
ＮＲ資格の更新に必要な研修等として 

研究所が認定する研修会の紹介 

 

研修会等名：ＴＯＫＹＯヘルスコレクション２０１２ Ｔ－１８ 

      「消費者が望むこれからの健康食品とアドバイザリースタ 

ッフの役割」 
 

  独立行政法人国立健康・栄養研究所認定栄養情報担当者認定規程第８条に定める「認定資格

の更新」に必要な単位として１単位を付与する研修会等であることを下記のとおり認めるもの

であります。本セミナーの受講等の手続きに関しては、日本食品保健指導士会事務局にお問い

合せ下さい。 

 

記 

 

主   催  日本食品保健指導士会 

 

日時、場所、演題  

 平成２４年３月１６日（金） １０：１０～１１：１０ 

 東京ビッグサイト（東京都江東区）  

 

 講演「消費者が望むこれからの健康食品とアドバイザリースタッフの役割」 

 全国消費者団体連絡会 事務局長 阿南 久 氏 

 

受 講 料 １，０００円（他入場料あり） 

 

    ＮＲの参加、問い合わせ先 

 詳細は下記でご確認下さい 

    日本食品保健指導士会ホームページ 

http://www.jfqao.jp/ 

お問い合わせ先 

  日本食品保健指導士会事務局 

  電話   03-3268-3160 

 FAX  03-3268-3136 

 メール info@jfqao.jp 

 

 
 
 
 
 

http://www.jfqao.jp/
mailto:info@jfqao.jp


ＮＲ資格の更新に必要な研修等として 

研究所が認定する研修会の紹介 

 

研修会等名：ＡＩＦＮオープンカレッジセミナー 

      「β－グルカン素材情報と免疫の話題」 
 

  独立行政法人国立健康・栄養研究所認定栄養情報担当者認定規程第８条に定める「認定資格

の更新」に必要な単位として２単位を付与する研修会等であることを下記のとおり認めるもの

であります。本セミナーの受講等の手続きに関しては、ＡＩＦＮ（アイファン）事務局にお問

い合せ下さい。 

 

記 

 

共   催  一般社団法人国際栄養食品協会（ＡＩＦＮ） 

       β－グルカン協議会 

日時、場所、演題  

 平成２４年３月９日（金） １３：００～１６：４０ 

 大阪産業創造館（大阪市中央区）  

 第１部 講演「ＥＵの一般健康強調表示結果及び免疫能表示に対する考え方」 

     一般社団法人国際栄養食品協会 専務理事 末木 一夫 氏  

 第２部 講演「大麦・発酵ベータグルカンの機能性とその利用」 

     株式会社ＡＤＥＫＡ 新規事業推進室 石川 京子 氏 

第３部 講演「β-1,3-グルカン高含有キノコ「ハナビラタケ」の生理機能」 

     ユニチカ株式会社 生活健康事業部 木村 隆 氏 

 第４部 講演「大量生産型β－グルカン素材 －β－グルカンオリゴ－」 

     群栄化学工業株式会社 開発センター 食品開発グループ 鎌田 直 氏 

 第５部 講演「パン酵母β-1,3／1,6-グルカン「ＢＢＧ」のアレルギー症状緩和・整腸 

・免疫賦活効果」 

     オリエンタル酵母株式会社 研究統括部 酵母機能開発室 糟谷 健二 氏 

第６部 講演「黒酵母由来β-1,3-1,6-グルカン「アクアβ」の生理機能」 

     ダイソー株式会社 Ｒ＆Ｄ本部新事業推進部 鈴木 利雄 氏 

 第７部 講演「黒酵母由来β-1,3-1,6-グルカンの機能性」 

     高知大学総合科学系生命環境医学部門 農学部 教授 永田 信次 氏 

受 講 料  会員２，０００円、非会員３，０００円 

 

    ＮＲの参加、問い合わせ先 

 詳細は下記でご確認下さい 

    ＡＩＦＮホームページ http://www.aifn.org/ 

お問い合わせ先 

  ＡＩＦＮ（アイファン）事務局 

  電話 03-6365-0424（平日10:00～17:00）FAX  03-3348-7515 



ＮＲ資格の更新に必要な研修等として 

研究所が認定する研修会の紹介 

 

研修会等名：日本健康科学学会「健康フォーラム」 

      「健康食品の役割と有効活用に向けた課題、展望」  
 

  独立行政法人国立健康・栄養研究所認定栄養情報担当者認定規程第８条に定める「認定資格

の更新」に必要な単位として２単位を付与する研修会等であることを下記のとおり認めるもの

であります。本シンポジウムの受講等の手続きに関しては、下記問い合わせ先にお問い合せ下

さい。 

 

記 

                                                   

主   催  日本健康科学学会 

 

日   時    平成２４年３月１４日（水） １０：１０～１６：２５ 

       平成２４年３月１５日（木） １０：１０～１７：００ 

       平成２４年３月１６日（金） １０：１０～１６：５０ 

 

会   場  東京ビッグサイト東６ホール（東京都江東区） 

 

演題・講演者 

平成２４年３月１４日（水） 

（１）１０：１０～１１：１０ 

   演題「現代のビタミン・ミネラル欠乏とサプリメントの役割」 

   (医)健康院 高輪メディカルクリニック院長 

東海大学医学部抗加齢ドッグ 教授 久保 明 氏 

（２）１１：２０～１２：２０ 

   演題「栄養士・管理栄養士のための臨床薬理学の基礎と相互作用」 

   武庫川女子大学薬学部 教授 篠原 和正 氏 

（３）１２：３０～１３：３０ 

   演題「加齢と栄養の関係を科学する」 

   加齢・栄養研究所 所長 木村 修一 氏 

（４）１４：５０～１５：５０ 

   演題「ロコモティブシンドローム対策の重要性とサプリメント活用の意義」 

   慶應義塾大学医学部医学総合センター 講師 岩本 潤 氏 

（５）１５：５５～１６：２５ 

   演題「超高齢化社会におけるサプリメントアドバイザリースタッフの役割と健康 

増進への健康食品の応用」 

   日本健康科学学会 理事長 信川 益明 氏 

平成２４年３月１５日(木) 

（１）１０：１０～１１：１０ 



   演題「ビタミンＤの新たな健康機能と効果的な活用法」 

   満尾クリニック 院長 満尾 正 氏 

（２）１１：２０～１２：２０ 

   演題「個人特性と栄養アセスメント ～トクホ・サプリメントの効果」 

   静岡県立大学食品栄養科学部 教授 合田 敏尚 氏 

（３）１２：３０～１３：３０ 

   演題「スポーツ・フィットネスの指導者が知っておきたい栄養・サプリメントの 

基礎と応用」 

   名古屋大学大学院生命農学研究科 教授 下村 吉治 氏 

（４）１３：３５～１４：４０ 

特別シンポジウム「健康情報発信のあり方とサプリメントの課題」 

コーディネーター 日本健康科学学会 理事長 信川 益明 氏 

パネリスト 毎日新聞生活報道部 編集委員 小島 正美 氏 

      日経ＢＰ社ライフスタイル局 プロデューサー 西沢 邦浩 氏 

      (独)国立健康・栄養研究所 情報センター長 梅垣 敬三 氏 

（５）１４：５０～１５：５０ 

   演題「スポーツサプリメントの種類と目的別の有効活用法」 

   順天堂大学スポーツ健康科学部 准教授 鈴木 良雄 氏 

（６）１６：００～１７：００ 

   演題「変形性膝関節症におけるサプリメント活用の意義と今後の課題」 

   順天堂大学医学部 教授 長岡 功 氏 

平成２４年３月１６日(金) 

（１）１０：１０～１１：１０ 

   演題「コラーゲン摂取の意義と効果的な活用法」 

   城西大学薬学部 教授 真野 博 氏 

（２）１１：２０～１２：２０ 

   演題「時間栄養学を栄養指導にこう生かす」 

   女子栄養大学 副学長 香川 靖雄 氏 

 

参 加 費  有料（金額等は下記にお問い合わせ下さい。） 

 

    ＮＲの参加、問い合わせ先 

 詳細は下記でご確認下さい。 

 日本健康科学学会ホームページ 

  http://www.jshs.gr.jp/ 

 

  お問い合わせ先 

  日本健康科学学会 事務局 中村 順子 

〒151-0051東京都渋谷区千駄ヶ谷2-9-9 ㈱大伸社内 

電 話 ０３－６８６３－３６１０ 

ＦＡＸ ０３－３４０５－０６５３ 

メール health-sci@daishinsha.jp 

http://www.jshs.gr.jp/
mailto:health-sci@daishinsha.jp


ＮＲ資格の更新に必要な研修等として 

研究所が認定する研修会の紹介 

 

研修会等名：ＮＲ協会主催 講習会 
 

  独立行政法人国立健康・栄養研究所認定栄養情報担当者認定規程第８条に定める「認定資格

の更新」に必要な単位として各４単位を付与する研修会等であることを下記のとおり認めるも

のであります。本講演の受講等の手続きに関しては、下記問い合わせ先にお問い合せ下さい。 

 

記 

                                                   

主   催 栄養情報担当者（ＮＲ）協会 

 

日時、場所（開催数５回） 

１．名古屋会場 

平成２４年 ２月 ４日（土） １３：００～１６：３０ 

  名城大学名駅サテライト（名古屋市中村区） 

  第一部「食と薬の相互作用－サプリメントのエビデンスを中心に－」 

     名城大学薬学部 医薬品情報学 准教授 大津 史子 氏 

  第二部「健康食品を取り巻く最近の話題」 

     国民生活センター 商品テスト部 部長 宗林 さおり 氏 

   

２．東京会場 

平成２４年 ２月２６日（日） １３：００～１６：３０ 

  独立行政法人国立健康・栄養研究所（東京都新宿区） 

  第一部「薬とサプリの相互作用」 

     医薬情報研究所／㈱エス・アイ・シー 堀 美智子 氏 

  第二部「最近の健康食品の相談事例、消費者に対しての啓蒙」（仮題） 

     公益社団法人日本消費生活アドバイザー・コンサルタント協会 大道 不二子 氏 

  

３．東京会場 

平成２４年 ３月 ３日（土） １３：００～１６：３０ 

  独立行政法人国立健康・栄養研究所（東京都新宿区）  

  第一部「アドバイザリースタッフの情報提供ツールの活用について」（仮題） 

     慶應義塾大学薬学部 創薬物理化学講座 教授 金澤 秀子 氏 

  第二部「東洋医学における養生法に学ぶ生活習慣病予防」 

     北里大学薬学部 生薬学教室 教授 小林 義典 氏 

 

４．福岡会場 

平成２４年 ３月 ４日（日） １３：００～１６：３０ 

  福岡県立ももち文化センター（福岡市早良区） 

 



  第一部「健康食品の安全性確保 －医薬品との相互作用を中心に－」 

     国立健康・栄養研究所 情報センター長 梅垣 敬三 氏 

  第二部「健康情報を読み解くための統計学」 

     九州大学医学系学府 環境社会医学専攻 准教授 中島 直樹 氏 

 

５．大阪会場 

  平成２４年 ３月１０日（土） １３：００～１６：３０ 

  大手前栄養学院（大阪市中央区）  

第一部「健康診断結果を健康維持にどう利用するか」 

京都大学大学院 医学研究科 教授 斉藤 邦明 氏 

第二部「健康食品を取り巻く最近の話題」 

国民生活センター 商品テスト部 部長 宗林 さおり 氏 

 

参 加 費  ＮＲ協会会員 １，０００円、ＮＲ（一般）５，０００円 

 

    ＮＲの参加、問い合わせ先 

 詳細は下記でご確認下さい 

 ＮＲ協会ブログ 

  http://d.hatena.ne.jp/nr4u/ 

  お問い合わせ先 

  栄養情報担当者（ＮＲ）協会 事務局（国立健康・栄養研究所内） 

  電 話  ０３－３２０３－５７２１ 

  ＦＡＸ  ０３－３２０２－３２７８ 

  メール  info@nr4u.net 

  上記ホームページからお申し込み下さい。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ＮＲ資格の更新に必要な研修等として 

研究所が認定する研修会の紹介 

 

研修会等名：第８９回日本栄養・食糧学会関東支部会シンポジウム 

      「骨・ミネラルの最近の話題」  
 

  独立行政法人国立健康・栄養研究所認定栄養情報担当者認定規程第８条に定める「認定資格

の更新」に必要な単位として２単位を付与する研修会等であることを下記のとおり認めるもの

であります。本シンポジウムの受講等の手続きに関しては、下記問い合わせ先にお問い合せ下

さい。 

 

記 

                                                   

主   催  公益社団法人日本栄養・食糧学会 関東支部会 

 

日時、場所、演題                                                               

 平成２４年３月１０日（土） １３：３０～１７：１０ 

 国立健康・栄養研究所 共用第一会議室（東京都新宿区）  

 

 第１部 講演「骨恒常性における局所カルシウム輸送の意義」 

     長崎大学大学院 医歯薬総合研究科 助教 増山 律子 氏 

 第２部 講演「日本の食生活におけるヨウ素、セレン、クロム、モリブデン」 

     関西大学 科学生命工学部 教授 吉田 宗弘 氏 

第３部 講演「日本人のリン・カルシウム摂取と骨の健康」 

     女子栄養大学 給食・栄養管理研究室 助教 伊藤 早苗 氏 

 第４部 講演「コラーゲンペプチド由来オリゴペプチドによるマウスの骨・関節への 

作用」 

     城西大学 薬学部 教授 真野 博 氏 

 

参 加 費  １，０００円(学生無料) 

 

    ＮＲの参加、問い合わせ先 

 詳細は下記でご確認下さい 

  お問い合わせ先 

  国立健康・栄養研究所 食品保健機能研究部 石見佳子 

  電   話 ０３－３２０３－８０６３ 

  ファックス ０３－３２０５－６５４９ 

  メールアドレス ishimi@nih.go.jp 

（参加の事前申込みは不要です。） 

 

 


