第 28 回日本健康科学学会学術大会プログラム
▼

会場 A 会場 B 会場
第 1 日目 9 月 1 日(土)
A 会場
● 開会式 (9：30～9：40)
理事長挨拶

信川 益明（日本健康科学学会理事長）

学術大会長挨拶

鈴木 勉（日本健康科学学会第 28 回学術大会長）

● 基調講演

（9:40〜10:40）

「伝えること」
司会：森 友久（日本健康科学学会第 28 回学術大会事務局長）
橋本 薫(株式会社エムエフディ 代表取締役）

● 特別講演

（10:45〜11:45）

「食と健康－機能性食品素材の研究開発―」
司会：杉山 清（星薬科大学薬動学教室教授）
田中隆治（星薬科大学学長）

● 日本健康科学学会常任理事会（11:50～12:10）会場：A03 室
● 日本健康科学学会理事評議員会（12:10～12:50）会場：A03 室
● 日本健康科学学会総会（13:00〜13:30）

● シンポジウム１（13:40〜15:40）
「厚生労働科学研究成果を踏まえたサプリメントアドバイザリースタッフ養成団体の現状と
課題および期待される役割」
司会：信川益明（日本健康科学学会理事長）
S1-01 アドバイザリースタッフの実態調査とそのレベルアップに対する取り組み
梅垣敬三（独立行政法人国立健康・栄養研究所情報センター長）
S1-02 食品保健指導士養成教育の現状と課題
加藤 博（公益財団法人日本健康・栄養食品協会常務理事）
S1-03 健康食品管理士養成教育の現状と課題
長村洋一（一般社団法人日本食品安全協会理事長）
S1-04 日本臨床栄養協会『ＮＲ・サプリメントアドバイザー』養成教育の現状と課題
橋詰直孝（一般社団法人日本臨床栄養協会理事長）
S1-05 保健機能食品等の製造・販売会社におけるアドバイザリースタッフの現状調査
臼杵孝一（一般社団法人日本栄養評議会理事長）

コメンテーター
関口洋一 （健康と食品懇話会会長）
松山理恵子（日本食品保健指導士会会長）

● シンポジウム 3 （15:45〜17:35）
「健やかに生きるための食と薬の調和～Food Action Nippon、日本食文化、現代病～」
司会 金子明寛（日本健康科学学会常任理事）

S3-01 日本食文化のユネスコ無形文化遺産登録実現に向けた取組
大澤 誠（農林水産省大臣官房政策課長）
S3-02 食育と和食の食文化
服部幸應（学校法人服部学園理事長・校長）
S3-03 100 歳までボケないための食事
白澤卓二（順天堂大学大学院医学研究科加齢制御医学講座教授）
S3-04 健康と食事・医薬の調和～認定健康科学研修と Food Action Nippon：
食生活と医療、薬膳と漢方～
信川益明（日本健康科学学会理事長、医療法人社団千禮会医療健康科学研究所長）

● 懇親会（18:00〜20:00）
ご挨拶：（予定）
鈴木 勉（日本健康科学学会第２８回学術大会長）
信川益明（日本健康科学学会理事長）
田中隆治（星薬科大学学長）
服部幸應（学校法人服部学園理事長・校長）
大澤 誠（農林水産省大臣官房政策課長）
梅垣敬三（独立行政法人国立健康・栄養研究所情報センター長）
加藤 博（公益財団法人日本健康・栄養食品協会常務理事）
大濱宏文（一般社団法人日本健康食品規格協会理事長）
松山理恵子（日本食品保健指導士会会長）
長村洋一（一般社団法人日本食品安全協会理事長）
臼杵孝一（一般社団法人日本栄養評議会理事長）
関口洋一（健康と食品懇話会会長）
牧野順一（UBM メディア株式会社代表取締役社長）

B 会場
●シンポジウム２（13:40〜15:40）
「プロビタミン C の知られざる働き」
司会 伊東忍(株式会社アイ・ティー・オー)

S2-01 ビタミン C とビタミン E のハイブリッド型誘導体 EPC,CME
林房子（株式会社エア－ジュ、取締役）
S2-02 新規高浸透性アスコルビン酸誘導体テトラヘキシルデカン酸アスコルビル(VC-IP)
のトータルアンチエイジング素材としての展開
横田真理子（株式会社コスモステクニカルセンター製品開発部）
S2-03 新規な安定型ビタミンＣ誘導体、保湿性ビタミンＣ「アスコルビン酸グリセリルシリーズ」
の有用性
笠原淳仁（株式会社成和化成研究部）
S2-04 アスコルビン酸リン酸ナトリウム(Na L-Ascorbyl-2-Phosphate)の香粧品への有用性
淵端三枝(DSM ニュートリションジャパン株式会社パーソナルケア部テクニカルマネージャー)
S2-05 プロビタミン C アンチエイジング医療分野への応用
永田 武(株式会社アイ・ティー・オー、主任研究員)

● 一般演題１（15:45〜16:30）「医療」

座長：吉野 秀朗 (日本健康科学学会理事 杏林大学医学部循環器内科 教授)

1-1 カルシウムによる皮膚アクアポリン３発現増加メカニズムの解明
五十嵐 信智（星薬科大学 薬動学教室）
1-2 メントール含有食品はワルファリンの抗凝血作用を減弱する
星野心広（星薬科大学 薬動学教室）
1-3 Morphine退薬症候発現におけるフリーラジカルの関与
伊東忍（株式会社アイ・ティー・オー）
1-4 甘藷若葉末（すいおう）と桑葉の血糖値上昇抑制作用の比較
鍔田仁人（株式会社東洋新薬）
1-5 姿勢および肥満と中高年者の咳嗽能力との関係
山科吉弘（藍野大学 医療保健学部 理学療法学科）

第 2 日目 9 月 2 日(日)
A 会場
● 教育講演（9:20〜10:20）
「薬学から考えるサプリメント」
司会：鈴木 勉（日本健康科学学会第 28 回学術大会長）
中澤 裕之(星薬科大学薬品分析化学教室教授)
● シンポジウム４（10:25〜12:00）
「平成２３年度厚生労働科学研究成果報告 世界標準のサプリメント製造環境とアドバイザリースタッフの
教育・役割～健康食品 GMP 認定の現状、GMP マーク、国際的視点から見た GMP～」
司会： 信川益明（医療法人社団千禮会理事長）
S4-01 健康食品の特徴と品質管理の重要性
池田秀子（一般社団法人日本健康食品規格協会副理事長）
S4-02 健康食品ＧＭＰマークの意義、審査概要と実績、今後の課題
長谷川裕美子（公益財団法人日本健康・栄養食品協会 GMP 担当課長）
S4-03 国際的視点から見た GMP～輸入製品に対する品質保証と国際的動向～
大濱宏文（一般社団法人日本健康食品規格協会理事長）
S4-04 健康食品 GMP 教育ツールの開発・紹介およびリーフレット作成・意義と活用
今田 修（公益財団法人日本健康・栄養食品協会健康食品部長）
コメンテーター
浜野弘昭（日本健康科学学会理事）
早川洋子（日本食品保健指導士会幹事）
牧野順一（UBM メディア株式会社代表取締役社長）

● 閉会式（12:00〜12:10）
実行委員長挨拶

B 会場
● 一般演題２（9:30〜10:15）「食事・健康」

座長：野地 有子 (日本健康科学学会理事 千葉大学大学院 教授)

2-1 空間放射線量測定による除染の評価と安全対策
延澤忠真（中央医療技術専門学校）
2-2 仮設住宅入居者等に対する料理教室参加の意義
山本玲子（食育ネットワーク研究会（なんの会））
2-3 大学生の朝食欠食改善方法の検討
若松里美（マザーズ・サンプラザ保育園）
2-4 食事管理を中心としたオンライン生活習慣改善支援
谷昇子（（独）国立循環器病研究センター 研究所）
2-5 栄養系専門学校学生身体計測全国平均値との比較及び体力向上の可能性
渡部渉（華学園栄養専門学校）

● シンポジウム５（10:25〜12:00）

※日本スポーツ体育健康科学学術連合協賛（聴講無料）

「漢方による健康維持」
司会：落合 和（星薬科大学薬物動態学教室講師）

S5-01 シスプラチンの毒性緩和における漢方薬の役割
杉山 清 （星薬科大学薬動学教室教授）
S5-02 腸内細菌と漢方
石毛 敦 (横浜薬科大学教授)
S5-03 メタボリックシンドロームに対する漢方薬の効果
油田 正樹 (武蔵野大学薬学部教授)
S5-04 隈笹等天然素材のウイルス感染症に対する有用性の評価と応用 -生体の自然免疫力に着目した研究戦略林 利光 (富山大学名誉教授)

■ 各種資格更新単位認定について
＊一般社団法人 日本臨床栄養協会「NR・サプリメントアドバイザー」資格更新のための単位認定＝5 単位
＊独立行政法人国立健康・栄養研究所「栄養情報担当者（NR）」資格更新のための単位認定
＝学術大会への参加で１単位、講演及びシンポジウムを２講以上受講した方には２単位（上限）の認定
＊ 日本食品保健指導士会「食品保健指導士」資格更新のための単位認定＝学術大会への参加で 1 単位
＊ 一般社団法人日本食品安全協会「健康食品管理士」資格更新のための単位認定：シンポジウム１への参加＝
5 単位

学術大会参加者へのご案内
（１）受付
参加の受付開始は、１日目、２日目ともに８時３０分から行います。
（２）当日参加費
①学会会員

7,000 円

②学術大会時会員

7,000 円

③非会員(一般)

8,000 円

④学生

4,000 円

⑤１日目または２日目のみの参加者

4,000 円

※②～⑤のいずれも学術大会抄録集は付きません。
（３）参加証
１） 受付で、参加費と引き替えに渡された参加証に，所属，氏名を記入して下さい。
２）会場内では、参加証を必ず身につけて下さい。
（４）学術大会抄録集
１）学術大会抄録集は，日本健康科学学会誌「Health

Sciences」第 28 巻 3 号とし

て会員に郵送されています。当日は抄録集を持参して下さい。(再配布は致しま
せん。）
２）会員でない参加者および別途希望される方は，受付時にお買い求め(１部＝3,000
円) 下さい。
（５）懇親会参加申込
・交流を深めるために懇親会を開催します。できるだけ多くの方のご参加をお待ち
しております。
当日参加も受け付けておりますので，学会参加受付時にお申し込み下さい。
尚，参加者の参加証には，シールを貼付します。
①懇親会参加費
②日

時

③懇 親 会 会 場

6,000 円
9 月 1 日(土)18：00～
ステラ（星薬科大学構内

新星館 1F）

（６）日本健康科学学会入会申込
初めて日本健康科学学会に参加される方で入会希望の方は，入会申込受付がありま
す。入会申込受付で手続きをお願い致します。

学術大会会場アクセス

【 所在地 】
〒142-8501 東京都品川区荏原 2-4-41
【

付近案内図 】

★「武蔵小山駅」から本学へお越しになる方へ
西門・北門は、安全管理上、常時施錠しておりますので、正門から入構をお願いします。

【

路線図 】

●ＪＲ「五反田」駅〜[東急池上線]（3 分）〜「戸越銀座」駅─徒歩８分
●ＪＲ「目 黒」駅〜[東急目黒線]（3 分）〜「武蔵小山」駅─徒歩 12 分（北門まで）
─徒歩 15 分（正門まで）
●[都営地下鉄浅草線]「戸越」駅─徒歩 10 分

懇親会会場
場所：ステラ（星薬科大学構内 新星館 1F）

TEL：03-5498-5403

