会員各位

新型コロナウイルスに関する日本健康体力栄養学会の対応について
令和 2 年２月 25 日
日本健康体力栄養学会
この度の COVID-19 の現況を踏まえ、日本健康体力栄養学会では、2 月 29 日に開催いたします第 27 回日
本健康体力栄養学会大会につきまして、下記の方針で対応いたします。

1. 体調に不安のある方は、参加を見送るようにお願いいたします。また、感染拡大のリスク軽減のた
め、発熱等の風邪症状を有する方、日常生活や業務上、感染者との濃厚接触がこの 14 日以内に考え
られる方等の参加についてもご遠慮いただきますようお願いいたします。
2. 学会中はマスクの着用と会場内に入る前には手洗い等の防護策を行っていただき、感染症対策にご
協力いただきますようお願いいたします。
3. 全国的にマスク・消毒液が不足しているため、本大会では、マスクならびに消毒液のご用意は致し
ません。ご自身でご準備していただき、来場をお願いいたします。
4. 学会当日は、受付において風邪および業務上患者等との接触がないことを確認させていただきます。
5. 本学会に演題を登録済みの方で参加を見合わせる演者におかれましては、ポスター掲示物を下記住
所までお送りください。実行委員会の方で掲示させていただきます。
〒760-0011

香川県高松市浜ノ町 1-1

JR ホテルクレメント高松

和田

哲幸宛

日本健康体力栄養学会では、最大限の注意を払い対応してまいりますのでご協力のほどよろしくお願い
いたします。

第 27 回日本健康体力栄養学会大会（高松市）第 4 報
テーマ「多職種によるフレイル・低栄養予防」
第 27 回日本健康体力栄養学会大会を下記の通り開催します。 会員の皆様におかれましては、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：令和２年 2 月 29 日（土）10：00～16：20（9：15 受付開始）
会 場：高松商工会議所（香川県高松市番町 2-2-2）
会 頭：伊内秋夫（有限会社すずらんメディカル）
事務局：第 27 回日本健康体力栄養学会大会事務局
有限会社すずらんメディカルすずらん薬局内
suzuran@royal.ocn.ne.jp
〒773-001 徳島県小松島市小松島町字外開 23-30
主 催：日本健康体力栄養学会
後 援：一般社団法人香川県薬剤師会
２．プログラム
9:15～

受付開始（ポスター貼付）

10:00～10:30

開会式・会頭講演「寄生虫疾患四方山話」
会 頭 伊内 秋夫（有限会社すずらんメディカル）

10:30～11:30

特別講演
「地域の繋がりで進める食支援のかたちフレイル予防には社会的処方を！」
講 師 木村 年秀（まんのう町国民健康保険造田歯科診療所）

11:30～12:30

ランチタイム

12:30～13:15

総会・評議委員会

13:15～14:45

シンポジウム「多職種連携によるフレイル・低栄養予防」

（ポスター閲覧）

「薬局管理栄養士の立場から」
柳澤 瑞紀（サンコーファーマシー

管理栄養士）

「そうだ、皆でスーパーに行こう！」
～地域のつながりでフレイル高齢者を守れ～
丸岡 三紗（まんのう町国民健康保険造田歯科診療所）

14：45～15:00

「美味しく食べてフレイル防止～社会問題解決へ」
戸田 浩志（寿屋商事株式会社）
「高齢者の低栄養防止コンソーシアム徳島」事務局
休憩並びに会場移動

15:00～16：00

一般演題：ポスター発表（奇数番号：前半 30 分

16：00～16：15

ポスター撤去

16:15～

閉会式

17:00～

情報交換会

表彰式

偶数番号：後半 30 分）

ポスター発表

プログラム

P-01

販売業者における栄養成分表示の義務化に向けての現状や対応に関する調査
〇宇都宮秀一１） 平石莉子１） 犬伏知子１） 中川利津代１）
１）徳島文理大学人間生活学部食物栄養学科

P-02

栄養成分表示が義務付けられる菓子製造業者への影響及び必要とされる取組に関する調査
〇中川利津代１） 平石莉子１） 犬伏知子１） 宇都宮秀一１）
１）徳島文理大学人間生活学部食物栄養学科

P-03

大学生における隠れ肥満者の頻度と腹囲・血圧との関連性
〇山城 海渡 1，山口 奈穂 1，緒方 文彦 1，中村 武浩 1，川﨑 直人 1,2
1
近畿大学薬学部公衆衛生学，2 近畿大学アンチエイジングセンター

P-04

大学生における体格と生活習慣に関する追跡調査
山城 海渡 1，○山口 奈穂 1，緒方 文彦 1，中村 武浩 1，川﨑 直人 1,2
1
近畿大学薬学部公衆衛生学，2 近畿大学アンチエイジングセンター

P-05

P-06

P-07

大学生のハラール食の認知状況に関する検討
○矢澤彩香，菊岡達希
大阪府立大学 総合リハビリテーション学類 栄養療法学専攻
口唇閉鎖不全の発現頻度と口腔機能発達不全症との関連
〇小林容子 1)2)、中村美紀 1)2)、破魔幸枝 1)、浅枝麻夢可 1)、吉田幸恵 1)
１）神戸常盤大学短期大学部口腔保健学科
２）徳島大学大学院口腔科学教育部口腔保健学専攻
マルチコンポーネント運動プログラムの自宅実施容易性と体力の効果持続性
〇高橋里奈、神野宏司
(東洋大学大学院 ライフデザイン学研究科)

P-08

高校男子サッカー選手の食生活の現状と貧血改善のための栄養
〇山崎初枝 1） 藤井潔 2） 中井素子 3） 板垣美穂 4） 鍛島秀明 5）
佐藤健一 6） 石田秀子 7) 加島浩子 1） 林武広 1））
比治山大学 1）安芸南高等学校 2）(株)エポカフードサービス 3）
チチヤス(株)4）県立広島大学５）滋賀大学 6）石田医院 7）

P-09

高齢者の口腔機能と身体バランス力との関連性
〇福田 昌代 中村 美紀 御代出 三津子 浅枝 麻夢可
神戸常盤大学短期大学部口腔保健学科

P-10

P-11

高齢者の転倒経験と足趾力との関連性
〇氏橋 貴子 破魔 幸枝 横山 麻衣 福田 昌代
神戸常盤大学短期大学部口腔保健学科

吉田 幸恵

吉田 幸恵

大学生における嫌いな食品とその理由について
○小川由紀子 1） 山下絵美 1) 川上由紀子 1） 高尾理樹夫 1）
江﨑ひろみ 2）、矢澤彩香 1） 畠中能子 3） 下崎昭雄 4） 吉田幸恵 5）
1)
大阪府立大学大学院総合リハビリテーション学研究科
2)
愛媛県立医療技術大学保健科学部看護学科
3）
関西女子短期大学歯科衛生学科 4）ダイグ総合健康科学研究所
5）
神戸常盤大学短期大学部口腔保健学科

サポート

P-12

身体活動レベルの高い若年女性の四肢筋量と栄養摂取状況との関係
〇大下和茂
九州共立大学 スポーツ学部

P-13

薬機法第 1 条 6（国民の義務）及び薬剤師法任務条項に対する市民の認識
○伊内秋夫 1）5）片岡大士 2）高橋桃香 3）近藤靖文 4）
1）徳島県薬剤師会小松島支部 2）有限会社四国メディカルサポート
3）徳島文理大学薬学部 4）アイ調剤薬局海部店
5）有限会社すずらんメディカル

P-14

男子大学生のボディイメージと睡眠・体力
〇中村武夫 1、田村隆教 2、藤本修二 3
1：近畿大学薬学部、2：関西福祉大学教育学部、3：藤本クリニック

P-15

来局者に対するフレイルの啓発 ～口腔・栄養の観点から～
和田哲幸 1)、○宇野光裕 2)、神森浩司 2)，桑島俊恵 2）
1：近畿大学薬学部、2：㈱なの花西日本

P-16

グループ薬局薬剤師の寄生虫感染症に対する認識
○片岡大士 1）伊内優里香 2）伊内 智 2）戸田浩志 3）
1）有限会社四国メディカルサポート 2）徳島文理高等学校
3）高齢者の低栄養予防コンソーシアム徳島

P-17

幼児を持つ保護者の食教育におけるグループ体験学習が行動変容に与える影響～好き嫌いを
テーマとしたプログラムの実施～
〇吉田真知子 1）
1）東京聖栄大学 健康栄養学部 管理栄養学科

P-18

30 秒椅子立ち上がりテストは高齢者の歩行機能における重要な評価方法である
〇沢田秀司 1、尾崎隼朗 1,2、棗寿喜 1、邓鹏宇 1、吉原利典 1、中潟崇 3、
大澤拓也 4、石原美彦 5、北田友治 6、町田修一 1、内藤久士 1
1
順天堂大学、2 東海学園大学、3 国立健康・栄養研究所、
4
日本女子体育大学、5 東京電機大学、6 星城大学

３．参加費
加費

事前登録（令和 2 年 1 月 31 日まで） 参
事前 会員 3,000 円
非会員 4,000 円
当日 会員 4,000 円 非会員 5,000 円 学生・院生（当日受付のみ）
1,000 円（学生証の提示をお願いします）
【振込先】郵便振替口座番号:00140-9-567243
口座名義:日本健康体力栄養学会

