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タイムスケジュール

◉6月30日（土）　教育セミナー�
［第一会場］　日本大学医学部�記念講堂（記念図書館棟4F）

13:30 受付
13:55 開会の挨拶　 森山　光彦

教育セミナー　メディカルスタッフに必要な微量元素の知識 司会 ： 和佐　勝史、田中　芳明
14:00 講演１ 鉄の生理機能と神経疾患 演者：川原　正博
14:20 講演２ アルコール性肝障害における栄養状態 演者：森屋　恭爾
14:40 講演3 亜鉛の功罪 演者：柳澤　裕之
15:00 講演4 中心静脈栄養と亜鉛　-合併症から学ぶ至適投与量の検討 - 演者：上原秀一郎
15:20 講演5 銅の功罪 演者：清水　教一
15:45 休憩 

 司会 ：福田　能啓、加藤　章信
16:00 講演6 臨床に結び付くセレンの代謝機構 演者：小椋　康光
16:25 講演7 食品添加物としてのリン酸塩 .　摂取量と生体影響 演者：吉田　宗弘
16:50 講演8 微量元素と中毒 演者：千葉　百子
17:15 講演9 サルコペニアと微量元素 演者：白木　亮　
17:40 講演10 小児の栄養管理と微量元素 演者：児玉　浩子
18:10 閉会の挨拶 森山　光彦

◉7月1日（日）　学術集会�
［第一会場］　日本大学医学部�記念講堂（記念図書館棟4F）

08:30 受付
08:55 開会の挨拶 森山　光彦
09:00 モーニングセミナー　会長講演　 共催：株式会社シノテスト

SHRSP5ラットを用いた鉄代謝の検討� 司会：荒川　泰行　演者：森山　光彦
09:30 シンポジウム　メディカルスタッフに必要な消化吸収の知識 座長 ：櫻井　洋一、佐々木雅也

栄養代謝における腸管トランスポーターの働き 演者：安西　尚彦
運動療法と BCAAが肝癌患者の筋肉量におよぼす影響 演者：川口　巧　
長期経腸栄養管理における微量元素をめぐる問題点と対策 演者：伊藤　明彦
味覚障害と栄養学的アプローチ 演者：田中　真琴

11:00 招請講演 微量元素を含む化学物質のリスクアセスメントとリスクマネジメント 司会：荒川　泰行　演者：野見山　哲生
11:40 教育講演 さまざまな病気を起こしているミネラル不足の市販食品 司会：福澤　正洋　演者：小若　順一
12:20 ランチョンセミナー 1 共催：田辺三菱製薬株式会社

糖代謝異常の病態と栄養管理  司会：加藤　章信　演者：石原　寿光
13:20 総会・奨励賞表彰式
13:40 特別講演� 『栄養と微量元素』－ミネラル類、とくに亜鉛の新規機能－ 司会：森山　光彦　演者：駒井　三千夫
14:30 一般演題5　微量元素②亜鉛 司会：鈴木　壱知
14:50 一般演題6　体組織・研究 司会：白木　亮　
15:20 閉会の挨拶 森山　光彦

［第二会場］　日本大学医学部�リサーチセンター 4F
09:30 一般演題1　サルコペニア 司会：榎　　裕美
09:50 一般演題2　微量元素①セレン 司会：山東　勤弥
10:10 一般演題3　アセスメント・SGA 司会：保木　昌徳
10:40 一般演題4　NST 司会：吉川　雅則
12:20 ランチョンセミナー 2 共催：株式会社大塚製薬工場

病態アセスメントに基づく静脈経腸栄養  司会：　福澤　正洋　演者：山中　英治
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教育セミナープログラム　
メインテーマ 「メディカルスタッフに必要な微量元素の知識」
6月30日（土） 日本大学医学部 記念講堂（14:00～18:10）
13:30～ 受付 
13:55～ 開会の挨拶　森山　光彦（第41回日本栄養アセスメント研究会　会長）

前半
14:00～15:45 座長： 和佐　勝史（大阪大学大学院医学系研究科医学科教育センター　教授）

  田中　芳明（久留米大学医学部附属病院医療安全管理部　教授）

1. 鉄の生理機能と神経疾患　
 　川原　正博（武蔵野大学薬学部生命分析化学研究室　教授）
2. アルコール性肝障害における栄養状態
 　森屋　恭爾（東京大学医学部感染制御学生体防御感染症内科学　教授）
3. 亜鉛の功罪
 　柳澤　裕之（東京慈恵会医科大学環境保健医学講座　教授）
4. 中心静脈栄養と亜鉛―合併症から学ぶ至適投与量の検討—
 　上原　秀一郎（日本大学医学部外科学系小児外科学分野　准教授）
5. 銅の功罪
 　清水　教一（東邦大学医療センター大橋病院小児科　教授）

後半
16:00～18:10 座長： 福田　能啓（医療法人協和会第二協立病院　院長）

  加藤　章信（盛岡市立病院　病院長）

6. 臨床に結び付くセレンの代謝機構
 　小椋　康光（千葉大学大学院薬学研究院予防薬学研究室　教授）
7. 食品添加物としてのリン酸塩．摂取量と生体影響
 　吉田　宗弘（関西大学化学生命工学部　教授）
8. 微量元素と中毒
 　千葉　百子（順天堂大学医学部衛生学　客員教授）
9. サルコペニアと微量元素
 　白木　亮（岐阜大学大学院医学系研究科消化器病態学　准教授）
10. 小児の栄養管理と微量元素
 　児玉　浩子（帝京平成大学健康メディカル学部健康栄養学科　教授・学科長）
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学術集会プログラム　［第一会場］
メインテーマ 「栄養代謝と微量元素」
7月1日（日） 8:55～15:20
8:30～ 受付 
8:55～ 開会の挨拶　森山　光彦（第41回日本栄養アセスメント研究会　会長）

モーニングセミナー　会長講演
9:00～9:30 司会：荒川　泰行（公立阿伎留医療センター　企業長・院長）

SHRSP5ラットを用いた鉄代謝の検討
　森山　光彦（日本大学医学部内科学系消化器肝臓内科学分野　主任教授）
共催：株式会社シノテスト

シンポジウム
9:30～10:50 座長：櫻井　洋一（千葉県済生会習志野病院外科）

  佐々木　雅也（滋賀医科大学医学部看護学科基礎看護学講座、
   滋賀医科大学医学部附属病院栄養治療部　教授）

 テーマ：メディカルスタッフに必要な消化吸収の知識

1. 栄養代謝における腸管トランスポーターの働き
 　安西　尚彦（千葉大学大学院医学研究院薬理学　教授）
2. 運動療法とBCAAが肝癌患者の筋肉量におよぼす影響
 　川口　巧（久留米大学医学部内科学講座消化器内科部門　講師）
3. 長期経腸栄養管理における微量元素をめぐる問題点と対策
 　伊藤　明彦（東近江総合医療センター消化器内科　医長）
4. 味覚障害と栄養学的アプローチ
 　田中　真琴（日本大学医学部耳鼻咽喉・頭頸部外科学分野　医局長）

招請講演
11:00～11:40 司会：荒川　泰行（公立阿伎留医療センター　企業長・院長）

微量元素を含む化学物質のリスクアセスメントとリスクマネジメント
　野見山　哲生（信州大学医学部衛生学公衆衛生学教室　教授）

教育講演
11:40～12:10 司会：福澤　正洋（大阪大学　名誉教授）

さまざまな病気を起こしているミネラル不足の市販食品
　小若　順一（NPO法人　食品と暮らしの安全基金　代表）
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学術集会プログラム　［第一会場］

ランチョンセミナー1　

12:20～13:10 司会：加藤　章信（盛岡市立病院　病院長）

テーマ：糖代謝異常の病態と栄養管理
　石原　寿光（日本大学医学部内科学系糖尿病代謝内科学分野　教授）
共催：田辺三菱製薬株式会社

総会・奨励賞表彰式　
13:20～13:40

特別講演　

13:40～14:30 司会：森山　光彦（日本大学医学部内科学系消化器肝臓内科学分野　主任教授）

『栄養と微量元素』－ミネラル類、とくに亜鉛の新規機能－
　駒井　三千夫（東北大学大学院農学研究科栄養学　教授）

一般演題5　微量元素②亜鉛
14:30～14:50 司会：鈴木　壱知（医療法人秀和会秀和総合病院消化器病センター　消化器病センター長）

回復期リハ病棟入院症例の血清亜鉛値
　演者：細川　舞（医療法人協和会第二協立病院NST）
細胞外アデニンヌクレオチド分解活性は亜鉛栄養状態を反映する
　演者：武田　貴成（京都大学大学院生命科学研究科統合生命科学専攻生体情報応答学分野）

一般演題6　体組織・研究
14:50～15:20 司会：白木　亮（岐阜大学大学院医学系研究科消化器病態学　准教授）

非アルコール性脂肪肝炎病態進展におけるArrdc3の役割
　演者：神田　達郎（日本大学医学部内科学系消化器肝臓内科学分野）
腎尿酸トランスポーターに対するSGLT2阻害薬tofogliflozinの作用
　演者：金子　明夏（千葉大学大学院医学研究院薬理学）
血糖管理指標かつ食品含有される1,5-アンヒドログルシトールの抗酸化ポシビリティ
　演者：大内　基司（獨協医科大学医学部薬理学講座）

15:20～　閉会の挨拶　森山　光彦（第41回日本栄養アセスメント研究会　会長）
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学術集会プログラム　［第二会場］

一般演題1　サルコペニア
9：30～9：50 司会：榎　裕美（愛知淑徳大学健康医療科学部健康栄養学科　教授）

消化器疾患患者における指輪っかテスト結果とADLおよびQOLとの関連性
　演者：森本　理紗（椙山女学園大学大学院生活科学研究科）
肝硬変患者におけるループ利尿剤と骨格筋減少に関する後ろ向き観察研究
　演者：華井　竜徳（岐阜大学医学部附属病院・第一内科）

一般演題2　微量元素①セレン
9：50～10：10 司会：山東　勤弥（大阪樟蔭女子大学健康栄養学部　学部長・教授）

当科における腸管不全患者に対する血清セレン濃度測定とセレン製剤投与の臨床経験
　演者：山木　聡史（東北大学病院小児外科）
ミキサー食注入によるセレン補充の有用性に関する検討
　演者：銭谷　昌弘（兵庫医科大学小児外科）

一般演題3　アセスメント・SGA
10：10～10：40  
 司会：保木　昌徳（大阪樟蔭女子大学大学院人間科学研究科人間栄養学専攻病態栄養学研究室　人間栄養学専攻長・教授）

泌尿器科入院患者における栄養状態の評価について
　演者：西田　香（滋賀医科大学医学部附属病院栄養治療部）
重症心身障碍者における体組成分析を用いた至適エネルギー消費量算定の検討
　演者：靍久　士保利（久留米大学医学部外科学講座小児外科部門）
管理栄養士による医学部学生への臨床栄養教育の試み
　演者：白波瀬　景子（大阪大学医学部附属病院栄養マネジメント部）

一般演題4　NST
10：40～11：00 司会：吉川　雅則（奈良県立医科大学栄養管理部　部長・病院教授）

栄養手帳を用いた栄養管理が奏功しない対象者の特性の分析
　演者：平池　妙子（大久保病院栄養部/大阪市立大学生活科学研究科栄養医科学）
歯科口腔医療センターでのNSTの取り組み
　演者：池田　真由美（久留米大学病院栄養治療部）

ランチョンセミナー2　

12:20～13:10 司会：福澤　正洋（大阪大学　名誉教授）

テーマ：病態アセスメントに基づく静脈経腸栄養
　山中　英治（若草第一病院　外科　院長）
共催：株式会社大塚製薬工場


