日本脂質栄養学会第18回大会予告
全体テーマ：「これからの脂質栄養 ― 日本人の健康を目指して ―」

日本脂質栄養学会第１８回大会を次のとおり開催いたします。会員の皆様には、多数のご参加をいただきた
く、謹んでご案内とお願いを申し上げます。
日本脂質栄養学会第18回大会
大会長： 島﨑 弘幸
（人間総合科学大学 教授）
記
１．会 期： 平成２１年９月４日（金）～５日（土）
２．会 場： コクヨホール （＋多目的ホール）
〒108-8710 東京都港区港南１－８－３５
TEL：03-3450-3712、FAX：03-3450-3741
URL: http://www.kokuyo.co.jp/showroom/hall/
（会場へのアクセス：ＪＲ品川駅東口より徒歩約２分）
３．実行委員会
委員長（大会長）：島﨑弘幸、 副委員長：小林哲幸
委 員：岩本茂夫、鎌田正純、川端輝江、白石弘美、米久保明得
大会本部（実行委員会事務局）
人間総合科学大学 人間科学部 健康栄養学科
実行委員長 島﨑 弘幸
〒339-8539 さいたま市岩槻区馬込１２８８
TEL：048-749-6111(ex. 311)、FAX：048-749-6111
e-mail: shimaアットマーク（＠）human.ac.jp
４．プログラム
第１日目 ９月４日（金）午前の部
開会の辞
９：２５ ～ ９：３０
① 一般演題（口頭発表）
９：３０ ～ １１：１５
一般演題（ポスター）*
１１：３０ ～ １２：１５
② 編集委員会 **
１１：３０ ～ １２：００
③ 評議員会 **
１２：１５ ～ １３：００
（ * 多目的ホールA, **多目的ホールBにて開催 ）
（昼 食）
１２：１５ ～ １３：００
第１日目 ９月４日（金）午後の部
① 総 会
ランズ賞・受賞講演(予定)

１３：００ ～ １４：００

② 特別講演 I
１４：００ ～ １５：００
演者： Prof. Philip C. Calder
(Institute of Human Nutrition, Southampton General Hospital, University of Southampton,
Southampton, UK)
演題（予定）：Polyunsaturated fatty acids, inflammation, and inflammatory diseases.
③ 特別講演 II
１５：１０ ～ １６：００
演者： 奥山治美 （金城学院大学薬学部 教授）
演題： 「脂質栄養学の過去、現在、将来への展望」

④ パネルディスカッション
１６：００ ～ １６：４５
「これからの脂質栄養 ― 日本人の健康を目指して ―」
出席者： 安藤 進、奥山治美、白石弘美、鈴木平光、浜崎智仁
（司会 小林哲幸）
⑤ 懇親会：
東京湾クルーズ（同乗船場まで、貸し切りバスによる移動）
青海客船ターミナル
１８：００（集合）
１８：３０（出航） ～ ２１：３０
第１日目
①
②
③

９月５日（土）午前の部
大塚賞・受賞講演（予定）
９：００ ～ ９：２０
一般講演（口頭発表）
９：３０ ～ １０：４５
招待講演
１１：００ ～ １２：００
演者： 新井洋由 （東京大学大学院薬学系研究科 教授）
「n-3系脂肪酸合成酵素の遺伝子操作」
（休 憩）
１２：００ ～ １２：３０
④ ランチョンセミナー
１２：３０ ～ １３：２０
演者： 伊勢彦信 （イセ株式会社 会長）
「卵でピカソを買った―EPA・DHA卵のSuccess Story」
（休 憩）
１３：２０ ～ １３：３０

第２日目 ９月５日（土）午後の部
① 教育講演
１３：３０ ～ １４：３０
演者： 宮下和夫 （北海道大学大学院水産科学研究院 教授）
「これからの脂質栄養と機能性食品の開発 ―海の恵みとその利用―」
（休 憩）

１４：３０ ～ １４：４０

② シンポジウム
１４：４０ ～ １６：４０
「メタボの診断基準および食事指導のあり方と問題点」
閉会の辞

１６：４５

※ プログラムの詳細は、随時、大会ホームページ
（http://plaza.umin.ac.jp/~jsln18/）に掲載いたします。
５．大会参加費・懇親会費
事前参加登録
会員
３，０００円
非会員
４，０００円
学生
１，０００円
懇親会費
８，０００円
＊ 大会２日目（９月５日（土））の１日のみ参加
大会
参加費

当日参加登録
４，０００円
５，０００円
２，０００円
（要予約）

9月5日（土）のみ＊
２，０００
３，０００
１，０００

６．参加登録について
① 大会当日は混雑が予想されます。事前登録をお願いします。
事前登録期間： 平成２１年４月２０日（月）～７月３１日（金）
② 登録方法
参加登録は、大会ホームページより、ご登録ください。
登録先ホームページ：http://plaza.umin.ac.jp/~jsln18/
ホームページの登録完了後、自動返信メールには「参加登録番号」が添付されます。以降のお問合せ、
ご連絡には参加登録番号を明示してください。
また、参加費は、本誌折込の郵便払込取扱票に「参加登録番号」をご記載いただき、上記期限内にお振
込み下さい。

③ 振込先（送金口座）
口座番号 ： ００１３０－７－３７７５３９
口座名称（漢字）：日本脂質栄養学会第１８回大会
同上（カナ）：ニホンシシツエイヨウガッカイダイジュウハチカイタイカイ
加入者払込店： 蓮田駅東口
なお、参加登録は、お一人につき１枚の郵便振込取扱票をご使用下さい。同「払込取扱票」の無い場合
は、次の口座番号と口座名義を用いて、郵便局に備えられた「郵便払込取扱票」を使ってお支払い下さい。
（お願い：事前にホームページでの参加登録を済ませて、参加登録番号を「郵便払込取扱票」の通信欄
に明記してください。）
④ 懇親会の参加登録
懇親会は、東京湾（夜景）クルーズ船上で行ないます。懇親会への参加ご希望の方は、ホームページ上
で懇親会への参加登録を行ってください。また、懇親会費は「郵便払込取扱票」で、学会参加費と同時にお
支払いください。
募集人員は１００名（クルージング船の定員）を予定しています。
懇親会費（事前登録が必要です）８,０００円／人
⑤ ランチョンセミナー
大会２日目の昼食時に行ないます。ランチョンセミナーへの参加は無料ですが、昼食（サンドイッチ＋飲み
物）の準備の都合上、事前に、ホームページから、ランチョンセミナーへの参加登録を行なってください（募集
２５０名）。
⑥ 大会事務局よりお願い
大会参加費、懇親会費、ランチョンセミナーは事前登録制です。指定の期限までに、インターネット
（http://plaza.umin.ac.jp/~jsln18/） にて同時にお申し込みください。期限を過ぎて以降のお申し込みは、参
加費については当日参加費をご負担いただきます。懇親会は募集定員に達していない場合 にのみ受け付
けます。また、ランチョンセミナーは、会場の座席に余裕があれば、講演会へのご参加は自由ですが、昼食
の準備はいたしません。
⑦ 予稿集の販売
参加登録費には予稿集代は含まれません。本会会員の皆様は、8月末に郵送される「脂質栄養学」
Vol.18, No.2 (2009)をご持参下さい。非会員および予稿集（「脂質栄養学」Vol.18, No.2 (2009)）を購入ご希望
の方は、当日、受付でお申し出ください。販売価格は1,500円です。
７．参加者取得資格
平成１８年２月から、日本脂質栄養学会大会への参加によって、「日本静脈径腸栄養学会認定資格栄養サ
ポートチーム（NST）専門療法士」資格のための単位取得（５単位）が可能となりましたので、併せてご案内いたし
ます。管理栄養士、薬剤師、看護師、臨床検査技師が対象となります。認定の際には、本学会の参加証（写しで
も可）が必要です。なお本資格の必須単位は３０単位です。
８．一般演題募集要項
演題登録は、大会ホームページからオンライン登録でお申し込みください。詳細は、大会ホームページ
（http://plaza.umin.ac.jp/~jsln18/）をご参照ください。
① 演題受付期間
平成２１年４月２０日（月）～６月１日（月）
（混雑を避けるため、早めのご登録をお願いいたします）
② 研究発表者の資格
演題のお申し込み、および演者は本会会員に限ります。
③ 日本脂質栄養学会への入会手続き
未入会者、および本年度の会費未納の方は、演題お申し込みの前に入会および会費納入手続きをしてくだ
さい。手続き先は下記です。大会本部ではありませんので、お間違いのないように手続きを済ませてください。
入会手続きおよびお問合わせ先：
〒532-0011 大阪市淀川区西中島５－５－１５
新大阪セントラルタワー ８Ｆ
（株）コネット・アカデミックプラザ 「日本脂質栄養学会」担当宛

TEL: 06-4806-5656、FAX: 06-4806-5658, E-mail: jsln@conet-cap.jp
④ 演題の採否
演題の採否は、第１８回大会実行委員会にご一任下さい。採否について、６月末を目途にご連絡をいたしま
す。また、プログラムの編成上、口頭発表とポスター発表の変更などを大会実行委員会よりお願いすることがあ
ります。ご協力をお願い致します。
また、法律や研究倫理に抵触あるいは違反する実験法を用いた研究成果等の発表はお断りいたします。

