
日付 時　間 会　場 カテゴリ テ　ー　マ 座長 演　者 　ご所属等
14：10-15：10 学術総会会長講演 産官学連携による食育・食環境整備の意義と課題 吉池信男 早渕仁美 福岡女子大学大学院　教授

中村丁次 河野美穂 厚生労働省健康局　栄養指導室室長
早渕仁美 佐々木敏 東京大学大学院医学系研究科　教授

武見ゆかり 女子栄養大学栄養学部　教授
生源寺眞一 名古屋大学大学院生命農学研究科 　教授

古野純典 芳賀めぐみ 厚生労働省老健局　栄養指導室室長補佐
木戸康博 佐々木敏 東京大学大学院系研究科　教授

大久保公美 国立保健医療科学院　主任研究官
佐々木雅也 滋賀医科大学付属病院　栄養治療部部長

寺本民生 寺本民生 帝京大学臨床研究センター　センター長
大部正代 稲垣暢也 京都大学医学部　教授

土橋卓也 製鉄記念八幡病院　院長
庄司哲雄 大阪市立大学大学院医学研究科　准教授

武見ゆかり 高橋浩之 千葉大学教育学部　教授
南　久則 神馬征峰 東京大学大学院医学系研究科　教授

中村正和 地域医療振興協会ヘルスプロモーション研究センター長
溝上哲也 Natalie Parletta South Australia University
新開章司 Jae-Min Kim Chonnam National University

南里明子 国立保健医療研究センター　栄養疫学室長
Kuan-Pin Su China Mdical University

健康食品素材の有効性評価及び健康影響評価に関する研究 加藤秀夫 石見佳子 医薬基盤・健康・栄養研究所　部長
リン過剰摂取による骨代謝変動に関する研究 勝間田真一 東京農業大学　助教

9：50-10：30 特別教育講演 改訂「倫理指針」への積極的対応は栄養改善学会にとってのチャンスか 鈴木　公 柳元和 倫理指針検討ワーキンググループ委員長
10：40-11：40 教育講演① スーパー食育スクール事業を活かした食育の推進 三成由美 濱田有希 文部科学省　食育調査官
11：50-13：20 実践栄養セミナー 栄養サポートに役立つ知識 中村　強 田中芳明 久留米大学医学部　教授

13：30-14：30 教育講演②
うま味物質、グルタミン酸のシグナリングによる

食事性蛋白質摂取の認知と脳腸関連による消化吸収の調節
巴美樹 鳥居邦夫 （株）鳥居食情報調節研究所　代表取締役

14：40-15：40 教育講演③ 肥満予防と食品機能 田中一成 河田照雄 京都大学大学院農学研究科　教授
15：50-16：50 教育講演④ 食品表示制度と活用 藤井康弘 梅垣敬三 国立健康・栄養研究所　情報センター長
17：00-18：00 教育講演⑤ 現代日本における高齢者栄養の課題 酒元誠治 葛谷雅文 名古屋大学大学院医科学研究科　教授
9：00-10：00 教育講演⑥ 管理栄養士養成課程におけるモデルコアカリキュラム2015について 酒井　徹 木戸康博 京都府立大学大学院生命環境科学研究科　教授

土橋卓也 村山伸子 新潟県立大学　教授　（健康日本21検討委員）
南里宏樹 安東克之 光靖会北村記念クリニック　院長

野村善博 味の素株式会社　部長
岩本幸英 大江隆史 NTT東日本関東病院　主任医長
上西一弘 浦野友彦 東京大学附属病院　講師

若林秀隆 横浜市立大学付属市民総合医療センター　助教
上西一弘 女子栄養大学　教授
石橋英明 愛友会伊奈病院　部長
李　連淑 ソウル大学大学　名誉教授

基調講演 土橋卓也 製鉄記念八幡病院　院長
荒瀬泰子 福岡市　副市長
川原正孝 （株）ふくや　代表取締役社長
柚木和代 （株）博多大丸　代表取締役社長
柴田祐司 イオン九州（株）　代表取締役社長

9：00-9：50 教育講演⑦ 健康づくりと運動 太田雅規 田中宏暁 福岡大学大学院スポーツ科学研究科　教授

10：00-10：50 教育講演⑧
おきなわ野菜とゆいまーるを活かした健康増進事業

～沖縄県での長寿復活の取り組み～
濱田　俊 大屋祐輔 琉球大学大学院医学研究院　教授

11：00-11：50 教育講演⑨ 変貌する日本人の生活習慣病の現状と課題：久山町研究 城田知子 清原　裕 九州大学大学院医学研究院　教授
13：10-14：00 教育講演⑩ 摂食嚥下管理と実践栄養～脳卒中後の嚥下障害と誤嚥性肺炎～ 片桐義範 高畠英昭 産業医科大学医学部　講師

基調講演 三浦 公嗣 厚生労働省老健局　老健局長
馬場園明 村嶋幸代 大分県立看護科学大学　理事長・学長
久野一恵 杉山みち子 神奈川県立保健福祉大学保健福祉学部　教授

宮原富士子 Healthy Aging Projects For Women　理事長

9：00-15：40
Ｊ会場

サンパレス2Ｆ
実践栄養

オープンラボ
実践栄養学研究を行動展示します 雨海照祥 佐々木敏 東京大学大学院系研究科　教授

25日
26日

9：00-17：00
9：00-12：00

Ａ会場前
ロビー

実践栄養
ロールモデル

女性の包括的健康支援
～ライフステージに合せた実践栄養ロールモデル～

宮原富士子 Healthy Aging Projects For Women　理事長

九州独特の国際的介入研究管理栄養士･栄養士養成課程関連 官・公（施策）関係者

共催・合同
シンポジウム

合同シンポジウム

＜合同：公益社団法人日本整形外科学会・一般社団法人日本骨粗鬆学会＞
ロコモティブシンドロームと骨粗鬆症の現状、そして栄養の課題

＜合同：特定非営利活動法人日本高血圧学会＞
減塩対策における連携と展開

14：10-16：00 シンポジウム③
在宅医療における連携と展開

＜医師・保健師・薬剤師・管理栄養士＞

12：00-14：00

10：10-11：40

14：30-16：30 市民公開講座
早渕仁美

Ｂ会場
国際会議場5Ｆ

５０１

Ａ会場
国際会議場3Ｆ
メインホール

Ｂ会場
国際会議場5Ｆ

５０１

シンポジウム①9：00-11：30

14：00-15：50

15：20-17：30

9月
26日
（土）

＜産官学連携の成果と課題＞
和食文化継承と減塩　美味しく・楽しく・健康的に！

～減塩サミット2015 in 福岡 を開催して～

11：50-13：50

16：00-18：00

Ａ会場
国際会議場3Ｆ
メインホール

Ａ会場
国際会議場3Ｆ
メインホール

第62回日本栄養改善学会学術総会

＜施策と学術連携＞
食事摂取基準と実践栄養をどうつなぐか

～エネルギーから考える～

実践栄養と科学
～関連する諸科学から実践栄養を考える～

＜合同：国立研究開発法人 国立国際医療研究センター＞

Diet and mental health: epidemiologic evidence and intervention

＜脂質異常症・糖尿病・高血圧・腎臓病学会＞
生活習慣病予防・管理のためのガイドライン

～実践とどう結びつけるか～

合同国際
シンポジウム

共催シンポジウム

シンポジウム②

9月
24日
（木）

9月
25日
（金）

＜産官学連携＞
健康な食事の連携と展開

～健康な食事を普及させるための実践栄養と諸科学の連携～
特別リレー講演

学会賞奨励賞
受賞講演

9：00-9：50


