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平成 30年度 健康食品管理士会事業計画（研修会）

※「終了済み、ホームページ掲載中」は

平成 30 年 6 月 19 日時点の情報です。

管理士会総会、研修会

1) 北海道支部総会・資格制度研修会（市民公開講座）［参加会員 38名］  終了済み

   日時：平成 30年 5 月 19 日（土）13 時 00 分～16 時 50 分

   場所：北海道情報大学 札幌サテライト

   内容：1. 総会

      2．研修会

     1) 演題：訪問薬剤師と健康食品

        講師：佐藤一生先生（北海道ファーマライズ株式会社 ひまわり薬局）

      2) 演題：健康危機管理の自然災害時における栄養・食生活

        講師：千葉昌樹先生（札幌保健医療大学保健医療学部栄養学科・教授）

        

2) 北海道支部資格制度研修会（市民公開講座）

   日時：平成 30年秋期

   場所：旭川市

   内容：1．研修会 詳細未定

3) 東北支部総会・資格制度研修会（市民公開講座） 終了済み

   日時：平成 30年 6 月 3日（日）

   場所：北里大学保健衛生専門学院

   内容：1．総会

     2．研修会

     1) 演題：パーキンソン病への食事成分とサプリメントの効果

       講師：櫻井映子 教授(いわき明星大学薬学部薬学科)

      2）演題：遺伝性パーキンソン病の発症機構解明と治療戦略

      講師：小幡文弥 学院長（北里大学保健衛生専門学院）

4) 東北支部資格制度研修会（市民公開講座）

   日時：平成 30年 11 月下旬

   場所：宮城県

   内容：1．研修会 詳細未定

5) 関東支部総会・資格制度研修会（市民公開講座） ホームページ掲載中

   日時：平成 30年 6 月 24 日（日）

   場所：東京医科歯科大学３号館 医学科講義室

   内容：1．総会

     2．研修会 担当 栃木県・茨木県・千葉県幹事 詳細未定
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6) 関東支部資格制度研修会（市民公開講座）

   日時：平成 30年 9 月 2日（日）

   場所：信州大学医学部保健学科

   内容：1．研修会 担当 長野県幹事 詳細未定

     

7) 関東支部資格制度研修会（市民公開講座）関東甲信支部医学検査学会との協賛

  日時：平成 30年 10 月 28 日(日)午後

   場所：群馬県高崎市 ホテルメトロポリタン高崎

   内容：1．研修会 担当 埼玉県・群馬県幹事 詳細未定

8) 関東支部資格制度研修会（市民公開講座）

   日時：平成 30年 12 月 9 日(日)

   場所：東京医科歯科大学 3 号館 医学科講義室

   内容：1．研修会 担当 東京都・神奈川県幹事

9) 中部支部総会・資格制度研修会（市民公開講座） 終了済み

   日時：平成 30年 5 月 20 日（日） 13時 00分～16 時 30分［参加会員 名］

   場所：岐阜薬科大学 本部学舎 1F 第一講義室

   内容：1．総会

      2．研修会

      1) 演題：食品、特に農産物の機能性とその活用（仮題）

        講師：山本（前田）万里先生（国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構

                      食農ビジネス推進センター センター長）

  10) 中部支部資格制度研修会（市民公開講座）

  日時：平成 30年 12 月 16 日（日）

  場所：鈴鹿医療科学大学 千代崎キャンパス 3523 教室

   内容：1．研修会 詳細未定

11) 近畿支部資格制度研修会

   日時：平成 30 年 9 月 9 日（日）

   場所：関西大学 千里山キャンパス

   内容：1．研修会 詳細未定

12) 近畿支部資格制度研修会

   日時：平成 31 年 3 月 10 日（日）

   場所：関西大学 千里山キャンパス

   内容：1．研修会 詳細未定
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13) 中国支部総会・資格制度研修会（市民公開講座） ホームページ掲載中

   日時：平成 30 年 7 月 14 日（土）13 時 00 分～16 時 00 分

   場所：サテライトキャンパス広島 5Ｆ 501 号室

     サテライト会場 岡山大学・山口大学

   内容：1．総会

    2．研修会

      1) 演題：健康寿命を伸ばす生活習慣（運動）・栄養・休養を考える

       講師：太田篤胤先生（城西国際大学薬学部・教授）

      2）演題：身近な話題～〇〇〇〇〇～（副題未定）

      講師：西庄安奈先生（山陽女子短期大学食物栄養学科・教員）

14) 中国支部資格制度研修会

   日時：平成 30 年 10 月～12 月

   場所：岡山

   内容：1．研修会 詳細未定

15) 四国支部総会・資格制度研修会（市民公開講座）

   日時：平成 30 年 8 月 26 日

   場所：高知学園短期大学

   内容：1．研修会

           1) 演題：ツインリサーチが「健康長寿の健全な社会を築くための切り札」であること、

                     そして、ふたごが「人類にとってかけがえのない貴重な存在」であることなど

                     21 世紀に実現可能な予防医学の未来の紹介

      講師：岩谷良則先生(大阪大学大学院医学系研究科附属ツインリサーチセンター教授)

     2) 演題：タイトル未定

      講師：消費者庁から派遣

16) 四国支部資格制度研修会（市民公開講座）

   日時：平成 30 年 12 月

   場所：愛媛県

   内容：1．研修会 詳細未定

17) 九州支部総会・資格制度研修会（市民公開講座） ホームページ掲載中

  日時：平成 30 年 6 月 23 日（土） 13時 00分～16 時 30分

  場所： 福岡県（純真学園大学）

  内容：1．総会

      2．研修会 詳細未定
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18) 九州支部資格制度研修会（市民公開講座）

    日時：平成 30 年 12月

    場所：鹿児島県あるいは宮崎県

    内容：1．研修会 詳細未定

19) 沖縄支部総会・資格制度研修会 終了済み

    日時：平成 30 年 4月 15 日(日) 13時 30分～15 時 00分

    場所：琉球大学医学部保健学科 210 教室

    内容：1．総会

       2. 研修会

       1) 演題：ヘルスデザインプログラム「食と健康」

            BDHQ を活用した個人の健康の維持改善支援

        講師：玉城武範先生（有限会社くすりのミドリ ミドリ薬局取締役・臨床薬学博士）

       

20) 沖縄支部資格制度研修会（市民公開講座） ホームページ掲載中

   日時：平成 30 年 7 月 8 日(日）時間:未定

   場所：未定

  内容：1．研修会

      1) 演題：未定

       講師：未定

       2) 演題：未定

       講師：未定

  21) 沖縄支部資格制度研修会（市民公開講座）

   日時：平成 30 年 12月 9 日(日）時間:未定

  場所：未定

   内容：1．研修会

     1) 演題：未定

         講師：未定

     2) 演題：未定

      講師：未定

22） 本部主催九州支部共催資格制度研修会（市民公開講座）

日時：平成 30 年 9月 22 日（土）時間：未定

場所：福岡県（純真学園大学）

内容：未定


