
第２３回日本健康体力栄養学会大会開催案内 

メインテーマ「スポーツと栄養から健康寿命を考える」 

 第２３回日本健康体力栄養学会大会を下記のとおり開催いたします。会員の皆様におかれまして

は、お誘い合わせのうえ、多数ご参加くださいますようお願い申し上げます。 

 

１．開催概要 

会   期 ：平成２８年３月５日(土) １０：００～１７：１０（受付９：００～） 

会   場 ：神戸学院大学ポートアイランドキャンパス Ｂ号館３階 

  〒650-8586 神戸市中央区港島 1-1-3  Tel.078-974-1551(代表) 

  （URL http://www.kobegakuin.ac.jp/access/portisland.html） 

主   催 ：日本健康体力栄養学会（URL http://www.jshfn.org/） 

後   援 ：公益社団法人兵庫県栄養士会、公益社団法人大阪府臨床検査技師会、 

公益社団法人兵庫県臨床検査技師会 

会   頭 ：坊池 義浩（神戸学院大学栄養学部 客員教授） 

実行委員長 ：榊 由美子（兵庫県栄養士会 会長） 

実行副委員長 ：竹浦 久司（大阪府臨床検査技師会 会長） 

事 務 局 ：兵庫県栄養士会 

 

２．プログラム 

 9：00～10：00 受付 

10：00～10：05 開会の挨拶  会頭；坊池 義浩（神戸学院大学栄養学部 客員教授） 

10：05～10：10 挨拶   岡田 豊基（神戸学院大学 学長） 

10：10～11：40 ポスターセッション 

11：40～12：00 お弁当及び資料配布 

12：00～12：40 ランチョンセミナー(協賛:フジッコ株式会社) 

12：40～13：10 評議員会・総会 

13：10～14：40 シンポジウム（シンポジウムⅠとⅡは並行開催） 

シンポジウムⅠ「糖尿病への栄養的アプローチ、運動学的アプローチ 結果を検査データでみる」 

座長；竹浦 久司（大阪府臨床検査技師会 会長） 

Ⅰ-１ 山本 卓也（彦根市立病院 栄養科長） 

Ⅰ-２ 常行 泰子（高知大学教育学部 講師） 

Ⅰ-３ 小宮山 恭弘（大阪鉄道病院 検査副技師長） 

シンポジウムⅡ「スポーツと栄養」 

座長；植田 福裕（羽衣国際大学人間生活学部 教授） 

Ⅱ-１ 喜多 努（羽衣国際大学 准教授） 

Ⅱ-２ 杉山 文（相愛大学人間発達学部発達栄養学科 講師） 

Ⅱ-３ 餅 美知子（園田学園女子大学 教授） 

14：40～14：50 休憩 



14：50～15：50 教育講演 

座長；榊 由美子（兵庫県栄養士会 会長） 

「災害時の栄養管理」 下浦  佳之（兵庫県栄養士会 副会長） 

15：50～16：50 特別講演 

座長；池田 清和（神戸学院大学栄養学部 学部長 教授） 

「日本人の伝統的な食文化『和食』が健康寿命に果たす役割」 

的場 輝佳（関西福祉科学大学 客員教授､奈良女子大学 名誉教授） 

16：50～17：00 表彰式 

17：00～17：10 閉会の挨拶  実行委員長；榊 由美子（兵庫県栄養士会 会長） 

17：10～17：30 懇親会場への移動 

17：30～19：30 懇親会 

ジョリポー（神戸学院大学ポートアイランドキャンパス内）  

（URL http://www.portopia.co.jp/restaurant/joliport.html） 

 

３．参加費 

参 加 費：会員（事前；4,000 円、当日；5,000 円） 

非会員（当日のみ；6,000 円） 

学生（参加無料） 

ランチョンセミナー：事前申込（先着順） 

＊周辺に昼食の場所がなく、ランチョンセミナーのお弁当の数にも限りがあるため、会員・非会

員・学生、どなた様にもかかわらず事前申込をお願いいたします。 

懇親会費：（事前；4,000 円、当日；5,000 円） 

 

大会参加登録 

参加される方は、①氏名、②所属先、③会員・非会員の別、④一般・学生の別、⑤ランチョ

ンセミナーの事前申し込みの有無、⑥懇親会参加の有無、⑦振込日、⑧連絡先住所・電話番号・

E-mail アドレス、以上を 1月 29 日(金)までに E-mail にて下記申込先までお送りください。下

記振込先に入金確認後、大会事務局より受領通知を返信しますので必ずご確認ください。2月中

旬までに連絡がない場合には、大会事務局までお問い合わせください。送信の際の件名は、「第

23 回日本健康体力栄養学会大会参加申込」としてください。 

 なお、会員の皆様の E-mail アドレスは、今後学会本部運営のために活用させていただくこと

があります。円滑な学会運営のためにご理解及びご協力をお願い申し上げます。 

《申込先》 

第 23 回日本健康体力栄養学会大会事務局  TEL.078-251-5311  FAX.078-262-6645 

〒650-0011 兵庫県神戸市中央区下山手通 4-18-1 ひょうご女性交流館 401 号 

E-mail：k-eiyou@portnet.ne.jp 
《振込先》 

株式会社ゆうちょ銀行 

【店名】四三八（読み ヨンサンハチ） 



【店番】４３８ 

【預金種目】普通預金 

【口座番号】１６６４２２５ 

【口座名】第 23 回日本健康体力栄養学会大会 

＊一旦、お振込みされた参加費及び懇親会費は、ご返金いたしかねますのでご了承ください。 

＊事前参加登録をされた方には、学会参加証（名札）と領収書を郵送いたします。 

一般演題募集要領 

１．発表形式 

一般演題は、すべて示説（ポスター）発表です。 

発表者は、9時 00 分から 9時 50 分にポスターを貼付してください。 

ポスター前での発表順等については、演題数が確定した後に大会事務局より発表者にご連絡

いたします。発表後にはポスター前で質疑応答に対応してください。 

２．演題募集期間 

平成２７年１１月１６日(月)～平成２８年１月１０日(日) 

＊抄録提出期限は平成２８年１月１０日(日)必着 

３．申込方法 

下記の提出先に作成した抄録（Microsoft Word と PDF）を E-mail で送信してください。

送信の際には、メールの件名を「第 23 回日本健康体力栄養学会大会抄録」としてください。 
大会事務局より演題受理通知を返信しますので必ずご確認ください。抄録を送信後 2 週間以

内に通知が届かない場合には、大会事務局までお問い合わせください。 
《提出先》 

兵庫県栄養士会 <k-eiyou@portnet.ne.jp> 
第 23 回日本健康体力栄養学会大会事務局  TEL.078-251-5311  FAX.078-262-6645 

〒650-0011 兵庫県神戸市中央区下山手通 4-18-1 ひょうご女性交流館 401 号 

４．抄録作成要項 

Microsoft Word を使用して A4 用紙 1 枚（縦置き、横書き）に収まるように作成してくださ

い。余白は上下左右 30mm、フォントは MS 明朝 12 ポイント（演題名のみ MS ゴシック太

字）に設定してください。 
演題名・演者名・所属・本文の順に記載し、本文は【目的】、【方法】、【結果】、【考察】の項

に分け、各項目の間には 1 行を設けてください。提出された原稿をそのまま抄録集に印刷し

ます。 
＊筆頭者 (発表者)は、日本健康体力栄養学会の会員であり、大会に参加申込をされた方に

限ります。非会員の方で筆頭者として発表を希望される方は、大会事務局まで必ずお問い合

わせください。 

５．表彰 

第 22 回大会に引き続き学会表彰を行う予定です。一般演題の中から最優秀賞（1 名）、優秀

賞及び奨励賞（若干名）を選定し表彰を行う予定です。ただし、表彰対象となる演題発表者

は、会員のみとなりますのでご了承願います。 
 



６．ポスター掲示スペース 

ポスターの大きさは縦 180cm×横 90cm（演題名・所属・発表者名を含む）で作成してくだ

さい。ポスター掲示用ボードは縦 180cm×横 120cm です。演題名（所属・発表者名を含む）

の掲示スペースは、縦 20cm×横 75cm です。演題 No はすでに貼付されています。ポスタ

ーは文字や図表も見やすい大きさにしてください。 

７．ポスター貼付・撤去 

発表受付及びポスター貼付時間は 9時 00 分から 9時 50 分です。指定されたボードに貼付し

てください。 

ポスター掲示用の画鋲及び発表者リボンは会場に準備しております。 

ポスターセッションは 10 時 10 分から 11 時 40 分で、ポスターは 14 時 30 分から 15 時 30 に

撤去してください。撤去時間を過ぎても引き取りのないポスターについては、第 23 回日本

健康体力栄養学会大会実行委員が撤去及び処分させていただきますのでご了承ください。 

 

 

 

ポスター掲示スペース 

 

 



抄録作成例 

題名 

＜MS 明朝、14 ポイント・太字・中央揃え＞ 

 
○健康体力栄養、健康太郎、体力大介 1)、栄養花子 1) 

（健康栄養大学・食物、1)健康体力栄養大学・運動） 
＜演者には○印及びふりがな、MS 明朝、12 ポイント、左寄せ） 

 
【目的】 

 
 
 
 
 
 
【方法】 

 
 
 
 
 
 
【結果】 

 
 
 
 
 
 
【考察】 

 
  



交通アクセス 

 

■JR 神戸線「三ノ宮駅」、阪急・阪神「神戸三宮駅」、神戸市営地下鉄「三宮駅」から 

神戸新交通ポートライナー「みなとじま駅」まで 9分、「みなとじま駅」下車し西へ徒歩約 6分。 

■山陽新幹線「新神戸駅」から 

神戸市営地下鉄で「三宮駅」まで約 2分。 神戸市営地下鉄「三宮駅」から、神戸新交通ポート

ライナー「みなとじま駅」まで 9分、「みなとじま駅」下車し西へ徒歩約 6分。 

■直通バス「三ノ宮駅」及び「神戸駅南口」のりばから 

「三ノ宮駅（そごう前・キャンパス線）」のりばから「ポートアイランドキャンパス行」に乗車

し、約 12 分。 

「神戸駅南口（ポーアイキャンパス線）」のりばから「ポートアイランドキャンパス行」に乗車

し、約 15 分。 


