
主催 日時 回数 開催場所 内　　容

平成24年
5月19日

13時30分～16時30分
1

北海道大学
保健科学研究院3-1講義室

研修会・市民公開講座
1．演題：健康食品管理士を巡る情勢と第25回健康食品フォーラム報告
　 講師：森山隆則北海道支部長（北海道大学・教授）
2．演題：健康食品の機能性と適正使用について：食ー薬間相互作用を
   　　　中心に
　 講師：渡辺一弘先生（北海道薬科大学・教授）

平成24年
11月17日

13時30分～16時30分

2 室蘭市
研修会
演題：未定
講師：未定

平成24年
5月20日

13時15分～16時15分
1

弘前大学医学部保健学科24講義室
元町キャンパス

総会・研修会・市民公開講座
1．演題：漢方医学教育について
　 講師：元村成先生
2．演題：食と健康
　 講師：櫻井映子先生（いわき明星大学・教授）
3．質問コーナー（食と健康に関する市民からの質問・応答）

平成24年
11月 2 仙台

研修会・市民公開講座
演題：未定
講師：未定

平成24年度管理士研修会
(平成24年4月1日～平成25年3月31日）

北海道

東北



平成24年
6月17日

14時～16時40分
1 東京医科歯科大学Ｍ＆Ｄタワー大講堂

総会・研修会
1.演題：欧米のサプリメントの現状（仮題）
　講師：大濱宏文先生（バイオヘルスリサーチリミテッド）
2.演題：ファイトケミカルと細胞内シグナル伝達
　講師：伊藤雅史先生（東京都長寿医療センター研究所老化機構研究チーム）
3.演題：食生活教育の立場から考える「健康食品」等の問題性
　講師：高橋久仁子先生（群馬大学・教授）

　

平成24年
7月8日

13時15分～15時50分
2

群馬大学医学部保健学科　新棟2階ミレニアム
ホール

研修会
1.演題：食品添加物における最近の動向について
　講師：武井文子先生（群馬県食品安全検査センター・次長）
2.演題：アミノ酸に関する話題
　講師：北村正樹先生（味の素製薬株式会社　関東信越支店高崎営業所　）
3.演題：食物繊維の話題
　講師：青木圭江先生（テルモ株式会社ホスピタルカンパニー営業開発学術戦略　）

平成24年
9月2日

13時～15時30分
4 信州大学医学部保健学科　311講義室

研修会
1.演題：きのこの健康効果～食材としてのきのこの機能性～
　講師：小林仁先生（ホクト株式会社　きのこ総合研究所　開発研究部）
2.演題：当院におけるＮＳＴ活動の現状と課題
　講師：山崎公久先生（ＪＡ長野厚生連北信総合病院　薬剤部）

平成24年
9月23日

13時40分～16時20分
5 宇都宮コンセーレ中会議室

研修会
1.演題：病態別栄養治療について
　講師：中久保尚先生（アボットジャパン株式会社　栄養剤製品事業部）
2.演題：食品ヒト試験の計画、手続き、実施方法とその実際
　講師：河合博成先生（アークレイブループ　からだサポート研究所　）
3.演題：オメガ3脂肪酸を機能成分とする特定保健用食品について
　講師：藤本祐三先生（日本水産株式会社　生活機能科学研究所　）

平成24年
11月3日

9時30分～11時30分
6

横浜産業貿易センター
9Ｆシンポジア

研修会・市民公開講座
1．演題：ビタミンの食事摂取基準と策定の背景
　 講師：渭原博先生（東邦大学理学部臨床検査技師課程）
2．演題：生活習慣病と食事・サプリメント
　 講師：井上浩義先生（慶應義塾大学・教授）

平成24年
12月9日 7

東京医科歯科大学Ｍ＆Ｄタワー
鈴木章夫記念講堂（２Ｆ）

研修会
演題：未定
講師：未定

関東



平成24年
5月27日

13時～16時
1

藤田保健衛生大学医学部1号館　5階
藤田500人ホール

総会・研修会
1.演題：健康食品の情報提供システム体制の構築と安全性確保
　講師：村上由希先生(京都大学大学院医学系研究科人間健康科学専攻)
2.演題：ファイトケミカルと細胞内シグナル伝達
　講師：伊藤雅史先生(東京都健康長寿医療センター研究所　老化機構研究チーム)

平成24年
10月～11月 2 未定

研修会
演題：未定
講師：未定

平成24年
9月2日

14時～17時
1

神戸学院大学ポートアイランドキャンパス
Ｂ棟203教室

臨時総会・研修会
詳細は未定

平成25年
3月24日

14時～17時
2 関西大学千里山キャンパス

総会・研修会
演題：未定
講師：未定

平成24年
7月7日

13時～16時30分 1
岡山大学大学院保健学研究科301大講義室
サテライト会場
　　　山口大学、廿日市市（山陽女子短期大学）

総会・研修会・市民公開講座
1．演題：食の安全基準と管理基準
　　講師：唐木英明先生（倉敷芸術科学大学・学長）
2．演題：健康食品よりも健康食？
　　講師：長村洋一理事長（鈴鹿医療科学大学・教授）
3．演題：ぶどうを使った機能性素材開発の取り組み
　　講師：益岡典芳先生（岡山理科大学・教授）

平成24年
11月10日又は

12月8日 2
山口
サテライト会場
岡山、広島、他

研修会
演題：未定
講師：未定

中部

近畿

中国



平成24年
6月30日

13時～16時20分
1

香川県高松市・高松シンボルタワー
国際会議場

学術総会・市民公開講座（四国支部・本部）
1.演題：健康食品で命を落とさないように
　講師：長村洋一理事長（鈴鹿医療科学大学・教授）
2.演題：食品リスクとメディア情報の読み解き方
　講師：小島正美氏（毎日新聞社　生活家庭部編集委員）
3.演題：食べ物と健康との関わりの歴史
　講師：柴田克己先生（滋賀県立大学・教授）

平成24年
７月15日

13時～16時
2 高知学園短期大学　７号館２階大ホール

総会・研修会
1.演題：近森病院ＮＳＴの実際と補助食品の役割
　講師：真壁昇先生（近森病院栄養サポートセンター科長・美作大学大学院准教授）
2.演題：高知赤十字病院の糖尿病チーム活動～糖尿病療法士としての取組～
　講師：門脇桂子先生（高知赤十字病院　臨床検査技師・糖尿病療法士）

平成24年
　11月

3 愛媛県
研修会・市民公開講座
演題：未定
講師：未定

平成24年
7月16日

13時～16時50分 1 南九州大学　宮崎キャンパス本館2階　大講義室

総会・研修会・市民公開講座
1.演題：アレルゲンを低減した食品の開発
　講師：中瀬昌之先生（南九州大学・准教授）
2.演題：食品中の機能性成分の生体調節機構
　講師：水光正仁先生（宮崎大学・教授）

平成24年
11月頃 2 福岡市

研修会
演題：未定
講師：未定

平成24年
10月7日
13時～

1 浦添市てだこホール　市民交流室

研修会・市民公開講座（沖縄支部・本部）
1．演題：食の安全安心をどうとらえるべきか（仮題）
　 講師：長村洋一理事長（鈴鹿医療科学大学･教授）
2．演題：未定
　 講師：鎌田靖弘先生（沖縄県工業技術センター・食品・化学研究
         班・主任研究員）
　

平成24年
12月又は1月 2 浦添市てだこホール　市民交流室

研修会・市民公開講座
1．演題：医薬品と健康食品（仮題）
　　講師：平野和行副理事長（岐阜薬科大学･教授）
2．演題：臨床現場からの報告（仮題）
　　講師：玉城浩先生（ウェルライフクリニックたまき内科・院長）

四国

九州

沖縄



平成24年
6月8日

16時～19時
1

三重県総合文化センター
第9会場大会議室

研修会・市民公開講座
1.演題：医療費削減にとっての食情報に精通することの利点は何か
　講師：社）日本食品安全協会理事長　鈴鹿医療科学大学教授　　　長村　洋一先生
2.演題：健康食品管理士としての実践活動を通じて　Ｐａｒｔ．1
　講師：前　県立沖縄中部病院　技師長　中程　昭子先生
3.演題：健康食品管理士としての実践活動を通じ　Ｐａｒｔ．2
　講師：前　富士市立中央病院　診療技術部部長　渡辺　数由先生
4.演題：健康食品管理士としての実践活動を通じ　Ｐａｒｔ．3　～管理栄養士の立
場から～
　講師：四日市社会保険病院　栄養課課長　　中東　真紀先生

平成24年
6月30日

13時～16時20分
2

高松市
高松シンボルタワー国際会議場

学術総会・研修会・市民公開講座
1．演題：健康食品で命を落とさないように
　　講師：長村洋一理事長（鈴鹿医療科学大学・教授）
2．演題：食品リスクとメディア情報の読み解き方
　　講師：小島正美氏（毎日新聞社・生活家庭編集委員）
3．演題：食べ物と健康との関わりの歴史
　　講師：柴田克己先生（滋賀県立大学・教授）

平成24年
7月14日

13時～16時15分
3 東京医科歯科大学　5号館4階講堂

研修会・市民公開講座
1.演題：日本食品安全協会が認定する健康食品管理士とその社会的責任
　講師：長村洋一理事長（鈴鹿医療科学大学・教授）
2.演題：食品成分の機能性研究とその意義
　講師：大澤俊彦先生（愛知学大学　心身科学部長・教授）
3.演題：健康食品とお薬の情報発信
　講師：小出哲朗先生（桑名市民病院　薬剤部）
4.演題：健康食品管理士としての活動を振り返って
　講演：仲程昭子先生（健康食品管理士会沖縄支部）

平成24年
8月25日

13時30分～16時
4 名古屋国際センター　別棟ホール

研修会・市民公開講座
1.演題：がんの診断で臨床検査技師はどんな活躍をしているか
　講師：寺平良治先生（藤田保健衛生大学・教授）
2.演題：あなたの胃がんの危険度がかんたんにわかるＡＢＣ健診とは
　講師：足川達也先生（栄研化学株式会社　学術部）
3.演題：現代医学で明らかになってきた「がんにならないための食生活」
　講師：長村洋一理事長（鈴鹿医療科学大学・教授）

本部




