
「第 14回ダノン健康栄養フォーラム」 プログラム (案)  
 

共 催  公益財団法人ダノン健康栄養財団(DIJF)、社団法人日本栄養士会 

後 援  公益社団法人日本栄養・食糧学会、日本臨床栄養学会 

テーマ  【団塊の世代の食と健康】 

対 象  管理栄養士、栄養士（約 400名） 

開催日時 平成 24年 9月 8日（土） 13：00～17：15 

会 場  都市センターホテル コスモスホール（東京都千代田区平河町 2-4-1） 

 

プログラム概要                                  

 

13:00 開会挨拶 

公益財団法人ダノン健康栄養財団 理事長/ 

愛知学院大学心身科学部 学部長、教授               大澤俊彦  

    ダノンジャパン株式会社 代表取締役           ジョージ・ザリフィ 

 

13:10 基調講演（ご講演 45分、質疑応答 5分） 

座長：公益財団法人ダノン健康栄養財団 理事長/ 

愛知学院大学心身科学部 学部長、教授                 大澤俊彦 

「加齢と健康」 

(独) 国立長寿医療センター 研究所長 鈴木隆雄 

 

14:00 講演 1（ご講演 40分、質疑応答 5分） 

座長：神奈川県立保健福祉大学 学長、教授             中村丁次 

    「糖尿病と栄養」 

(独) 国立病院機構京都医療センター 臨床研究センター 

予防医学研究室長 坂根直樹 

14:45 休憩（10分） 

 

14:55 講演 2（ご講演 40分、質疑応答 5分） 

座長：昭和大学医学部 客員教授                   井廻道夫 

「腎臓病と栄養」 

日本医科大学付属病院 腎臓内科 教授 飯野靖彦 

 

15:40 講演 3（ご講演 40分、質疑応答 5分） 

座長：元関東学院大学人間環境学部健康栄養学科 教授            井上浩一 

「食物・栄養とがん」 

(独)国立がん研究センター 予防研究部長 津金昌一郎 

 

16:25 講演 4 (ご講演 40分、質疑応答 5分) 

座長：東京農業大学総合研究所 客員教授                荒井綜一 

「運動器と栄養」 

(独)国立長寿医療センター 先端医療部長 細井孝之 

17:10 閉会挨拶 

 

公益財団法人ダノン健康栄養財団 専務理事             高野俊明 

      

 

 



・東京メトロ 有楽町線、「麹町駅」半蔵門方面1番出口より徒歩4分
・東京メトロ 有楽町線・半蔵門線、「永田町駅」9b番出口より徒歩3分
※「永田町駅」からのアクセスは、 5番出口方面の先にある9b出口が便利です。
   ホテル前のプリンス通りに出られます。 
・東京メトロ 南北線、「永田町駅」9b番出口より徒歩3分
・東京メトロ 丸の内線・銀座線、「赤坂見附駅」D出口より徒歩8分
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第14回

共催 : 公益財団法人ダノン健康栄養財団、社団法人日本栄養士会
後援 : 公益社団法人日本栄養・食糧学会、日本臨床栄養学会
協賛 : ダノンジャパン株式会社
協力 : ダノンウォーターズオブジャパン株式会社

日時 ： 平成24年9月8日（土）
　　    13：00～17：15（12：30受付開始）

定員 ： 約400名

会場 ： 都市センターホテル コスモスホール
          〒102-0093 東京都千代田区平河町2-4-1
　　　　 TEL.03-3265-8211（代）

団塊の世代の食と健康団塊の世代の食と健康
13:00　開会挨拶　　　　      　　　　公益財団法人ダノン健康栄養財団 理事長／愛知学院大学心身科学部 学部長　 大澤 俊彦
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ダノンジャパン株式会社 代表取締役　 ジョージ・ザリフィ

13:10　基調講演（ご講演45分、質疑応答5分）  　座長： 公益財団法人ダノン健康栄養財団 理事長／愛知学院大学心身科学部 学部長　 大澤 俊彦
　　  「加齢と健康」　  　　　　　　　　　　　　　 独立行政法人国立長寿医療研究センター 研究所長　鈴木 隆雄

14:00　講演 1 （ご講演40分、質疑応答5分）　　  　　　　　 　　　　 　　座長： 神奈川県立保健福祉大学 学長　 中村 丁次
　　  「糖尿病と栄養」　           独立行政法人国立病院機構京都医療センター臨床研究センター 予防医学研究室長　坂根 直樹
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　14:45　  休憩（10分）

14:55　講演 2 （ご講演40分、質疑応答5分）　　  　　　　　 　　　　　　　  座長： 昭和大学医学部 客員教授　 井廻 道夫
　　  「腎臓病と栄養」　  　　　　　　　　  　　　　　　　 日本医科大学付属病院腎臓内科 教授　飯野 靖彦

15:40　講演 3 （ご講演40分、質疑応答5分）　　  　　　　 　 座長： 元関東学院大学人間環境学部健康栄養学科 教授　 井上 浩一
　　  「食物・栄養とがん」　         独立行政法人国立がん研究センターがん予防・検診研究センター 予防研究部長　津金 昌一郎

16:25　講演 4 （ご講演40分、質疑応答5分）　　  　　　　　 　　　　　座長： 東京農業大学総合研究所 客員教授　 荒井 綜一
　　  「運動器と栄養」　       　　　　　　　　　　　  独立行政法人国立長寿医療研究センター 部長　細井 孝之

17:10　閉会挨拶　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  公益財団法人ダノン健康栄養財団 専務理事　 髙野 俊明

インターネットホームページから、又はFAX03-3575-1695、ハガキでお申込み
いただけます。いずれも氏名、住所、電話番号、職業、所属を明記してください。
8月以降参加票をお送りいたします。なお、先着順で定員になり次第締め切らせて
いただきます。参加の可否は、参加票の発送をもってかえさせていただきます。

お申込方法

お申込先・お申込みに関するお問合せ先

（株）協和企画内「第14回ダノン健康栄養フォーラム」運営事務局
〒105-0004 東京都港区新橋2-20 新橋駅前ビル1号館9階
TEL.03-3574-0496 （土・日・祝日除く10：00～18：00）
FAX.03-3575-1695
ホームページアドレス http://www.danone-institute.or.jp/
※HPからの参加申込み受付は6月中旬からの予定です。

参加した管理栄養士・栄養士には
日本栄養士会生涯学習1単位の

証明書を発行



第14回 申込書

平成24年9月8日（土） 都市センターホテル コスモスホール 13：00～17：15（12：30受付開始）

お申込みありがとうございます。おって（8月以降）参加票をお送りいたします。
※1名ずつお申込み下さい。

（株）協和企画内「第14回ダノン健康栄養フォーラム」運営事務局　行

部署名

FA
X. 03-3575-1695

フリガナ

氏名

連絡先

参加票発送先ご住所・・・・・・勤務先□／自宅□  （チェックをお願いいたします）

電話番号

FAX番号

職業 医師 　・　 　　　 　・　 保健士 　・　 看護師 　・　 その他（　　　　　　　　 ）

勤務先名

住 所

備考欄

（〒　　　　ー　 　　　　）

【個人情報の取扱いについて】
ご記入頂きました個人情報は、本フォーラムのご出席者の確認に共催関係者のみで使用し、その他の第三者に提供することはありません。
使用目的達成後にはすみやかに廃棄いたします。

＊は必須項目

＊

＊

＊

管理栄養士
栄養士

お申込先・お申込みに関するお問合せ先

（株）協和企画内「第14回ダノン健康栄養フォーラム」運営事務局
〒105-0004 東京都港区新橋2-20 新橋駅前ビル1号館9階
TEL.03-3574-0496 （土・日・祝日除く10：00～18：00）
FAX.03-3575-1695
ホームページアドレス http://www.danone-institute.or.jp/
※HPからの参加申込み受付は6月中旬からの予定です。




