第 38 回日本臨床栄養学会総会・第 37 回日本臨床栄養協会総会
第 38 回日本臨床栄養学会総会 会長 福尾
第 37 回日本臨床栄養協会総会 会長 新宅

惠介
治夫

テーマ「次世代に伝える栄養学

第 14 回大連合大会

（武庫川女子大学教授 栄養科学研究所長）
（大阪市立大学大学院医学研究科発達小児医学分野 教授）

～人に寄り添う臨床栄養学を目指して～」
後援

公益社団法人大阪府栄養士会

開催日：平成 28 年 10 月 7 日（金）
・8 日（土）
・9 日（日）
会 場：大阪国際会議場(〒530-0005 大阪市北区中之島 5 丁目 3-51)
参加費：12,000 円（会員）／15,000 円（非会員）3 日間共通（学生：3,000 円要学生証）

■ ■

プ ロ グ ラ ム ■ ■

（開会式

7 日/8：55～ 講演・発表開始時間

7 日 9:00～、8,9 日 8:50～）

平成 28 年 10 月 7 日（金）

平成 28 年 10 月 8 日（土）

平成 28 年 10 月 9 日（日）

特別講演①
「介護ロボットの近未来〜人工知能、IoT による生活支援」
演者：大野 ゆう子
学会理事長講演
「今こそ、人間栄養学実践の基礎づくりを」
演者：白井 厚治
協会会長講演
「次世代に伝える栄養学」〜人に寄り添う臨床栄養学を目指して〜
演者：新宅 治夫
教育講演①
「発酵食品の最近の知見」
〜発酵研究の未来及び“酵素”業界の現状・課題〜
演者：松井 徳光
教育講演②
「終末期がん患者に対するケアとしての食事」
演者：池永 昌之
教育講演③
「食品の持つ抗ウイルス効果について」
演者：伊勢川裕二
教育講演④
「落語に隠された、コミュニケーションのヒント」
〜気持ちを伝える会話術〜
演者：桂
花團治
教育講演⑤
「栄養療法におけるリスクマネジメント」演者：田中 芳明
シンポジウム①
「人に寄り添う在宅訪問管理栄養士」〜新制度始まる〜
座長：前田 佳予子
演者：田中 弥生、中村 育子
パネルディスカッション①
「小児医療に関わる管理栄養士」
座長：位田 忍 ・藤原 政嘉
演者：児玉 浩子・高増 哲也・長尾 晶子・鈴木 恭子
西本 裕紀子
ワークショップ①
「CKD 患者の栄養管理を考える」
〜生命予後の向上を目指して〜
座長：椿原 美治
演者：市川 和子・武政 睦子・奥野 仙二
ワークショップ②
「2020 年に向けたスポーツ栄養（仮）」
座長：鹿住 敏・坂元 美子
演者：石原 健吾・成田 厚子・大埜 礼華、捧
園子
ワークショップ③
「栄養学を広く考えよう：時間、運動そして睡眠と生活習慣病
との関係」
座長：佐古田三郎
演者：明石 真・猪山 昭徳・柴田 重信・佐古田三郎
特別企画教育講演①
「平成 28 年度診療報酬改定と管理栄養士の将来像（仮題）」
座長：小松 龍史
講師：塩澤 信良
特別企画教育講演②
「在宅栄養管理」
座長：岩川 裕美
講師：井上 善文

特別講演②
「食・生活習慣と認知症の発症予防：久山町研究」
演者：清原 裕
協会理事長講演
「高齢社会に向けて臨床栄養学を見直す」演者：小沼 富男
学会会長講演
「次世代に伝える栄養学」〜人に寄り添う臨床栄養学を目指して〜
演者：福尾 惠介
教育講演⑥
「ｻﾙｺﾍﾟﾆｱとﾌﾚｲﾙ研究の現状と課題」
演者：杉本 研
教育講演⑦
「栄養ケアプロセスにおける栄養診断」 演者：桑波田雅士
教育講演⑧
「循環器疾患と栄養」
演者：茂木 正樹
教育講演⑨
「異文化を通してみた「美」「食」への「おもてなし」の心」
演者：西村 のんき
教育講演⑩
「機能性農産物の開発と機能性表示制度の活用」
演者：山本 万里
シンポジウム②
「病棟での臨床栄養学実践活動の未来」
－病棟管理栄養士の常駐にむけて－
第１部 現在の病棟栄養療法の問題点
座長：菅野 義彦・足立 香代子
演者：白井 厚治・竹本 稔 ・小倉 香名
菅野 義彦・田中 芳明・折茂 英生
第２部 病棟での臨床栄養療法の実践体制構築に向けて
座長：中村 丁次・鷲澤 尚宏
演者：中村 丁次・石田 義則・室井 弘子
齋木 厚人・金居 理恵子・須永 将広
菅野 義彦・利光 久美子
シンポジウム③
「胎生期から一生を通じた栄養と健康、肥満、やせ」
座長：福岡 秀興
演者：久保田君枝・内木 康博・
鈴木（堀田）真理・合田 敏尚
シンポジウム④
「生き残りを懸けた管理栄養士のﾌﾛﾝﾃｨｱ精神 第 5 弾
栄養指導による栄養治療の効果に関するエビデンスを作るた
めの臨床研究」
－臨床研究を通して見える管理栄養士の将来の姿－
座長：櫻井 洋一・樫山 純
演者：早川 麻理子・望月 宏美・前田 和久・大和田 潔
シンポジウム⑤
「肝疾患と栄養」－新しい視点から－
座長：西口 修平・日野 啓輔
演者：瀬古 裕也・鍛冶 孝祐・仁科 惣治・川口 功
西川 浩樹・中村 篤志・羽生 大記・原 なぎさ
パネルディスカッション②
「小児の先天性代謝異常」
－治療用特殊ミルクの安定供給について－
座長：新宅 治夫・位田 忍
演者：藤本 浩毅・加嶋 倫子・金子 哲夫・古田 智子
ワークショップ④
「高齢者における健康長寿のための食事・栄養を考える」－
SONIC（健康長寿）研究からの知見－
座長：神出 計 ・池邉 一典
演者：樺山 舞 ・猪俣 千里・権藤 恭之
井上 貴子・関口 敏彰・坂野 麻里子
ワークショップ⑤
「高齢糖尿病患者の栄養管理」
座長：倭
英司・池上 博司
演者：楽木 宏実・池上 博司・里 直行・福田 也寸子

シンポジウム⑥
「腸内細菌と臨床栄養」
座長：原
英二
演者：梅崎 昌裕・原
英二・野本 康二
ワークショップ⑥
「事例をもとにした在宅がん患者の栄養管理（厚生労働省がん
対策推進総合研究事業）」
座長：福尾 惠介
演者：福尾 惠介・大上 恵理・榎本 平之
鞍田 三貴
ケースカンファレンス
「栄養管理のジレンマ」
〜食べてもらえないとき、あなたはどうする？〜
座長：鞍田 三貴
演者：吉田 貞夫
サプリメントフォーラム
「サプリメントに対する薬剤師・栄養士・医師の取組みとその
連携、次世代の医療：基礎と臨床 Up to Date」
座長：久保 明 ・篠塚 和正
演者：久保 明 ・安達 真紀子・渡邉 幸子
長井 直子・山田 静雄 ・篠塚 和正

一般演題

がん・栄養補給、高齢者、栄養指導、専門教育、
サプリメント・食品の機能、在宅栄養、肝疾患、
基礎研究、小児と栄養、妊産婦・小児

ランチョンセミナー①
「食行動とストレスマネージメント」
座長：佐古田三郎
演者：中尾 睦宏
共催：ｻﾝﾄﾘｰｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ株式会社

認定単位等取得について
ＮＲ・ｻﾌﾟﾘﾒﾝﾄｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ 【認定試験受験のための 10 単位】
〃
【資格更新のための 10 単位又は 20 単位】
★単位登録受付時間：10 月 7 日、8 日（8:30〜10:00、13:00〜14:30）、
10 月 9 日（8:30〜10:00）
★受付場所 日本臨床栄養協会デスク（大連合大会参加証及び 2016 年
度会員証をご提示下さい。）
★取得単位 10 月 7 日、8 日、９日のいずれか 1 日以上の参加で 10 単
位、10 月 7 日又は 8 日のいずれか 1 日以上の参加と 9 日のサプリメン
トフォーラム聴講で 20 単位

日本臨床栄養学会認定臨床栄養指導医【8 単位】

★日本臨床栄養学会の新入会・年会費受付デスクにて単位登録票を配布し
ております。

日本糖尿病療養指導士認定機構
【管理栄養士･栄養士第 1 群 2 単位】
日本静脈経腸栄養学会栄養サポートチーム専門療法士
（NST 専門療法士）【認定試験 5 単位、更新 5 単位】
日本健康・栄養食品協会 食品保健指導士
【出席 1 単位、発表・講演 2 単位】(申請中)
日本食品安全協会 健康食品管理士 【 5 単位 】（昨年実績）
公益法人大阪府栄養士会 認定管理栄養士・認定栄養士
認定申請に必要となる学会参加【 １回 】 として申請が可能
です。（要参加証）
公益法人大阪府栄養士会 生涯教育制度
他団体研修会の認定単位として【 2 単位 】の振替認定が可
能です。
（要参加証） 詳細はホームページをご参照ください。

事務局

若手奨励賞選考講演
一般演題 生活習慣病、栄養士業務、栄養評価
ランチョンセミナー②
１．「わさびが持つ健康効果」
座長：鍋島 陽一
演者：板倉 弘重
２．「わさび根茎抽出物サプリメントの薬理作用と健康面への
期待」
座長：板倉 弘重
演者：平松 隆司
共催：神戸ウェルネスサイエンス株式会社
ランチョンセミナー③
「高齢非経口摂取糖尿病患者の栄養サポート」
座長：宮澤 靖
演者：田中 芳明
共催：ネスレ日本株式会社 ﾈｽﾚﾍﾙｽｻｲｴﾝｽｶﾝﾊﾟﾆｰ
ランチョンセミナー④
「褥瘡栄養学のエビデンスと栄養ケア戦略」
座長：佐々木 雅也
演者：真壁 昇
共催：テルモ株式会社
◎ランチョンセミナーは、整理券を毎日参加受付ロビー横で配
布いたします。（8:30〜講演開始 20 分前まで）

合同懇親会 レストラン「グラントック」

若手奨励賞選考講演
一般演題 透析、糖尿病、認知症・摂食障害、NST
生活習慣病
ランチョンセミナー⑤
「当院の食事療法の取り組みについて」
座長：難波 光義
演者：池田 弘毅
共催：日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ(株) / 日本ｲｰﾗｲﾘﾘｰ(株)
第 38 回日本臨床栄養学会総会･第 37 回日本臨床栄養協会総会
第 14 回大連合大会

関連セミナー

①サテライト共催セミナー
「減塩フォーラム IN 静岡」 （市民対象：申込み不要！）
催日時：平成 28 年 9 月 25 日(日) 12:30〜15:30
開催会場：静岡音楽館ＡＯｉ7 階「講堂」
プログラム
<Ⅰ部> ﾋﾟｱﾉ演奏、測定ｺｰﾅｰ(内臓脂肪,血圧,味覚)
<Ⅱ部> 司会：影山 茂貴（静岡市立静岡病院 循環器内科）
講演 1「減塩と高齢者の健康」
講師：福尾 惠介 (武庫川女子大学 生活環境学部食物栄養科教授)
講演 2「減塩の離乳食は一生のたから」
講師：脇
昌子(静岡市立静岡病院 副病院長)
講演 3「減塩を進め、健康寿命の延伸をめざす静岡県の取り組み」
講師：土屋 厚子(静岡県健康福祉部健康増進課長)
<Ⅲ部> 減塩食の紹介・展示・試食
協力：ﾎﾃﾙ ｸｴｽﾄ清水/ﾚｽﾄﾗﾝ ｺﾑﾃﾞﾎﾟﾜｿﾝ/沙沙亭/ﾎﾃﾙ ﾌﾞｹﾄｰｶｲ
<Ⅳ部> Ｑ＆Ａ 司会：脇 昌子(静岡市立静岡病院 副病院長)
ｺﾒﾝﾃｰﾀｰ 佐々木 玲聡
佐々木ハートクリニック 院長
影山 茂貴
静岡市立静岡病院 循環器内科
久保田 美保子 静岡市立静岡病院 管理栄養士
共催：第 38 回日本臨床栄養学会総会・第 37 回日本臨床栄養協会総会
第 14 回大連合大会
静岡県栄養士会、大日本住友製薬株式会社
後援：岡市静岡医師会、静岡新聞社・静岡放送、
ｵﾑﾛﾝｺｰﾘﾝ株式会社、ｵﾑﾛﾝﾍﾙｽｹｱ株式会社
お問い合わせ：減塩フォーラム IN 静岡 事務局
(大日本住友製薬株式会社 静岡営業所内 TEL 054-253-1539)
※受付時間 10：00〜16：00（土、日曜、祝日を除く)
➁臨床栄養スタートアップ講座
開催日時：1 日目：平成 28 年 10 月 9 日（日）
2 日目：平成 28 年 10 月 22 日（土）
開催会場：1 日目：大阪国際会議場（グランキューブ大阪）
2 日目：武庫川女子大学 栄養科学館 1 階
対
象：研修医、医師、管理栄養士、薬剤師、看護師
プログラム
＜1 日目＞13：30〜17：00
講演１：がん患者における栄養管理の重要性（仮）
講師：比企 直樹（がん研有明病院 消化器センター胃担当部
長）
講演２：がん患者の口腔ケアの重要性（仮）
講師：富塚 健 （がん研有明病院 歯科部長）
講演３：がん患者と家族における心理面の課題（仮）
講師：中里 和弘（東京都健康長寿医療センター研究所研究員）
症例グループワークオリエンテーション
＜２日目＞9：30〜17：00
講演４：在宅高齢者の栄養学的特徴（仮）
講師：福尾 惠介（武庫川女子大学栄養科学研究所 所長）
講演５：放射線治療中がん患者の栄養障害（仮）
講師：日浅 友裕（木沢記念病院 放射線治療室看護師）
講演６：在宅がん患者の栄養管理の実際（仮）
講師：行田 泰明（わたクリニック 院長）
講演７：がんの疫学（仮）
講師：祖父江 友孝
（大阪大学大学院医学系研究科社会医学講座環境医学教授）
参加申し込み 参加費無料 平成 28 年 9 月 29 日(月)〆切
（定員になり次第〆切ります。
）
・電子メールにて、氏名、所属、職種を記入し、件名を「臨床栄養ｽﾀｰ
ﾄｱｯﾌﾟ講座申込」として、下記の問い合わせ先まで送信ください。
・登録受付完了のメールと同時に開催場所の地図を添付します。
・テキストは当日配布いたします。
・2 日間の受講が原則ですが、1 日のみ参加の場合は事前に連絡くだ
さい。
単位認定 2 日間参加者には、日本臨床栄養学会の教育的企画として
2 単位認定
お問い合わせ先 武庫川女子大学栄養科学研究所
E-mail：m_yano@mukogawa-u.ac.jp TEL：0798-45-9922

（大阪国際会議場 12 階）
18：30〜
参加費 ５,０００円
㈱アカデミック・ブレインズ内 第 38 回日本臨床栄養学会総会・第 37 回日本臨床栄養協会総会第 14 回大連合大会運営事務局
TEL：06-6949-8137 FAX：06-6949-8138 E-mail:2016rinsyo-eiyo@academicbrains.jp

詳細は、ホームページをご参照ください（URL:http://jcn2016.umin.jp/）

