
プログラム 

 大会長講演   

2月 27日（土） 14：15～15：00 （第 1会場、1階） 

「目指せ！百歳、健康長寿」   

      座 長：井形 昭弘 （名古屋学芸大学） 

演 者：下方 浩史 （名古屋学芸大学健康・栄養研究所） 

 

 シンポジウム①   

2月 27日（土） 9：30～12：00 （第 1会場、1階） 

「機能性食品と食品メーカーによる健康支援」 

      座 長：岸本 満   （名古屋学芸大学管理栄養学部） 

演 者：「食酢の健康機能～酢酸の働き～」 

高橋 幹雄 （株式会社Mizkan） 

「畜肉由来成分で目指す健康長寿」 

佐藤  三佳子（日本ハム株式会社 中央研究所） 

「栄養サポートの面から健康維持増進を目指した商品開発」 

龍見 宗樹 （サラヤ株式会社 バイオケミカル研究所） 

「レモンは健康とおいしさの名脇役」 

跡部 昌彦 （ポッカサッポロフード＆ビバレッジ株式会社） 

 

 シンポジウム②   

2月 28日（日） 9：30～12：00 （第 1会場、1階） 

「“健康格差”を縮小するために必要なコラボレーションは何か？」 

座 長：塚原 丘美 （名古屋学芸大学管理栄養学部） 

演 者：「思春期の健康格差を縮小する学校健康教育の役割」 

近森 けいこ（名古屋学芸大学ヒューマンケア学部） 

「高齢期の健康格差：JAGESプロジェクトの主要な知見より」 

斉藤 雅茂 （日本福祉大学社会福祉学部） 

「社会的健康格差におけるジェンダーの視点」 

本庄 かおり（大阪大学グローバルコラボレーションセンター）                     

「健康格差に関する国内外の現状と今後の課題」 

谷原 真一 （福岡大学医学部衛生公衆衛生学） 

 

 ワークショップ①   

2月 27日（土） 9：30～11：00 （第 2会場、2階） 

「運動による保健指導の実際」     

座 長：大藏 倫博 （筑波大学体育系） 

演 者：「メタボリックシンドローム対策～忙しい労働者へのアプローチ～」 

松尾 知明 （独立行政法人労働安全衛生総合研究所） 

               「健康増進と運動の習慣化を目指した支援方法の紹介」 

辻本 健彦 （筑波大学体育系） 

「減量支援の実践と体重維持に向けた運動の重要性」 

中田 由夫 （筑波大学医学医療系） 

 



 ワークショップ②   

2月 27日（土） 15：30～17：00（第 1会場、1階） 

「サルコペニアの予防」 

座 長：石井 好二郎（同志社大学スポーツ健康科学部） 

演 者：「サルコペニアの疫学」 

安藤 富士子（愛知淑徳大学健康医療科学部） 

「サルコペニア予防における栄養の役割」 

葛谷 雅文 （名古屋大学大学院医学系研究科） 

「運動によるサルコペニアの予防」 

金  憲経  （東京都健康長寿医療センター研究所） 

 

 教育講演①   

2月 27日（土） 11：00～11：30（第 2会場、2階） 

「食物依存性運動誘発アナフィラキシー」 

座 長：馬場 みちえ（福岡大学医学部看護学科） 

演 者：和泉 秀彦 （名古屋学芸大学管理栄養学部） 

 

 教育講演②   

2月 27日（土） 11：30～12：00（第 2会場、2階） 

「『死』に備える生き方」 

座 長：村田   伸 （京都橘大学健康科学部） 

演 者：丹下 智香子（国立長寿医療研究センター） 

 

 教育講演③   

2月 27日（土） 12：00～12：30 教育講演 （第 1会場、1階） 

「正しい食の実践－「3・1・2弁当箱法」による「健康な食事」の実現－」 

座 長：塚原 丘美 （名古屋学芸大学管理栄養学部） 

演 者：安達 内美子（名古屋学芸大学管理栄養学部） 

 

 教育講演④   

2月 27日（土） 15：00～15：30 （第 1会場、1階） 

「愛知（名古屋）の食文化と健康～息づく伝統的発酵食品～」 

座 長：岸本   満 （名古屋学芸大学管理栄養学部） 

演 者：鬼頭 幸男 （名古屋文理大学健康生活学部） 

 

 教育講演⑤  

2月 28日（日） 12：00～12：30 （第 1会場、1階） 

「スポーツドリンクの科学」 

座 長：甲田 道子 （中部大学応用生物学部） 

演 者：桜井 政夫 （大塚製薬株式会社 佐賀栄養製品研究所） 

 

 教育講演⑥   

2月 28日（日） 14：00～14：30 （第 1会場、1階） 

「認知機能のエイジング」 

座 長：津田   彰 （久留米大学心理学研究科） 

演 者：西田 裕紀子（国立長寿医療研究センター） 



 教育講演⑦   

2月 28日（日） 14：30～15：00 （第 1会場、1階） 

「食品のリスクをどう捉えるか」 

座 長：下田 妙子 （天使大学看護栄養学部） 

演 者：須崎   尚 （名古屋学芸大学管理栄養学部） 

 

 教育講演⑧   

2月 28日（日） 15：00～15：30 （第 1会場、1階） 

「加齢性難聴とその予防」 

        座 長：小池 城司 （福岡市医師会成人病センター） 

演 者：内田 育恵 （愛知医科大学耳鼻咽喉科） 

 

 教育講演⑨   

2月 28日（日） 12：00～12：30 （第 2会場、2階） 

「スロージョギングのすすめ」 

     座 長：中田 由夫 （筑波大学医学医療系） 

演 者：田中 宏暁 （福岡大学スポーツ科学部） 

 

 若手の会企画シンポジウム   

2月 28日（日） 15：30～17：30 （第 1会場、1階） 

「長寿の実現を目指す健康支援の現場で活きる研究・現場で生まれた研究」 

座 長：辻  大士 （千葉大学予防医学センター） 

楢崎 兼司 （福岡工業大学社会環境学部） 

演 者：〇社会疫学の立場から   斎藤  民 （国立長寿医療研究センター） 

中村 廣隆 （愛知県半田市役所）    

          〇運動の立場から   野藤  悠 （地域医療振興協会） 

吉田 由佳 （兵庫県養父市役所） 

   〇栄養の立場から   横山 友里 （東京農業大学大学院・日本学術振興会） 

石﨑 文江 （大垣市民病院） 

 

 ランチョンセミナー   

１．NPO法人食生態学実践フォーラム 名古屋コア 

2月 27日（土） 12：45～13：30 （第 1会場、1階） 

「正しい食の実践－「3・1・2弁当箱法」による「健康な食事」の実現－」 

演 者：安達 内美子（名古屋学芸大学管理栄養学部） 

 

２．大塚食品株式会社 

2月 28日（日） 12：45～13：30 （第 1会場、1階） 

「糖質制限を考える：ダイエットのための栄養補助食品〈マンナンヒカリ〉」 

演 者：塚原 丘美 （名古屋学芸大学管理栄養学部） 

 

 総  会  2月 27日（土） 13：45～14：15 （第 1会場、1階） 

 

 懇親会   2月 27日（土） 18：15～20：00  

会  場：名古屋外国語大学 7号館、1階 「カフェテリア」 

会 費：事前受付 一般 3,500円、学生 2,000円 

当日受付 一般 4,000円、学生 2,500円 


