
日本健康科学学会 第 24 回学術大会 開催案内（第3 報） 
 
主  催   日本健康科学学会 （会長 信川 益明） 
学術大会長  武藤 志真子 （女子栄養大学教授） 
会  期   平成20年（2008年）9月27日（土）～28日（日） 
学術大会プログラム委員長  名和  肇 （日本健康科学学会副会長・学会誌編集委員長） 
学術大会実行委員長     大原 達美 （日本健康科学学会ホームページ企画運営副委員長） 
学術大会事務局長      藤倉 純子 （女子栄養大学講師） 
会  場   女子栄養大学 坂戸キャンパス 
       〒350-0288 埼玉県坂戸市千代田 3-9-21  TEL：049-283-2131 (総合案内) 
       会場までの交通  東武東上線 若葉駅下車 東口徒歩3分（池袋より急行で42分） 

協   賛   健康と食品懇話会，（社）東京都医師会，東京都病院協会，日本医療機器学会，日本医療秘書

学会，日本医療福祉設備協会，有限責任中間法人日本医療情報学会，（社）日本栄養士会，日

本緩和医療薬学会，有限責任中間法人日本救急医学会，有限責任中間法人日本健康・栄養シ

ステム学会，（財）日本健康・栄養食品協会，日本健康食品規格協会，日本公衆衛生学会，（社）

日本作業療法士協会，（社）日本歯科医師会，日本食品保健指導士会，日本診療情報管理士会，

日本診療録管理学会，日本スポーツ教育学会，日本スポーツとジェンダー学会，日本スポー

ツ方法学会，社団法人日本体育学会，日本体育・スポーツ哲学会，日本体力医学会，日本バ

イオメカニクス学会，（社）日本病院会，日本プライマリ・ケア学会，(社) 日本理学療法士

協会，（社）病院管理研究協会（五十音順，予定を含む） 
後  援   厚生労働省，経済産業省，埼玉県，坂戸市（予定） 
学術大会テーマ  『栄養学と健康科学のコラボレーション』  

～健康サービスビジネス元年をふまえて～ 
主要プログラム 

第１日目 9月27日（土） 

・基調講演  司会 金子明寛 
「オーダーメイドの保健指導・栄養指導～遺伝子を踏まえて～」 香川靖雄（女子栄養大学副学長） 

・特別講演１ 司会 信川益明 
「高齢者の健康と美容」 山野正義（山野学苑理事長） 

・シンポジウム１「特定健診と保健指導の義務化の中で、健康ビジネスへの期待」司会 川久保清 
窪寺 健（ＮＴＴデータヘルスケアイノベーション事業部長） 
高崎尚樹（（株）ルネサンス執行役員営業副本部長兼ヘルスケア推進部長） 
橋本幸三（丸善健康保険組合常務理事） 

・シンポジウム２「心とからだの健康科学：子ども、高齢者、傷病者の心のケアを願って」司会 名和肇 
１．形成外科について 渡辺克益（東京医科大学病院形成外科） 
２．心臓病，高血圧治療と血管年齢 高沢謙二（東京医科大学八王子医療センター循環器内科） 

・シンポジウム３「医療機関における機能性食品利用に向けた臨床調査の試み～医薬と機能性食品の併用の

安全性と有用性～」 司会 梶本修身 
１．医師が機能性食品に求める安全性と有用性 石井秀人（東京医科歯科大学／浅野内科クリニック） 
２．企業から見た医療機関向け製品への期待 高山大記（日本予防医薬(株)） 

・シンポジウム４「心とからだの健康科学：患者の心身の痛みを癒す緩和ケア」司会 鈴木勉 
１．痛みを癒すくすり 鈴木勉（星薬科大学薬品毒性学教室） 
２．病院における患者の心身の痛みの癒し方 小宮幸子（横浜市立大学附属病院薬剤部） 
３．携帯電話を利用した医療コミュニケーションツールの開発と実際 井手口直子（日本大学薬学部） 

 

 



第２日目 9月28日（日） 

・創立記念日特別講演 司会 武藤志真子 
「食育の原点：香川綾の食・栄養教育」 香川芳子（女子栄養大学学長） 

・特別講演２ 司会 北村昌之 
「健幸」という新たな社会的価値の創造に向けて 徳増有治（経済産業省大臣官房審議官） 

・教育講演１ 司会 浜野弘昭 
「サプリメント・アドバイザーに求められる知識・技能に即応した教育体制のあり方～消費者・企業の求

めに応じた食品保健指導士養成講習会の変革と新たな動向～」 
林裕造（財団法人日本健康・栄養食品協会理事長） 

岩田修二（サントリー株式会社品質保証本部テクニカルアドバイザー） 

・教育講演２ 司会 石井八惠子 
「生きる力をはぐくむ介護～ダイバージョナルセラピーとは～」  

芹澤隆子（日本ダイバージョナルセラピー協会理事長） 
・ランチョンセミナー(「無料昼食」付き) 
「計量して栄養バランスを確認してみよう！－四群点数法の実践－」 堀端薫（女子栄養大学） 

・市民公開講演会「一流ホテル料理長、オリンピックメダリスト、医師が教える肥満、高血圧、糖尿病の方

が楽しく健やかに生きるための健康科学～運動、食事、薬膳料理、漢方医学～」司会 信川益明 
１．中国料理は、体にやさしい～薬膳料理、広東料理、中国茶～ 

       大島通芳（横浜ベイシェラトンホテル＆タワーズ中国料理長） 
２．スポーツと健康～アスリートの健康管理、北京オリンピック報告～ 

       塚原光男（（財）日本体操協会副会長，北京オリンピック強化委員長） 
３．漢方医学の立場から見た健康法～特に体質別食品の選び方について～ 

桑木崇秀（東洋医学国際研究財団名誉会長，千代田漢方クリニック顧問） 
・シンポジウム５「教育としての歯科保健～生きる力をはぐくむ歯・口の健康つくり」 司会 三木とみ子 

１． 学識経験者の立場から 安井利一（明海大学学長） 
２． 学校歯科医の立場から 丸山進一郎（日本学校歯科医会役員） 
３． 学校現場の養護教諭の立場から 岩崎和子（群馬大学附属特別支援学校養護教諭） 

・シンポジウム６「サプリメントアドバイザーの活性化を考える～健康寿命 90 歳の実現を目指して」司会 

石田幸久 
１．消費者側が求めるサプリメントアドバイザー像 宗林さおり（国民生活センター） 
２．日健栄協の新しい教育カリキュラムについて 斉藤悠子（（財）日本健康・栄養食品協会教育研修部） 
３．食品保健指導士の活動の現状とこれから 関本邦敏（日本食品保健指導士会会長） 

 

● 一般演題 （口演） 
● 併設展示 

関連行事   常任理事会，懇親会   平成20年9月27日（土） 
理事評議員会，総会   平成20年9月28日（日） 
 

一般演題申込費  一般演題申込・払込み締切： 平成20年6月20日（金） 
学会正会員  ： 10,000円 （事前登録参加費6,000円含む） 
学会学生会員 ： 5,000円 （事前登録参加費1,000円含む） 

 
参 加 費    事前参加登録・払込み締切： 平成20年8月29日（金） 

学会会員： （事前登録）6,000円， （当日受付）7,000円 
         非学会員： （事前登録）7,000円， （当日受付）8,000円 
         学  生： （事前登録）1,000円， （当日受付）2,000円 
         学術大会抄録集  2,000円 
         懇 親 会        5,000円 



今後の第24回学術大会に関する情報 

  ・“学会ホームページ”（URL：http://www.jshs.gr.jp） 
・“学術大会ホームページ ”(URL：http://www.jshs.info/) 
・“日本健康科学学会誌（Health Sciences）”：平成20年5月，9月（学術大会抄録集）発行予定 
・“学会メールマガジン”（無料。“学会ホームページ”より登録して下さい。）：1～2回/月発行予定 
等を通じて随時ご案内します。 

 

■ 一般演題の申込要領 
 ★ 一般演題申込・払込み期間 

◇ 一般演題申込・払込み締切日： 平成 20 年6 月 20 日（金）［支払期日］ 

◇ 上記期限までに，一般演題申込費の入金確認および一般演題申込書・抄録原稿のメール到着確認を

もって，一般演題申込完了とさせて頂きます。 
 
★ 申込み規定（申込資格など） 
◇ 一般演題申込は，演者（発表者）が行います。 
◇ 演者（発表者）は，日本健康科学学会会員（年会費完納者・前納者）に限ります。 

※学会会員には，平成20年3月に，「平成20年度年会費請求書および郵便振替払込取扱票」を送

付しますので，4月18日までに年会費の前納をお願いします。 
※平成20年度の年会費未納者は，申込資格がありませんので，年会費を払込みください。 

◇ 学会会員でない方は，入会手続きを済ませてください。 
日本健康科学学会ホームページ http://www.jshs.gr.jp/の「入会のご案内」より，「入会申込書」を

ダウンロードできます。 
◇ 共同演者は資格を問いません。 
◇ 入会についてのお問い合わせは， 

日本健康科学学会事務局（〒164-001 東京都中野区中野2-2-3 へるす出版事業部内， 
TEL 03-3384-8037 ，FAX 03-3380-8627 ，E-mail：health-sci@herusu-shuppan.co.jp） 
にお願いします。 

◇ 一般演題申込は，演者（発表者）１人につき，１演題とします。 
ただし，共同演者としての連名は，この限りではありません。 

 
 ★ 一般演題申込費の払込み：払込みが完了していない場合は，一般演題申込とはなりません。 

◇ 一般演題の申込と一緒に，一般演題申込費を，郵便局にて，「本誌同封の郵便振替払込取扱票 
（日本健康科学学会第24回学術大会事務局）」に必要事項をご記入の上，払込みください。 
学術大会用の払込取扱票のない方は，郵便局備え付けの郵便振替用紙に，下記事項をご記入の上，

払込みください。 
  ◇ 郵便振替（郵便局備え付け用紙へのご記入） 

振 込 先： 振込手数料は，申込ご本人のご負担にてお願いいたします。 

郵便局／口座番号： ００１７０－５－４８４２２２ 

加入者名：日本健康科学学会第24回学術大会事務局 

通信欄：金額内訳〔学会正会員(一般演題申込費）10,000 円，学会学生会員(一般演題申込費）5,000
円，懇親会5,000円，学術大会抄録集2,000円〕，所属施設名をご記入ください。 

    ご依頼人：住所，氏名，電話番号をご記入ください。 

◇ 平成20年6 月 20 日（金）（一般演題申込・払込締切日）までに，一般演題申込費をお振込

ください。 
◇ 郵便局払込取扱票は1名につき1枚ご利用ください。 



◇ 振込受領証は保管の上，学術大会当日，受付にお持ちください。 
● 一般演題申込費 

 一般演題申込費 備 考 

日本健康科学学会 

正会員 

10,000円 事前登録参加費 
6,000円を含む 

日本健康科学学会 

学生会員 

5,000円 事前登録参加費 
1,000円を含む 

◇ 一般演題申込および一般演題申込費払込み完了の方には，順次，「事前参加登録手続完了ハガキ」  
（学術大会当日持参）をお送りいたします。学術大会当日は，そのハガキと引換えに「参加証」を 

  お渡ししますので，ハガキの紛失にご注意下さい。 
◇ いったん振り込まれた一般演題申込費等はいかなる理由がありましても，返金には応じかねますの

でご了承ください。 
 

★ 一般演題の申込方法 

◇ 一般演題の申込手続きは，「メールのみ」となります。 

 ◇「一般演題申込書及び抄録原稿」提出締切日：平成20年6月 20 日(金)メールは当日必着 

  ａ．MS-Word フォーマットの「一般演題申込書及び抄録原稿ひな形」を使用した抄録原稿のみ受付け

ます。 

ｂ．「抄録原稿ひな形」（1 ページ目：一般演題申込書，2 ページ目：抄録原稿ひな形）は，日本健康科

学学会第24回学術大会ホームページ(http://www.jshs.info)の「演題申込み」画面の「抄録原稿ひな

形のダウンロード」ボタンにて，データをダウンロードして下さい。 
ｃ．この「抄録原稿ひな形」へ，抄録原稿作成要項と同様の書式にて作成して下さい。 

※作成には，MS-Word2003 (MS-Office2003) 以降のバージョンをご使用下さい。 

ｄ．文字種や図表の差し込みについては，【抄録原稿作成要領】をご参照下さい。 

ｅ．「抄録原稿ひな形」の1ページ目に，「一般演題申込書」があります。 
全ての事項を記載して下さい。2ページ目が，「抄録原稿ひな形」です。 

ｆ．ファイル名の変更について 
上記で作成した「抄録原稿ひな形」のファイル名は，「一般演題区分番号：４桁」+「演者（発表者）

氏名」へ変更して下さい。 

例）抄録ひな形.doc → 一般演題区分番号が「1101」， 

 演者（発表者）氏名が「日本太郎」の場合 → 1101日本太郎.doc 

  ｇ．メール送信の際は 

件名を「一般演題申込み」とし，上記の(ｆ)の要領にてファイル名を変更した抄録原稿ファイルを

添付のうえ，日本健康科学学会第24回学術大会事務局メールアドレス（jshs2008@eiyo.ac.jp）に，

送信して下さい。 

ｈ．4日以内に受信確認メールが届かない場合は，メールまたはFAXにて，第24回学術大会事務局へ

お問い合わせ下さい。 

 

★ 一般演題発表分野【 演題区分番号：４桁 】 

Ⅰ．健康 
１．ヘルスプロモーション 

1101：健康意識［健康尺度，健康感，健康指向，健康行動，健康情報，健康知識等］，健康予防

［健康管理，健康診断，健康度評価等］ 
1102：健康に関する統計 
1103：健康増進［健康づくり，健康日本21，ライフスタイル，休養，余暇，生きがい，QOL，



生涯教育，健康生活，セルフケア，ダンベル，不健康な生活（食べ過ぎ，飲み過ぎ，喫

煙，夜更かし），疲労，食欲，仕事，能力等］ 
1104：スポーツ医学［運動，陸上競技，水泳，体操，球技，格技，ダンス，野外等］ 
1105：運動［トレッキング，ウォーキング等］ 
1106：生活習慣病予防［疾病予防，メタボリックシンドローム，肥満，骨密度，認知証予防等］ 
1107：精神保健対策［自殺予防，活動，気分，メンタルヘルスケア，心身医学，ストレス，テ

クノストレス，精神的健康，心の癒し，いじめ，児童虐待，家庭内暴力等］ 
1108：健康と環境［気候，熱帯，気象，高温，低温，高山，宇宙，環境，森林，海，都市，農

村，衣服，スポーツウェア，廃棄物，リサイクル等］ 
1109：健康と災害・事故［交通，鉄道，航空，船舶，自動車，家庭，学校，職場，スポーツ，

安全教育，事故予防等］ 
1110：健康と芸術・旅行 [音楽，芸術，絵画，旅行等] 

２．健康産業 
1201：健康食品［サプリメント，保健機能食品，食品の機能評価・エビデンス，特別用途食品，

特定保健用食品，JHFAマーク表示許可食品，食品機能素材等］ 
1202：アンチエイジング医療［老化機構，老化防止等］ 
1203：リラクゼーション［睡眠，音楽，音楽療法，読書，温熱，温浴，温泉，クアハウス，サ

ウナ，入浴剤，アロマオイル等］ 
1204：健康機器［セルフチェック機器（電子血圧計，電子体温計，ヘルスメーター，体脂肪・

体組成計），セルフケア機器（電気治療器，マッサージ器，温熱治療器，光線治療器，低

周波治療器，酸素吸入器，ぶら下がり器），生活ヘルス機器（健康寝具，ホームサウナ，

温水洗浄便座，電動ハブラシ，健康肌着，住宅，椅子，机，浴槽：気泡），環境ヘルス機

器（空気洗浄器，加湿器，除湿器，浄水器，吸入器），体力ヘルス機器（トレーニング機

器，フィットネス機器・用具，万歩計，カロリー計，体力測定器），ビューティヘルス機

器（美顔器，日焼器，痩身用機器，エステ機器），余暇ヘルス機器（家庭用工作機器，ゲ

ートボール用品，ホームトレーニング機器，ダイビング，釣用機器），メンタルヘルス機

器（疲労度測定器，リラックス機器，睡眠導入機器），リハビリ機器・在宅ケア機器（補

聴器，脳波形，血糖値測定器，心電計），ヘルス情報機器（健康度評価システム，救急通

報システム機器），ヘルスチェックサービス（骨密度，心電図，基礎代謝量，ストレス度，

抹消血管血流状態，郵送検診等）等］ 
1205：医療機器・福祉機器［電気治療器，磁気治療器，医療器具，福祉機器，医療・福祉工学，

臨床工学，医用工学，評価，規格等］ 
1206：水・酸素関連［化粧品，美容液，浄水器，電解水生成器（アルカリイオン整水器），水

の機能表示，酸素水，酸素発生器，温泉水，水道水，ミネラルウォーター，水質基準等］ 
1207：美容［美容，化粧品，美容液，美容素材（コラーゲン，ヒアルロン酸等），美容食品，

マイナスイオン，ヨガ，エアロビクス，リフレクソロジー，マッサージ，タラソテラピ

ー，ストレッチ，レーザー治療，美容外科等] 
３．栄養 

1301：教育，子供，高齢者 
1302：管理，食事療法，NST，管理栄養士，臨床栄養師 
1303：食物アレルギー，食育 

Ⅱ．保健 
2000：地域，乳幼児，母子，老人，学校，産業，環境，保健師の役割，予防接種，国際等 

Ⅲ．医療 
3001：医療科学 [社会構造と医療需要，医療関係法規，医療制度と行政，社会保障，医療経済，

医療資源，地域医療システム，医療におけるヒューマンリレーション，医療管理，医療

における意思決定，医療政策，医療評価，リスクマネジメント，病院設備，病院建築等] 
3002：地域医療［かかりつけ医，プライマリ・ケア，チーム医療，医療連携，救急医療，災害



医療等］ 
3003：高齢者医療［認知症，寝たきり，運動障害，老人看護，終末期医療等］ 
3004：在宅医療［在宅ケア，リハビリテーション，運度療法，在宅透析等］ 
3005：医療情報［IT，コンピューター利用，情報処理，インターネット，診療録管理，個人情

報保護，診療情報管理士，医療情報技師，情報教育等］ 
3006：遠隔医療 
3007：代替医療 [東洋医学（鍼灸，漢方，薬膳，ツボ，カイロプラテック，指圧，気功），イン

ド医学，免疫療法，健康食品（抗酸化食品，免疫賦活食品，健康補助食品），ハーブ療法，

アロマセラピー，ビタミン療法，食事療法，精神・心理療法，温泉療法，酸素療法] 
3008：再生医療 [幹細胞・ES細胞，口腔領域，視聴覚，中枢神経，肝・膵・腸，血管・心臓，

骨・軟骨，皮膚，スキンバンク，移植，倫理問題，臨床試験，ガイドライン，研究用ヒ

ト幹細胞バンク，産業化] 
Ⅳ．福祉 

4000：地域，遠隔，老人，母子，児童，生活保護，障害者，老人福祉施設，ケア・マネジメン

ト，理学療法，作業療法等］ 
Ⅴ．歯科医療  

5000：矯正，虫歯，歯周病，義歯，インプラント，歯科麻酔，歯科放射線，歯科アレルギー，

口腔外科，小児，高齢者，障害者，歯科医学教育，歯科医療管理，歯科技工，歯科衛生，

歯科材料，歯科医療機器] 
Ⅵ．看護学 

6000：地域，高齢者，母性，成人，小児，精神，家族，感染，救急，看護管理，看護教育 

Ⅶ．薬学 
7000：医療薬学，プライマリ・ケア，臨床薬学，服薬指導，OTC，緩和ケア，ペインクリニッ

ク，薬学教育］ 

Ⅷ．その他 
8000： 

 
★ 発表形式 

◇ 口演 (パワーポイントのみ)  

◇ 発表時間は，1演題につき発表6分，討論2分を予定しています。詳細は追ってお知らせします。 

 
★ 一般演題の採否通知： 平成20年7月15日頃に，「メール」にてお送りいたします。 
◇ 一般演題の採否(（「採用」，「不採用」，「条件付採用」）は，学術大会プログラム委員会及び日本健康

科学学会誌編集委員会で審査のうえ，決定します。 

◇ 一般演題が「条件付」採用の際には，抄録原稿の修正をお願いする場合があります。 

◇ 一般演題が「不採用」となった場合も含めて，審査に関するお問い合わせにはお答えいたしません。 

 

 ★ 抄録原稿作成要領 （抄録原稿ひな形ダウンロード先URL：http://www.jshs.info) 

ａ．抄録の書式はＡ4版とし，下図の体裁で，縦使い，横書き，本文は2段組です。作成には，MS-Word2003 
(MS-Office2003) 以降のバージョンを用いて下さい。 

ｂ．演題名はゴシック体14ポイント，演者（発表者）・共同演者，所属および本文は明朝体12ポイン

トを用いて下さい。演題名，演者（発表者）・共同演者，所属は各行の中央に揃えて下さい。演者

（発表者）には "ふりがな" を必ず入れて下さい。下段の行にキーワードを3つ，および連絡先（所

属名・電話・Fax・メールアドレス等）を書き，上の行との間に区切り線を入れて下さい。 
ｃ．演者（発表者）には，氏名の前に，○印をつけて下さい。 
ｄ．本文は，［目的］，［方法］，［結果］，［考察］，［結論］の順で記載し，見出しはゴシック体で印字し

て下さい。 



ｅ．図表を挿入する場合は，見やすいようにご注意下さい。 

◇ 使用ソフトについて：Windows 版のみ対応可

能です 

◇ 使用できる文字種類について 

半角英数：Times New Roman， 

全角文字：ＭＳ(P)明朝体，ＭＳ(P)ゴシック体

のみとし，外字や標準外書体等，作成者のPC
に依存する文字種の使用は不可とします。 

◇ 図表の差し込みついて 

図表を差し込む場合は，余白領域に入り込まな

い様に大きさと位置を決めて下さい。 

また，差し込む図表は「元図表ファイルとリン

クされていない」事をご確認下さい。リンクさ

れていますと，本学術大会事務局側で抄録原稿

ファイルを開いた時，図表が表示されません。 

◇ 写真の差し込みついて 

特に，写真（画像ファイル）を挿入する場合は，

モノクロ印刷を行うなどして判別可能な階調と

解像度を保っている事をご確認下さい。（抄録

集はモノクロ印刷となります） 

 

■ 事前参加登録申込のご案内 
  事前参加登録頂いた場合は，参加費が1,000円割引されますので，事前にお申込ください。 
★ 事前参加登録・払込み期間 

◇ 事前参加登録・払込み締切日： 平成 20 年8 月 29 日（金）［支払期日］ 

◇ 事前登録参加費の入金確認および事前登録参加申込書の到着確認をもって，登録完了とさせて頂き

ます。上記期限までに事前登録参加費払込み・参加申込書送付を完了できなかった方は，当日受付

にて参加手続きをしてください。 
 
★ 事前登録参加費払込み 
◇ 郵便局にて，「本誌同封の郵便振替払込取扱票（日本健康科学学会第24回学術大会事務局）」に必要

事項をご記入の上，払込みください。学術大会用の払込取扱票のない方は，郵便局備え付けの郵便

振替用紙に，下記事項をご記入の上，払込みください。 
  ◇ 郵便振替（郵便局備え付け用紙へのご記入） 

振 込 先： 振込手数料は，申込ご本人のご負担にてお願いいたします。 

郵便局／口座番号： ００１７０－５－４８４２２２ 

加入者名：日本健康科学学会第24回学術大会事務局 

通信欄：金額内訳〔学会会員（事前登録）6,000 円，非学会員（事前登録）7,000 円，学生（事前登

録）1,000円，懇親会5,000円，学術大会抄録集2,000円〕，所属施設名をご記入ください。 
    ご依頼人：住所，氏名，電話番号をご記入ください。 

◇ 平成20年8 月 29 日（金）（事前登録締切日）までに，事前登録参加費をお振込ください。 

◇ 郵便局払込取扱票は1名につき1枚ご利用ください。 
◇ 振込受領証は保管の上，学術大会当日，受付にお持ちください。 

 
 



★ 事前登録 参加申込書の送付 
◇【事前登録 参加申込書】（第 24 回学術大会ホームページ http：//www.jshs.info/からダウンロード

できます）に必要事項を記入し，参加費等振込み領収書のコピーを添えて，学術大会事務局あてに

郵便またはFAXにてお送りください。（電話での申込みは受付けておりません。） 

◇ 参加申込を受付けた方には，順次，「事前参加登録手続完了ハガキ」 （学術大会当日持参）をお送

りいたします。学術大会当日は，そのハガキと引換えに「参加証」をお渡ししますので，ハガキの

紛失にご注意ください。 

◇ いったん振り込まれた参加費等はいかなる理由がありましても，返金には応じかねますのでご了承

ください。 

● 参加費 

 事前登録 

2008年8月29日まで 

当日登録 

2008年8月30日以降 

備 考 

日本健康科学学会 

会 員 

6,000円 7,000円 学会誌（学術大会抄録集）

は事前送付します 

非学会員 

一 般 

7,000円 8,000円 学会誌（学術大会抄録集）

は付きません 

学  生 1,000円 2,000円 学会誌（学術大会抄録集）

は付きません 

１） 当日，『学術大会抄録集』（日本健康科学学会会誌「Health Sciences Vol.24 No.4」平成20年9月 
発行予定， 定価 2,000円）を販売いたします。 

２） 学術大会抄録集は，本学会会員（学生会員を含む）には，事前に郵送されます。当日は配布いたしま

せんので，ご持参ください。 

● 学術大会抄録集   2,000円 
● 懇親会参加費    5,000円 
 
●日本健康科学学会第24回学術大会の「参加申込み・一般演題申込み先」，および「お問い合わせ先」 

  日本健康科学学会第24回学術大会事務局 
  〒350-0288 埼玉県坂戸市千代田 3-9-21 
  女子栄養大学 健康情報科学研究室内 (事務局長：藤倉 純子) 
  TEL/FAX：049-282-3785（平日 9:30～16:30，土日祝祭日は休み） 
  E-mail：jshs2008@eiyo.ac.jp 
    第24回学術大会ホームページ http：//www.jshs.info/ 
 

●日本健康科学学会「入会手続き」に関するお問い合わせ先 

  日本健康科学学会事務局 

  〒164-0001 東京都中野区中野2-2-3 株式会社へるす出版事業部内 
  TEL：03-3384-8037 （平日 9:30～16:30，土日祝祭日は休み） 
  E-mail：health-sci@herusu-shuppan.co.jp 
  日本健康科学学会ホームページ http://www.jshs.gr.jp/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



学術大会日程 
 

 
 
 
 

 １日目 ９月２７日（土） 

 

時 間 
ラウン

ジ 
５階 

A会場 

５階 
B会場 

５階 
C会場 

４階 

D会場 

４階 

第５会議室 

３階 

12404 

４階 

11:00 
 

 
 
 
 
 

11:00~12:30 
常任理事会 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

12:00 

12:45～12:55 
開会式 

会長、学術大会長 
プログラム委員長 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

12:00~12:50 
シンポジウム2打合

せ 

 
 
 

13:00 13:00～14:00 
基調講演 

オーダーメイドの保健指

導・栄養指導～遺伝子を踏ま

えて～ 
香川靖雄 
 

司会：金子明寛 
 

13:00～14:00 
一般演題1-B-1 
 
 
 

13:00～14:00 
シンポジウム2 

心とからだの健康科

学：子ども、高齢者、

傷病者の心のケアを

願って 
渡辺克益 
高沢謙二 

司会：名和肇 

13:00～14:00 
一般演題1-D-1 
 
 
 

13:00~13:50 
シンポジウム3打合

せ 

13:20~13:50 
特別講演1打合せ 
 

14:00 

11:00 
受付開始 

14:00～15:00 
特別講演1 
高齢者の健康と美容 
 山野正義 
 
司会：信川益明 
 
 

14:00～15:00 
一般演題1-B-2 
 
 

 
 

14:00～15:00 
シンポジウム3 
「医療機関における

機能性食品利用に向

けた臨床調査の試み」

～医薬と機能性食品

の併用の安全性と有

用性～ 
石井秀人 
高山大記 

司会：梶本修身 
 

14:00～15:00 
一般演題1-D-2 
 
 
 

14:00~14:50 
シンポジウム1打合

せ 

14:00~14:50 
シンポジウム4打合

せ 

15:00  休 憩 

15:15 15:15～16:15 
一般演題1-B-3 
 
 
 
 
 
 
 

15:15～16:15 
一般演題1-D-3 
 
 

16:15 

 15:15～16:45 
シンポジウム1 
特定健診と保健指導の義務

化の中で、健康ビジネスへの

期待 
窪寺健 

 
司会：川久保清 

16:15～16:45 
一般演題1-B-4 
 
 
 
 

15:15～16:45 
シンポジウム4 

心とからだの健康 
科学：患者の心身の痛

みを癒す緩和ケア 
鈴木勉 
小宮幸子 
井手口直子 

司会 鈴木勉 
 16:15～16:45 

一般演題1-D-4 
 
 

16:45  休 憩 

 

17:00 
 
19:00 

17:00～19:00 
懇親会 （文化表現ホール、５号館A棟２階） 

 
 



学術大会日程 
 

 

 ２日目 ９月２８日（日） 

 

時 間 
ラウンジ 
５階 

A会場 

５階 
B会場 

５階 
C会場 

４階 
D会場 

４階 

第５会議室 

３階 
12404 

４階 

 
 
 

9:00 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 9:00～9:50 
シンポジウム5 
打合せ 

9:20～9:50 
教育講演1 
打合せ 

 

 

9:00 
受付開始 

10:00 10:00～11:00 
シンポジウム5 
教育としての歯科保健 
 
 
 
司会：三木とみこ 

 
 

10:00～11:00 
一般演題2-B-1 
 
 

10:00～11:00 
教育講演1 
サプリメント・アドバ

イザーに求められる

知識・技能に即応した

教育体制のあり方 
林裕造 

岩田修二 

司会：浜野弘昭 

10:00～11:00 
一般演題2-D-1 
 
 

10:00～10:50 
シンポジウム6 

打合せ 

 

11:00 

10:40 
ランチョンセミ

ナー「無料昼食引

換券」配布 
（先着160名） 

11:00～12:00 
創立記念日特別講演 

食育の原点：香川綾の食・

栄養教育 
香川芳子 
 

司会：武藤志真子 
 
 

11:00～12:00 
一般演題2-B-2 
 
 

11:00～12:00 
シンポジウム6 
サプリメントアドバ

イザーの活性化を考

える：健康寿命 90 歳

の実現を目指して 
宗林さおり 
斉藤悠子 
関本邦敏 

司会：石田幸久 

11:00～12:00 
一般演題2-D-2 
 
 
 

11:00～11:50 
市民公開講演会 

打合せ 

 

12:00~13:00 
理事評議員会 

12:00 12:00~13:00 
ランチョンセミ

ナー(無料昼食

付) 

１F 
 

 
昼食・休憩 

 

 

 
 

 
 

13:10  
 
 
 
 
 

13:10～13:50 
日本健康科学学会 総

会 

司会：信川益明会長 

 

13:20～13:50 
教育講演2 
打合せ 

13:20~13:50 
特別講演2 
打合せ 

14:00 14:00～15:00 
一般演題2-B-3 
 
 

14:00～15:00 
特別講演2 
「健幸」という新たな

社会的価値の創造に

向けて 
 徳増有治 
 
 司会：北村昌之 

14:00～15:00 
教育講演2 
生きる力をはぐく

む介護～ダイバー

ショナルセラピー

とは～ 
芹澤隆子 
 

司会：石井八惠子 
15:00 

14:00～15:30 
市民公開講演会 

一流ホテル料理長、オリン

ピックメダリスト、医師が

教える肥満、高血圧、糖尿

病の方が楽しく健やかに

生きるための健康科学～

運動、食事、薬膳料理、漢

方医学～ 
  大島通芳 
  塚原光男 
  桑木崇秀 
 
 司会： 信川益明 
 
 

15:00～15:30 
一般演題2-B-4 
 
 
 

15:00～15:30 
一般演題2-C-1 
 
 
 

15:00～15:30 
一般演題2-D-3 
 
 
 

  

15:30 
 
 

13:10 
市民公開講演

会受付開始 

15:30～15:40 
閉会式 

実行委員長 
次期学術大会長 

 


