
日本栄養・食糧学会中部支部 

平成 27年度 第 1 回 参与会 次第 
 

日 時  平成 27年 7月 18日 (土曜日) 12：00～13：00 

場 所  静岡県立大学 一般教育棟 1階 2109教室 

出席者   津田孝範、長岡利、早川享志、早瀬和利、堀尾文彦、森田達也、西村直道、

渡辺達夫、池田彩子、和泉秀彦、大森正英、北浦靖之、合田敏尚、 

辻岡和代、三浦進司、三嶋智之、三宅義明、村上太郎、山本由喜子（参与）、 

本間一江、新井英一（事務局）（順不同）合計 21名 

 

議 題 

 

I 審議事項 

１. 平成 26年度事業報告（資料１）  （合田支部長） 

  ２．平成 26年度会計報告（資料２）  （本間会計幹事） 

  ３．平成 26年度会計監査報告（資料３）  （渡辺監事） 

  ４．平成 27年度事業計画（資料４）  （合田支部長） 

５．平成 27年度予算（資料５）   （本間会計幹事） 

６．中部支部ホームページ修正案（資料６） （新井庶務幹事） 

７．その他     

 

Ⅱ 報告事項 

    １．平成 27年度参与・代議員（資料７）  （新井庶務幹事） 

２．平成 27年度支部特別協賛団体（資料８） （新井庶務幹事） 

３．理事会報告（資料９）   （堀尾理事） 

４．その他 

 

  



          平成 26年度事業報告        （資料 1） 

１．支部大会 

（１）第 66回支部大会 

日 時  平成 26年 7月 12日（土）13時 20分から 

会 場  静岡県立大学 

内 容  受賞記念講演 

『食事誘導性の糖・脂質代謝異常の遺伝因子に関する研究』 

名古屋大学大学院 生命農学研究科   小林 美里 先生 

     公開シンポジウム「日本人の食を考える!!」 

『おいしく食べて健康づくり－出汁の有用性を考える－』 

鳥居食情報調節研究所   鳥居 邦夫 先生 

『日本人の食の特徴とエネルギー代謝』 

静岡県立大学食品栄養科学部   渡辺 達夫 先生 

『日本人における食事履歴エピゲノムマーカー研究の現状』 

山梨大学 生命環境科学部 地域食物科学科   望月 和樹 先生 

 

（２）第 67回支部大会 

日 時  平成 26年 11月 22日（土） 

会 場  静岡県立大学 

内 容  特別講演 

『小さく産んで大きく育てるのは良い事か？－成人病(生活習慣病）胎児

期発症起源説から考える－』 

早稲田大学総合研究機構 福岡 秀興 先生 

内 容  一般講演 12演題 

 

２．参与会 

（１）平成 26年度第 1回参与会 

日 時  平成 26年 7月 12日(土)  12:00-13:00 

 会 場  静岡県立大学看護学部棟 

 

（２）平成 26年度第 2回参与会 

日 時  平成 26年 11月 22日（土）  12:00-13:00 

  会 場  静岡県立大学看護学部棟 

 

  



          平成 26年度会計報告        （資料２） 

 



          平成 26年度会計監査報告      （資料３） 

 

 

  



          平成 27年度事業計画        （資料４） 

１．支部大会 

（１）第 68回支部大会 

日 時  平成 27年 7月 18日（土）13:20～ 

会 場  静岡県立大学一般教育棟 2103教室 

内 容  受賞記念講演、 

公開シンポジウム「摂食と運動をめぐる分子栄養学の展望」 

 

（２）第 69回支部大会 

日 時  平成 27年 11月 21日（土）（予定） 

会 場  静岡県立大学看護学部棟 13411教室 

内 容  特別講演、一般講演（予定） 

 

 

３．参与会 

（１）平成 27年度第 1回参与会 

日 時  平成 27年 7月 18日(土)  12:00-13:00 

 会 場  静岡県立大学一般教育棟 2109教室 

 

（２）平成 27年度第 2回参与会 

日 時  平成 27年 11月 21日（土）予定 

  会 場  静岡県立大学看護学部棟 

 

 

  



          平成 27年度予算          （資料５） 

 



      支部会ホームページの改訂について     （資料６） 

日本栄養食糧学会本部事務局より、本支部ホームページに記載されているロゴおよび

名称を修正していただきたい旨の連絡を受けました。 

 

修正箇所は下記の図になります。 

ホームページ作成会社（ちらし屋ドットコム）に問い合わせを行い、見積書を提出し

ていただきました。（次ページ） 

 

  



  

  



     平成 27年度支部参与、代議員、本部理事  （資料７） 

 

阿部稚里  三重短期大学     中島久男  日本大学 

池田彩子  名古屋学芸大学   ○★西村直道  静岡大学 

和泉秀彦  名古屋学芸大学    ★早川享志  岐阜大学 

榎本俊樹  石川県立大学    ★早瀬和利  愛知教育大学 

大澤俊彦  愛知学院大学      古市幸生  名古屋女子大学 

大森正英  東海学院大学   ☆★堀尾文彦  名古屋大学 

★小川宣子  中部大学    ★松田 幹  名古屋大学 

★小田裕昭  名古屋大学     三浦進司  静岡県立大学 

★小原章裕  名城大学     三嶋智之  岐阜医療科学大学 

○北浦靖之  名古屋大学   ○★水品善之  信州大学 

☆合田敏尚  静岡県立大学     三宅義明  東海学園大学 

斉藤慎一       村上太郎  至学館大学 

☆★下村吉治  名古屋大学    ★森田達也  静岡大学 

杉山公男        森山三千江 愛知学泉大学 

★竹内弘幸  富山短期大学    ★森脇久隆  岐阜大学 

辻とみ子  名古屋文理大学     山本由喜子 東海学園大学 

辻岡和代  桜花学園大学    ★横越英彦  中部大学 

★津田孝範  中部大学    ★横澤隆子  富山大学 

寺島健彦  常葉大学    ★渡辺達夫  静岡県立大学 

★長岡 利  岐阜大学   

 

 支部参与  39名 

 ★代議員  18名 

 ☆本部理事   3名 

 ○新参与（移動含）  3名 

 

平成 26、27年度支部役員 

支 部 長      合田 敏尚（静岡県立大学食品栄養科学部） 

副支部長      長岡 利 （岐阜大学応用生物科学部） 

支部幹事（庶務）  新井 英一（静岡県立大学食品栄養科学部） 

支部幹事（会計）  本間 一江（静岡県立大学食品栄養科学部） 

支部幹事（監査）  渡辺 達夫（静岡県立大学食品栄養科学部） 



          平成27年度支部特別協賛団体     （資料８） 

 

愛知ヨーク株式会社 

株式会社伊藤園中央研究所 

イチビキ株式会社 

大塚製薬株式会社名古屋支店 

花王株式会社ヘルスケア第一研究所 

一般社団法人日本食品安全協会 

株式会社Ｊオイルミルズ 

中部飼料株式会社 

株式会社東洋発酵 

フジ日本精糖株式会社 

ポッカサッポロフード＆ビバレッジ株式会社 

マルサンアイ株式会社 

株式会社 Mizkan Holdings 

  



            理事会報告           （資料９） 

 

理事会報告（平成 27年 7月 18日、堀尾） 

 

平成 26年度第 5回理事会 

日時：平成 27年１月 24日（土）13：30～17：00、 会場：お茶の水女子大学 

 

平成 26年度第 6回理事会 

日時：平成 27年 3月 21日（土）13：30～17：00、 会場：お茶の水女子大学 

 

平成 27年度第 1回理事会 

日時：平成 27年 4月 25日（土）13：30～17：00、 会場：お茶の水女子大学 

 

平成 27年度第 2回理事会 

日時：平成 27年 5月 13日（水）15：00～17：30、 会場：パシフィコ横浜 

 

 

平成 27年度第 3回理事会 

日時：平成 27 年 7 月 11 日（土）13：30～17:00、会場：お茶の水女子大学 

（報告事項） 

1. 第 70 回大会（神戸･西宮）進捗状況 

会期：平成 28 年 5 月 13（金）～15 日（日）  

会場：神戸ポートピアホテル、武庫川女子大学中央キャンパス 

学会本部からの事業で、新規に国際シンポジウムを 2 日目午後に開催。 

2. 第 71 回大会（沖縄）準備状況 

会期：平成 29 年 5 月 19 日（金）～21 日（日） 

会場：沖縄コンベンションセンター 

3. 第 12 回 ACN 組織委員会 

4. 利益相反（COI）委員会 

・日本栄養･食糧学会誌の COI 管理としては、可能な限り 2016 年度から施行できるように進

める。日本栄養･食糧学会誌と JNSV 誌は協調した COI 管理体制にあることが望ましいと考

える。 

・第 70 回日本栄養･食糧学会大会（2016 年、神戸）において COI 管理についての講演を実

施し、学会としてこの大会以降に COI 管理が稼動できることを目標とする。 

  



（協議事項） 

1. 代議員選挙規定改訂の件 

（現行）中央選挙管理委員と支部選挙管理委員を兼ねることはできない。 

（改訂案）中央選挙管理委員と支部選挙管理委員を兼ねることは妨げない。･･･承認 

「中央と支部の連携を強めて、代議員の選考を円滑化することが目的」 

2. 代議員選挙実施の件 

立候補･候補推薦：9 月 14 日（月）～9 月 25 日（金） 

投票（電子投票）：10 月 1 日（木）～10 月 20 日（火） 

中部支部代議員数：（現代議員数）16 名→（本年度選出代議員数）15 名 

中部支部選挙管理委員長：新井英一 

（8 月中旬）学会誌第 4 号、学会ホームページに選挙の公告、会員アドレス宛メール連絡 

3. 功労賞、学会賞、奨励賞、技術賞候補者の募集 

平成 27 年 9 月 1 日（月）までに代議員･参与宛に、推薦諸様式は学会 HP よりダウンロード。 

4. 「学生優秀発表賞」の新設･･･大学院生の優れた研究発表の奨励 

資格：学会開催時に修士、博士課程学生（学生会員）であり 30 歳未満を対象 

エントリー：大会要旨申し込み時に行い、1 指導教員で 1 名（1 題）のエントリーとする。 

審査方法：エントリー数が多い場合は学会活動強化委員会で予備審査を行い、候補者を絞る

（50 題以内）。 

候補者は従来どおりに口頭発表を行い、大会 2 日目午前から別途にポスター発表を行う。

２日目の夕方の一般講演終了後から 1 時間をポスター発表のコアタイムとする。掲示ポスタ

ーとポスター発表に基づいて理事および代議員による投票で審査する。大会 3 日目午前中に

審査結果を公表し、午後に表彰式を行う。表彰は 10 題程度とし、賞状･副賞を授与する。 

5. 「若手研究助成」の新設･･･若手研究者の育成と奨励 

助成対象：平成 28 年 3 月 31 日時点で、3 年以上の会員暦を有する正会員で、満 30 歳以下

の大学および研究機関の研究者。 

助成金額：1 件 30 万円で 2 件以内とする。 

応募方法：所定の申請書（学会 HP からダウンロード）に記入し平成 27 年 10 月 16 日（必

着）で本学会長宛に送付。また、学会誌 4 号にも掲載。 

6. 栄養・食糧学基金の助成対象者の募集 

研究分野：平成 28 年度の重点分野 ①アンチエイジングに繋がる栄養および運動に関する

研究、②摂食行動改善のための食素材の開発に関する基礎的、応用的研究 

応募方法：所定の申請書（学会 HP からダウンロード）に記入し平成 27 年 10 月 16 日（必

着）で本学会長宛に送付。また、学会誌 4 号にも掲載。 

7. 用語委員会における用語の新規収載 HP 掲載 

将来的には、用語辞典（または用語辞典から見出し語のみを抜き出した用語集）を学会 HP

上で掲載することを目指す。 

 


