大切な原石です。ぜひ、あなたの悩みや疑問を共有させてください。この会では、雨海照祥先
生（臨床栄養学者）、佐々木敏先生（栄養疫学者）とボランタリーな助手たち（悩める若者たち）が、一緒に
解決の糸口を探ります。私たちは皆、栄養学を通じて人々の健康を目指している同志です。悩みも疑問も失
敗も分かち合い、共にこれからの日本の栄養学をよりよいものにしていきましょう！　「お悩み・疑問」持参
の上、ご参加ください。私たちの悩みや疑問が未来の日本の栄養学を創ります！

　　世 話 人：児林　聡美（東京大学大学院　医学系研究科）
　　連 絡 先：児林　聡美（東京大学大学院　医学系研究科）

TEL：03-5841-7872　E-mail：satomikoba@m.u-tokyo.ac.jp

◆研究自由集会⑫　NPO法人食生態学実践フォーラム
テ ー マ：  「食」を理論的にどうとらえるか？―食生態学の理論とその活用・展開
会　　場：K会場（２階　展示ギャラリー）
予想参加人数：30名
内　　容： 食生態学では、人間の食とその形成について、生活や地域とのかかわりを含めて構造的に捉えています。また、

食生態学が提案してきた「人間・食物・地域や環境のかかわり」の概念図は、国や都道府県の施策に活用さ
れてきました。また、食教育の教材やプログラムにも活用・展開されています。

　 そこで、研究自由集会では、食生態学の理論について、背景、内容、活用のポイントなどについて学び、「地
域の食活動」「食環境」「食行動」「食べる行動」「つくる行動」等について意見交換したいと思います。なお、
会場で機関誌「食生態学―実践と研究」第10号（食生態学の理論はどのように活用・展開されてきたか）を
資料として配布します。"

　　世 話 人：平本　福子（宮城学院女子大学）
　　連 絡 先：平本　福子（宮城学院女子大学）

TEL：022-277-6419　E-mail：hiramoto@mgu.ac.jp

ランチョン（企業共催教育）セミナー

■  ■  平成29年９月14日（木）　12：00 ～ 13：00  ■  ■

◆ランチョンセミナー①　B会場（３階　第１特別会議室）
　「乳酸菌の摂取と口腔内免疫の関連について」
　　講　　師：槻木　恵一（神奈川歯科大学大学院　口腔科学講座　教授）
　「高齢者施設における栄養改善による効果」
　　講　　師：三澤　京子（介護老人福祉施設寒川ホーム　施設長）
　　座　　長：酒井　徹（徳島大学　医歯薬学研究部　実践栄養学分野　教授）
　　共　　催：株式会社 明治

◆ランチョンセミナー②　D会場（１階　第１会議室）
　「ロコモ、サルコペニア、骨粗鬆症における栄養と牛乳・MBP」
　　講　　師：上西　一弘（女子栄養大学　栄養生理学研究室　教授）
　　座　　長：青江誠一郎（大妻女子大学　家政学部　教授）
　　共　　催：雪印メグミルク株式会社

◆ランチョンセミナー③　E会場（１階　第２会議室）
　「食物アレルギー診療ガイドライン2016を読み解く」
　　講　　師：今井　孝成（昭和大学　医学部　小児科学講座　講師）
　　座　　長：高松　伸枝（別府大学　食物栄養科学部　教授）
　　共　　催：公益財団法人ニッポンハム食の未来財団

◆ランチョンセミナー④　F会場（１階　第３会議室）
　「ＭＣＴの今後の展望を考える　－レシピ集の活用－」
　　講　　師：栢下　淳子（徳島赤十字病院　医療技術部　栄養課　課長）
　　座　　長：松村　晃子（徳島大学病院　栄養部　副部長）
　　共　　催：日清オイリオグループ株式会社



■  ■  平成29年９月15日（金）　12：10 ～ 13：10  ■  ■

◆ランチョンセミナー⑤　B会場（３階　第１特別会議室）
　「痛風・高尿酸血症を予防する栄養指導～食生活とプリン体、プリン体に作用する乳酸菌～」
　　講　　師：金子希代子（帝京大学　薬学部　教授）
　　座　　長：岡　純（東京家政大学　家政学部　教授／国立健康・栄養研究所　名誉所員）
　　共　　催：株式会社 明治

◆ランチョンセミナー⑥　C会場（３階　第２特別会議室）
　「食材の価値をもう一度見直そう～阿波尾鶏と徳島食材の魅力～」
　　講　　師：浜内　千波（料理研究家・ファミリークッキングスクール主宰）
　　座　　長：大久保喜美（徳島県農林水産部畜産振興課）
　　共　　催：徳島県阿波尾鶏ブランド確立対策協議会

◆ランチョンセミナー⑦　D会場（１階　第１会議室）
　「減塩食をおいしくする強い味方」
　　講　　師：西村　一弘（駒沢女子大学　人間健康学部　健康栄養科）
　　座　　長：小松　龍史（同志社女子大学　生活科学部　教授）
　　共　　催：不二製油株式会社




