
 
 

 

日本健康科学学会第 31 回学術大会プログラム 

▼ 

会場  

ホテルグランドヒル市ヶ谷 

 

第 1日目 8月 20 日(木) 

 

● 日本健康科学学会 常任理事会 （11:30～12:00） 

 

● 日本健康科学学会 理事･評議員会 （12:00～13:00） 

 

● 日本健康科学学会 総会 （13:00～13:30） 

 

● 開会式 及び大会長講演 (13:30～14:00) 

  「健康食品の未来」 下田 智久  (公財)日本健康･栄養食品協会 理事長 

 

● 基調講演（14:00～14:50） 

  「機能性表示食品制度の現状」消費者庁次長 川口 康裕（予定） 

座長：金子 明寛 東海大学医学部 教授 

 

● 一般講演（14:50～15:35） 

  「機能性評価レビューの方法と問題点」 森戸 暁久 (公財)日本健康･栄養食品協会 機能性食品部 

 

● パネルディスカッション（15:45～17:05） 

「機能性表示制度の課題」 

コーディネーター：森下 竜一  大阪大学 大学院 医学研究科 教授 

パネラー：岡崎 隆之 厚生労働省 医薬食品局 新開発食品保健対策室 健康食品安全対策専門官（予定） 

     島田 和彦 農林水産省 農林水産技術会議事務局 研究推進課長 

     青山 充    (公財)日本健康･栄養食品協会 事務局長 
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第 2日目 8月 21 日(金) 

 

◆ 健康食品関連セッション（9:30～12:00） 

「JHFA 規格と機能性表示制度」 

コーディネーター：今田 修 (公財)日本健康･栄養食品協会 健康食品部長 

 

Ⅰ.青汁食品          小島 芳弘  JHFA 規格基準専門部会員 (ミナト製薬 ㈱) 

原 英郎、佐藤 拓  JHFA 規格基準専門部会員 (㈱ ユニアル) 

Ⅱ.コンドロイチン硫酸食品      三浦 直良  JHFA 規格基準専門部会員 (ゼリア新薬工業 ㈱) 

今井 乾介  JHFA 規格基準専門部会員 (小林製薬 ㈱) 

Ⅲ．N-アセチルグルコサミン食品 鶴田 暁史  JHFA 規格基準専門部会員 (甲陽ケミカル ㈱) 

又平 芳春  JHFA 規格基準専門部会員 (焼津水産化学工業 ㈱) 

 

◆ 一般演題 発表（9:30～10:45） 

 

A．食事・運動 

座長：野地 有子  千葉大学大学院 看護学研究科 教授 

A-1 岩崎 雄介 カフェイン酸と金属の反応によって生成される化合物に関する研究 

A-2 秋山 秀彦 センシンレン(ハーブ)に含まれるアンドログラフォリドの抗腫瘍効果の検討 

A-3 中山 恵理 女子大学生におけるエネルギーの申告誤差とＢＭＩとの関連 

A-4 山科 吉弘 水中運動は吸気筋力増強の手段となり得るか？～水深の違いにより検討～ 

 

B．医療・介護・福祉  

座長：石井 敏弘  聖隷ｸﾘｽﾄﾌｧｰ大学 看護学部 教授 

B-1 大山 良樹 鍼治療による歯科領域へのアプローチ 

B-2 大島 紀子 看護職による長時間労働面接の実施について 第３報 

B-3 村上 優子 通所サービス利用者の参加意欲に関わる因子の症例検討 

 

◆ 医療生活機能研究会主催シンポジウム（10:45～12:00） 

共催 日本健康科学学会、ソフトバンクモバイル株式会社 

「モバイルヘルスケアが切り開く eHealth の展望」 

 

司会：信川 益明 医療法人社団千禮会理事長、医療生活機能研究会会長、 

日本健康科学学会理事長、上海中医薬大学客員教授 信川 益明 

 

[講演 1] 「リアルタイムで高齢者を見守り、アドバイスを行う健康増進クラウドシステムの開発」 

梶本 修身 大阪市立大学医学部疲労医学教室教授、日本健康科学学会常任理事、 

エコナビスタ株式会社代表取締役  

  [講演 2] 「モバイルヘルスケア市場の概観と日本に求められる eHealth 戦略」 

石田 雄太 ソフトバンクモバイル株式会社 ヘルスケアプロジェクト推進室担当課長 

 



 
 

◆ 特別用途食品関連セッション（10:00～12:00）   

コーディネーター：島岡 巌 特別用途食品の活用に関する研究会 事務局 

 

[講演 1]「咀嚼・嚥下障害と食事」(仮題)  

藤谷 順子  (独)国立国際医療研究センター病院 リハビリテーション科 医長  

[講演 2]「新しい介護食品(ｽﾏｲﾙｹｱ食)について」(仮題) 

           矢花 渉史  農林水産省 食料産業局 食品製造卸売課長  

[講演 3] 「特別用途食品の現状と未来」 

川口  晋 特別用途食品の活用に関する研究会 代表幹事（ニュートリー㈱ 代表取締役社長) 

 

 

◆の付いた「健康食品関連セッション」、「一般演題」・「シンポジウム」、「特別用途食品関連セッション」は同時並

行で開催されます。 

 

 

● 教育講演（13:00～13:50） 

「健康食品の安全性について (医薬品等との相互作用)」(仮題)  

日比野 康英 城西大学薬学部 教授 

座長：鈴木 勉 星薬科大学 教授 

 

● 次期大会長講演（13:50～14:20） 

「先制医療の実現のために」  

齋藤 邦明 京都大学大学院 医学研究科人間健康科学系 教授 

座長：吉野 秀朗 杏林大学医学部 教授 

 

● 公開特別講座（14:20～15:20） 

「食品由来感染症（事例と予防）」(仮題)  

渡邉 治雄 国立感染症研究所 前所長 

座長：信川 益明 日本健康科学学会 理事長 

 

■ 特定保健用食品関連セッション （14:20～15:20） 

 

「特定保健用食品の現状と今後の可能性について」 

コーディネーター：河野 光登 (公財)日本健康･栄養食品協会 特定保健用食品部 技術部会長 

（不二製油 ㈱） 

[講演 1]トクホの有効性審査 山田 和彦 女子栄養大学 栄養学部 教授 

[講演 2]トクホの安全性審査 清水  誠 東京農業大学 応用生物科学部 教授 

[講演 3]トクホの課題と展開 川手 雄三 (公財)日本健康･栄養食品協会 特定保健用食品部 

技術部会副部会長 （㈱ 明治） 

 

 



 
 

 

■の「特定保健用食品関連セッション」は、「教育講演」・「次期大会長講演」・「公開特別講座」と 

同時並行で開催されます。 

 

 ◆ 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 

＊公益財団法人日本健康･栄養食品協会「食品保健指導士」資格更新のための単位認定 

＝2単位 

 

 

 ★ 懇親会参加費  6,000 円（事前登録）定員になり次第締め切ります。 

     開催日時  平成 27年 8月 20 日（木）17時 15 分～19時 15 分（予定） 

場所  ホテルグランドヒル市ヶ谷 3階 翡翠 

  


