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8 月 6 日（日）、7 日（月）の二日間、パシフィコ横浜にて開催！

25 を超える注目の演題から新プロジェクト発足の発表まで
栄養界の最新を凝縮して、「全国栄養士大会」を開催

公益社団法人 日本栄養士会（東京都港区、代表理事会長：小松 龍史）は、8 月 4 日を「栄養の日」、
8 月 1 日〜7 日を「栄養週間」と制定したことにともない、平成 29 年度全国栄養士大会をリニューアルし、
平成 29 年 8 月 6 日（日）、7 日（月）の二日間、管理栄養士・栄養士および管理栄養士・栄養士養成校
の学生を対象に、およそ 1,700 名の来場をもって、開催します。

主なニュース・コンテンツ
学会では聞けない!? 最新、最先端の実践情報が満載
臨床栄養、食育、健康経営、公衆栄養、福祉栄養、研究教育、地域包括ケア、災害支援、スポーツ栄養と、
管理栄養士・栄養士の活動分野を網羅する講演、演習、事例共有をはじめ、企業のスポンサードによるセ
ミナー、展示ブースの展開など、最新、最先端の実践情報を中心としたラインナップが特徴です。詳しく
は、別紙プログラムをご確認ください。

「KNK プロジェクト」を発足、エビデンスの再構築を
現代の多様化する食・栄養課題に対して、エビデンスに基づいた正しい情報を発信し、人々の適切な食生
活の実現に努めることを目的として、国立健康・栄養研究所（K）、日本栄養士会（N）、神奈川県立保健福
祉大学（K）の三者で協働することとしてプロジェクトを発足しました。全国栄養士大会では、
「科学的根
拠に基づく管理栄養士・栄養士の活動」と題し、その代表者による鼎談のほか、今年度は「現代人の低栄
養」に課題を設定、若年女性、高齢者分野の専門講師をお招きします。

高円宮妃久子殿下にご臨席いただき、記念式典を開催
「栄養の日」の制定を記念して、8 月 7 日（月）には、第 1 回栄養の日記念式典（全国栄養改善大会）を
開催します。当日は、高円宮妃久子殿下にご臨席いただき、お言葉をいただき、厚生労働大臣表彰並びに
日本栄養士会表彰を執り行います。

詳細につきましては、日本栄養士会ホームページをご参照ください。

https://www.dietitian.or.jp/84/2017/1.html
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「全国栄養士大会」について
平成 17 年度より開催しています「全国栄養士大会」は、全国の管理栄養士・栄養士、養成校学
生らが一堂に会し、管理栄養士・栄養士が一致して取り組むべき課題を協議、対応や実践の方法
を共有することを目的として開催します。今回は、
「国民に寄り添う管理栄養士・栄養士の姿」を
テーマに開催します。全国栄養改善大会では、栄養改善活動に功績のあった方々を表彰し、後進
の励みと活動目標としていただくために、厚生労働大臣表彰並びに日本栄養士会表彰を執り行い
ます。両日にわたり展示会を併設し、食品、栄養業界における新製品と最新サービスなど、業界
動向を知る場を提供します。
＜期間＞
平成 29 年 8 月 6 日（日）
、7 日（月）
＜場所＞
パシィフィコ横浜 会議センター（神奈川県横浜市西区みなとみらい 1-1-1）
＜主催＞
公益社団法人 日本栄養士会
＜共催＞
公益社団法人 神奈川県栄養士会、一般社団法人 全国栄養士養成施設協会（栄養の日記念式典（平
成 29 年度全国栄養改善大会））
＜テーマ＞
「国民に寄り添う管理栄養士・栄養士の姿」
＜日程・プログラム＞
● 平成 29 年 8 月 6 日（日）10:30～17:30
【臨床栄養】
・講演「地域における食支援 ―なにをどう食べるかを地域で共有するために―」／菊谷 武（日
本歯科大学教授・口腔リハビリテーション多摩クリニック院長）
・講演「ＣＫＤにおけるサルコペニア・フレイルの実態と対策」／加藤明彦（浜松医科大学医学
部附属病院血液浄化療法部部長・病院教授（腎臓内科）
）
・講演「様々ながん病態における栄養管理のシフトチェンジ」／比企直樹（（公財）がん研究会
有明病院外科部長）
【食育】
・シンポジウム「学校給食の知らない世界 ～この一食に、伝えたい歴史と世界、想いがある
～」／座長：柵木嘉和（
（公社）日本栄養士会理事）
、シンポジスト：高吉裕士（（公社）沖縄
県栄養士会学校健康教育職域組織代表者）、外国語指導助手（2 名）
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【健康経営】
・講演「健康経営とヘルスリテラシー ～職域ヘルスプロモーションのトレンド～産業医 Dr.福
田が現場栄養士に期待すること」／福田 洋（順天堂大学医学部総合診療科准教授）
【公衆栄養】
・講演「健康寿命の延伸の実現に向けて ～地域の栄養・食生活をマネジメントするための行政
栄養士の視点について～」／武見ゆかり（女子栄養大学栄養学部教授）
・セッションⅠ「地域にわたる和食を切り口とした食育ネットワークづくり（仮）」／酒井治子
（東京家政学院大学教授）
・セッションⅡ「健康づくりを支援する食環境整備～事例から学ぶ～」
／コーディネーター：石川みどり（国立保健医療科学院生涯健康研究部上席主任研究官）、事
例発表（3 事例）
：福井文枝（岡山市保健所健康づくり課）、辻井博美（静岡県西部健康福祉セ
ンター健康増進課）
、小林秀子（長野県佐久保健福祉事務所健康づくり支援課）
【福祉栄養】
・講演「経口移行、維持を円滑に進めるためには～在宅療養で求められる食事とは～」／阿部仁
子（日本大学歯学部摂食機能療法学講座准教授）
・
「スマイルケア食』の取組について」／横島直彦（農林水産省食料産業局食品製造課長）
【研究教育】
・講演「実践を研究や教育にどのように繋げるか」／伊藤正江（至学館大学健康科学部栄養科学
科准教授）
【地域包括ケア】
・講演「地域包括ケアシステムの中で管理栄養士が求められていること」／濱田美紀（（公社）
大分県栄養士会理事・介護保険総合福祉センターメルヘン）
・
「地域ケア会議を体験しよう！」～地域ケア会議における助言者としての管理栄養士の役割～
／水野三千代（埼玉県和光市コミュニティケア会議外部管理栄養士）
・地域で活躍する管理栄養士・栄養士が作成した媒体の展示紹介・販売
・講義「在宅栄養管理のための NCP（栄養ケアプロセス）の考え方、導入方法」
・演習「NCP の考え方に基づいた地域ケア会議での報告方法」／石長孝二郎（広島女学院大学人
間生活学部管理栄養学科教授）
、片桐義範（福岡女子大学国際文理学部食・健康学科教授）
【災害支援】
・
「災害時における JDA-DAT の活動 ～あのとき何をしたか・これから何をすべきか～」／笠岡
（坪山）宜代（国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所 国立健康・栄養研究
所 栄養疫学・食育研究部食事摂取基準研究室長）
、下浦佳之（
（公社）日本栄養士会理事）
【スポーツ栄養】
・
「スポーツ栄養と油」／座長：鈴木志保子（
（公社）日本栄養士会理事・神奈川県立保健福祉大
学保健福祉学部栄養学科教授）
、渡邉愼二（日清オイリオグループ（株）中央研究所 油脂健
康機能研究グループ 主管）
、柳本賢一（日本水産（株）生活機能科学研究所 主任研究員）
・講演「国際基準のスポーツ栄養ガイドライン「栄養とアスレティックパフォーマンス」 ～栄
養と食事のアカデミー（前アメリカ栄養士会）・アメリカスポーツ医学会・カナダ栄養士会の

Press Release
共同見解～」／鈴木いずみ（順天堂大学スポーツ健康科学部協力研究員）／斉藤裕子（株式会
社ドーム）
・講演「アスリートへの水分補給の考え方 ～プロの技を磨く水分・電解質補給の深い話～」／
鈴木 志保子（
（公社）日本栄養士会理事・神奈川県立保健福祉大学保健福祉学部栄養学科教
授）
【生活習慣病の発症予防・重症化予防】
・講演「野菜の健康効果と野菜を上手に摂る提案」／三浦理代（女子栄養大学名誉教授）
、相澤
宏一（カゴメ株式会社イノベーション本部自然健康研究部）
・講演「キウイフルーツの健康効果 ～その機能性と可能性～」／西山一朗（駒沢女子大学人間
健康学部教授）
【食と栄養に関する基礎知識】
・講演「食を楽しむ、おいしく食べる～シニアの食事摂取を考える～」（仮）／香川靖雄（女子
栄養大学副学長）
、笹野高嗣（東北大学大学院歯学研究科口腔診断学分野教授）、坂井信之（東
北大学大学院文学研究科心理学研究室教授）
【展示会】
（10:00～18:00）
テーマ：
「食品、栄養業界における新製品と最新サービス」
協力：一般社団法人日本能率協会
●平成 29 年 8 月 7 日（月）10:00～16:30
【第 1 回栄養の日記念式典（平成 29 年度全国栄養改善大会）】
（10:00～11:30）
・主催者･共催者挨拶：日本栄養士会会長、全国栄養士養成施設協会会長
・お言葉：高円宮妃久子殿下
・表彰式：厚生労働大臣表彰（栄養改善事業功労者・栄養士養成功労者・栄養指導業務功労者・
特定給食施設）
、
（公社）日本栄養士会表彰（栄養改善功労賞・奨励賞、会長表彰（50 年業務
貢献者・25 年業務貢献者）
、都道府県栄養士会感謝状）
【鼎談】
・
「科学的根拠に基づく管理栄養士・栄養士の活動」
中村丁次（神奈川県立保健福祉大学学長）、阿部圭一（国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄
養研究所国立健康・栄養研究所理事兼所長）
、小松龍史（公益社団法人日本栄養士会会長）
【講演】
・
「現代人の低栄養」／座長：木戸康博（
（公社）日本栄養士会理事・金沢学院大学教授）
～若い女性の栄養と次世代の健康～／福岡秀興（早稲田大学ナノライフ創新研究機構招請研究
員・千葉大学客員教授）
～高齢者の栄養を考える－現状と課題－～／鈴木隆雄（桜美林大学老年学総合研究所所長・大
学院教授）
・
「水野裕子と学ぶ個人情報管理と職業倫理」／座長：斎藤トシ子（（公社）日本栄養士会理
事・新潟医療福祉大学教授）
、講師：早野貴文（弁護士）
、聞き手：水野裕子（タレント）
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【学生向けシンポジウム】
・講演「スポーツ栄養 過去の世界大会での食環境について」／鈴木志保子（（公社）日本栄養
士会理事・神奈川県立保健福祉大学保健福祉学部栄養学科教授）
、関根豊子（（株）LEOC スポ
ーツ栄養事業企画部公認スポーツ栄養士）、中村みどり（シダックス（株）品質管理・アレル
ギー対策室）
、高橋文子（エームサービス（株）関連事業本部）
【展示会】
（9:00～17:00）
テーマ：
「食品、栄養業界における新製品と最新サービス」
協力：一般社団法人日本能率協会
＊演題は仮題も含みます
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公益社団法人 日本栄養士会について
（公社）日本栄養士会は、管理栄養士・栄養士により組織された職能団体です。食の営みのよ
ろこびの中、自己実現を求め、健やかによりよくともに生きるという人びとの願いに応えること
を目的に、都道府県栄養士会と連携・協力して、さまざまな事業を行っています。管理栄養士・
栄養士は、栄養と食の専門職として、科学と専門的応用技術に基づく「栄養の指導」によって、
人びとの健康を守り、向上させることを主な使命としており、健康づくりや生活習慣病の予防、
重病化予防に取り組んでいます。
（公社）日本栄養士会では、適正な食生活を支援する制度の整備
などに取り組むことを通じて、人びとの食環境の整備を推進するとともに、健康づくりに貢献す
る管理栄養士・栄養士の資質の向上を図るための生涯教育、地位・身分の向上や、さらに国際貢
献なども行っています。

日本栄養士会ホームページ

https://www.dietitian.or.jp/

【照会先】
公益社団法人 日本栄養士会 企画広報室
東京都港区新橋 5-13-5 新橋 MCV ビル 6F
（代表電話）03（5425）6555／（E-mail）kikaku-koho@dietitian.or.jp

