第 三 次 会 告
令和元年7月
会 員 各 位

第41回日本臨床栄養学会総会開催のお知らせ
第41回日本臨床栄養学会総会は、第40回日本臨床栄養協会総会と合同で「第17回大連合大会」として開催しま
す。多数の会員のご参加をお願い申し上げます。
第 41 回日本臨床栄養学会総会
会 長 葛谷 雅文

記
第41回日本臨床栄養学会総会・第40回日本臨床栄養協会総会 第17回大連合大会
テーマ
「ライフステージを考慮した臨床栄養学の発展 －世代をつなぐ＆地域をつなぐ 食と栄養－」

会

期

第41回日本臨床栄養学会総会 会長

葛谷 雅文 名古屋大学大学院医学系研究科

第40回日本臨床栄養協会総会 会長

塚田 定信 大阪市立大学医学部附属病院

令和元年10月26日（土）～27日（日）
市民公開講座を前日 令和元年10月25日（金）に予定しております。

会

場

名古屋ガーデンパレス（〒460-0003 名古屋市中区錦三丁目11番13号）

内

容

特別講演，教育講演，シンポジウム，パネルディスカッション，ワークショップ
サプリメントフォーラム，一般演題，ランチョンセミナー，市民公開講座、など

参 加 費

会員：12,000円／ 非会員：15,000円／ 学生：3,000円 2日間共通
※今大会では事前参加登録は実施いたしません。

要 旨 集

3,000 円

合同懇親会

令和元年10月26日（土）に開催予定（参加費等詳細はホームページにてご案内いたします）

ホームページアドレス

http://www.c-linkage.co.jp/rinsyo-eiyo2019/

問い合わせ先 第41回日本臨床栄養学会総会・第40回日本臨床栄養協会総会 第17回大連合大会 運営事務局
株式会社コンベンションリンケージ内
〒453-6102 名古屋市中村区平池町4-60-12 名古屋コンベンションホール
TEL：052-433-1011／FAX：052-433-1489 E-mail： rinsyo-eiyo2019@c-linkage.co.jp

第 41 回日本臨床栄養学会総会・第 40 回日本臨床栄養協会総会
第 17 回大連合大会
プログラム内容のご案内
現在、下記のプログラムの開催を予定しています。
特別講演
「時間栄養学」
演者：柴田 重信（早稲田大学 先進理工学部 教授）
特別教育講演
「日本人の食事摂取基準（2020 年版）
：臨床現場はどう活用すべきか？」
演者：佐々木 敏（東京大学大学院 医学系研究科 社会予防疫学分野 教授）
市民公開講座
「健康長寿の秘訣、お教えします！ ～生活習慣病予防と認知症予防を楽しく学ぶ～」
演者：横手幸太郎（千葉大学大学院医学研究院 内分泌代謝・血液・老年内科学 教授）
梅垣 宏行（名古屋大学大学院医学系研究科 地域在宅医療学・老年科学 准教授）
髙田 和子（国立研究開発法人 医薬基盤・健康栄養研究所 栄養代謝研究部 室長）
町田 修一（順天堂大学・大学院 スポーツ健康科学研究所 教授）
教育講演
１．
「妊婦の栄養管理のポイント」
演者：久保田君枝（聖隷クリストファー大学 助産学専攻科 教授）
２．
「経腸栄養管理のポイント」
演者：斎藤 恵子（東京医科歯科大学医学部附属病院 臨床栄養部 副部長）
３．
「腎不全患者の栄養管理のポイント」
演者：中尾 俊之（腎臓・代謝病治療機構 代表）
４．
「COPD 患者の栄養管理のポイント」
演者：吉川 雅則（奈良県立医科大学 栄養管理部 病院教授）
５．
「がん治療患者の栄養管理のポイント」
演者：桑原 節子（淑徳大学 看護栄養学部栄養学科 学科長・教授）
６．
「科学的根拠に基づく糖尿病食事療法を求めて」
演者：山田

悟（北里研究所病院 糖尿病センター 部長）

７．
「エネルギー摂取と栄養管理」
演者：田中 茂穂（国立研究開発法人 医薬基盤・健康・栄養研究所 栄養代謝研究部 部長）
８．
「パーキンソン病の病態と腸管―脳連関（gut-brain axis）
」
演者：福尾 惠介（武庫川女子大学 栄養科学研究所 所長）
９．
「脂質異常症患者の栄養管理のポイント」
演者：吉田

博（東京慈恵会医科大学附属柏病院 中央検査部 教授）

１０．
「高血圧症（心不全を含む）患者の栄養管理のポイント」
演者：藤岡 由夫（神戸学院大学 栄養学部臨床栄養学部門 教授）

合同シンポジウム
１．
「生活習慣病に関連したわが国の栄養疫学の成果」
（日本疫学会と合同）
演者：和田 恵子（岐阜大学大学院 医学系研究科 疫学・予防医学 准教授）
堀川 千嘉（新潟県立大学 人間生活学部健康栄養学科 講師）
中尾 葉子（国立循環器病研究センター ＯＩＣ循環器病統合情報センター 室長）
谷内 洋子（千葉県立保健医療大学 健康科学部 栄養学科 教授）
２．
「管理栄養士のスキルアップのために」
（日本健康・栄養 システム学会と合同）
演者：杉山みち子（神奈川県立保健衛生大学 栄養学科 教授）
寺本 房子（川崎医療福祉大学 医療技術学部臨床栄養学科 特任教授）
矢野目英樹（社会医療法人財団慈泉会 相澤病院 栄養科 科長）
３．
「フレイル・サルコペニア予防・治療における栄養管理」
（サルコペニア・フレイル学会と合同）
演者：荒井 秀典（国立研究開発法人 国立長寿医療研究センター 理事長）
木下かほり
（国立研究開発法人 国立長寿医療研究センター 老年学・社会科学研究センター 特任研究員）
菅野 義彦（東京医科大学 腎臓内科学分野 主任教授）
杉本

研（大阪大学 老年・総合内科学 講師）

シンポジウム
１．
「医学部における臨床栄養教育」
演者：折茂 英生（日本医科大学 名誉教授）
田中 芳明（久留米大学 医学部 外科学講座 小児外科部門 教授）
鷲澤 尚宏（東邦大学医療センター大森病院 栄養治療センター 部長・教授）
２．
「循環器疾患と CKD のリハビリテーション栄養-心不全の生活支援」
演者：木庭 新治（昭和大学 医学部 内科学講座 循環器内科学部門 教授）
奥田奈賀子（人間総合科学大学 健康栄養学科 教授）
梅田 陽子（京都大学医学部附属病院 リハビリテーション部 心臓リハビリテーション担当）
山崎 珠絵（医療法人光仁会 春日部厚生病院 リハビリテーション部 管理栄養士）
３．
「地域包括ケア・在宅医療における食・栄養課題」
演者：田中 和美（神奈川県立保健福祉大学 保健福祉部 栄養学科 教授）
馬場 正美（医療法人 財団善常会 栄養管理部 部長）
神田

茂（南医療生協 星崎診療所 所長）

菊谷

武（日本歯科大学 口腔リハビリテーション多摩クリニック 教授・院長）

宇野 達也（株式会社ヤナセ薬局 在宅医療部 薬剤師）
松下 寛代（藤田医科大学 地域包括ケア中核センター 訪問看護ステーション 看護科長）
４．
「栄養士の病棟配置に向けて」
演者：辻

成佳（大阪南医療センター リウマチ科 医長）

山口

崇（東邦大学医療センター佐倉病院 糖尿病内分泌代謝センター 助教）

菅野 義彦（東京医科大学病院 腎臓内科 主任教授）
５．
「生き残りを懸けた管理栄養士のフロンティア精神（第八弾）
『栄養カウンセリング研修・栄養相談専門士制度の向かう方向性』
」
演者：伴藤 智美（みわホームクリニック）
伊藤美穂子（岩手県立中部病院 栄養管理科 科長）
松島 照彦（実践女子大学 生活科学研究科 教授）
戸田 洋子（大阪青山大学 客員教授）
野口 孝則（国立大学法人 上越教育大学大学院 学校教育研究科 教授）
６．
「終末期（End of Life Care）における栄養」
演者：梶井 文子（東京慈恵会医科大学 医学部 看護学科老年看護学 教授）
安田 和代（医療法人かがやき 総合在宅医療クリニック）
野村 秀樹（医療法人あいち診療会 あいち診療所野並 院長）

パネルディスカッション
１．
「小児の栄養療法と移行期医療」
演者：位田

忍（地方独立行政法人 大阪府立病院機構 大阪母子医療センター 臨床研究部 部長）

山本 悦代（地方独立行政法人 大阪府立病院機構 大阪母子医療センター リハ・育療支援部門 技師長）
鳥井 隆志（兵庫県立こども病院 栄養管理部 栄養管理課 主査）
藤谷 朝実（神奈川県立保健福祉大学 保健福祉部栄養学科 准教授）
２．
「特別用途食品の現状と活用を考える」
演者：宇野

薫（消費者庁 食品表示企画課 保健表示室 課長補佐）

山尾 尚子（昭和大学病院 栄養科）
谷口 英喜（済生会横浜市東部病院 患者支援センター センター長）
熊谷 直子（横浜市立脳卒中・神経脊椎センター 栄養部）
３．
「歯科と栄養-各ステージにおける歯科と栄養の関係-」
演者：白石

愛（熊本リハビリテーション病院 歯科口腔外科 歯科衛生士）

池邉 一典（大阪大学大学院 歯学研究科
顎口腔機能再建学講座 有床義歯補綴学・高齢者歯科学分野 教授）
菊谷

武（日本歯科大学 口腔リハビリテーション多摩クリニック 教授・院長）

サプリメントフォーラム２０１９
「イノベーション栄養・薬理学」
演者：篠原 正和（神戸大学大学院 医学研究科 地域社会医学・健康科学講座 疫学分野 准教授）
仲川 孝彦（洛和会音羽病院 腎臓内科 部長）
石川

大（順天堂大学医学部附属順天堂医院 消化器内科 准教授）

吉原 達也（医療法人相生会 福岡みらい病院 臨床研究センター）
一般演題
若手奨励賞
アレルギー・免疫①～②／栄養相談・栄養管理①～②／栄養評価（アセスメント）／がんと栄養／
基礎栄養研究／高齢者と栄養①～③／サプリメント①～②／サルコペニア、フレイル／小児と栄養／
食品の機能／循環器疾患／腎疾患・透析／地域包括ケア・在宅医療／糖尿病／
肥満症・メタボリックシンドローム
※この他、ワークショップ、ランチョンセミナー等の開催も予定しています。
プログラムの詳細は随時ホームページにてお知らせいたします。
ホームページアドレス

http://www.c-linkage.co.jp/rinsyo-eiyo2019/

