盛岡大学栄養科学部年報
（2019 年 4 月～2020 年 3 月）

栄養科学部栄養科学科図書委員会

2019 年度研究年報
１． 学術論文
A. 学術論文(学会等学術団体が刊行している学術雑誌に掲載されたもの)
村元美代
髙橋秀子，長坂慶子，魚住惠，菅原悦子，村元美代，渡邉美紀子，冨岡佳奈絵，佐藤佳織，阿部真弓，松本絵美，
岩本佳恵：岩手県の家庭料理－魚と海藻の料理－，食生活研究，Vol.40，No.1，79-86，
（2019）
長谷川和哉
Sato T, Nemoto T, Hasegawa K, Ida T, Kojima M. A new action of peptide hormones for survival in a
lownutrient environment. 2019, Endocrine Journal, 66(11): p. 943-952. (2019. 11)

B. その他の論文
なし

２．書評・事典の一項目・文献紹介など
なし

３．学会・研究会における発表
A. 学会発表 ・プログラムに記載されたもの(発表者名は掲載順)
太田徹
小山田由紀，太田徹，立澤文見：エディブルフラワーの花色から判断するフラボノイド組成-第 1 報 ダリアの
花色とフラボノイド-，第 59 回日本食生活学会，講演要旨集，p57(2019.12)
立澤文見，飛内萌華，太田徹：エディブルフラワーの花色から判断するフラボノイド組成-第 2 報 キンギュソ
ウ・ パレットシリーズの花色と主要フラボノイド-，第 59 回日本食生活学会，講演要旨集，p58(2019.12)
藤原駿佑，太田徹，山田沙奈恵，清水純,,和田政裕：糖尿病病態と体重増加抑制に及ぼす薬物投与ならびに食
物 繊維の影響-メトホルミン投与下におけるキトサン摂取の影響について日本薬学会第 140 年会（京都）
26P-pm117 (2020.3)
木村京子，大久保俊治，沢村宏子，篠原佑太，太田徹，高橋和彦：りんご搾汁残渣を添加したパンが血糖値上
昇に与える影響に関する経口負荷試験 ,第 62 回日本糖尿病学会年次学術集会（2019.5）
久保木真
Makoto Kuboki, Kenichi Kitada, Norikuni Shiabata, Kenji Ohmoto, Akinobu Kato; Hepatitis C late
relapse in patients with sustained virological response after direct-acting antiviral treatment.
4th Annual World Congress of Digestive Disease. (Kunming) (2019.11)
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佐藤ななえ
秦 希久子，佐藤ななえ，吉池信男：障がい児・者施設における給食の課題，第 66 回日本栄養改善学会学術総会，
（富山）
（2019.9）
木村京子
木村京子，大久保俊治，沢村宏子，篠原佑太，太田徹，高橋和彦：りんご搾汁残渣を添加したパンが血糖値上
昇に与える影響に関する経口負荷試験 ,第 62 回日本糖尿病学会年次学術集会（2019.5）
沢村宏子，木村京子，佐藤克俊，杉山寛子，高橋和彦：秋田県糖尿病療養指導士資格取得者へのアンケート調
査からの報告、第 62 回日本糖尿病学会年次学術集会（2019.5）
秦希久子
秦希久子，清藤大樹，関智也，他，栄養学を学ぶ日本人学生の献立作成の現状と課題に関する系統的レビュー，
第 5 回日本栄養改善学会東北支部学術総会，
（盛岡）
（2019.5）
秦 希久子，佐藤ななえ，吉池信男：障がい児・者施設における給食の課題，第 66 回日本栄養改善学会学術総会，
（富山）
（2019.9）
森真貴子
矢部えん，奥田奈賀子，高橋虹絵，森真貴子，米倉佑貴，小野田敏行，坪田恵，丹野高三，岡山明：岩手県北コ
ホートベースライン調査における牛乳摂取習慣と食習慣、生活習慣および循環器疾患危険因子の関連, 第 55 回
日本循環器予防学会学術集会（福岡）,（2019.5）
丹野高三，米倉佑貴，奥田奈賀子，矢部えん，栗林徹，板井一好，森真貴子，坪田恵，坂田清美，大澤正樹，
石橋靖宏，大間々真一，小笠原邦昭，小野田敏行，腰山誠，岡山明：日本人地域住民における牛乳摂取頻度と脳
卒中罹患との関連：岩手県北地域コホート研究，第 55 回日本循環器予防学会学術集会（福岡）,（2019.5）
米倉佑貴，丹野高三，奥田奈賀子，矢部えん，栗林徹，板井一好，森真貴子，坪田恵，坂田清美，大澤正樹，
石橋靖宏，大間々真一，小笠原邦昭，小野田敏行，腰山誠，岡山明：日本人地域住民における牛乳摂取頻度と要
介護認定リスクの関連性の検討:岩手県北地域コホート研究，第 30 回日本疫学会学術総会（京都）
，
（2020.2）
長谷川和哉
長谷川和哉：ホルモンに着目した急速減量における水分代謝応答の解明，第 74 回日本体力医学会大会
(茨 城)(2019.9)

B. 研究会発表 ・プログラムに記載されたもの(発表者名は掲載順)
長谷川和哉
長谷川和哉：塩分の摂取が寒冷刺激による生体反応に及ぼす影響，2018 年度ソルト・サイエンス事業団 助成
研究 成果報告会(東京)(2019.7)
長谷川和哉：体重階級制競技における急速減量による内分泌代謝応答の解析，第 10 回ペプチド・ホルモン研究
会 (富山)(2019.8)

C. その他の発表（研究セミナー）
・プログラムに記載されていないものも含む
木村京子
実践活動の報告，第 5 回日本栄養改善学会東北支部学術総会（2019.5）
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佐藤ななえ
盛岡市保健所・盛岡大学共催「障害児・者施設の給食に関する研修会」主催（盛岡）
（2020.2）
秦希久子
盛岡市保健所・盛岡大学共催「障害児・者施設の給食に関する研修会」主催（盛岡）
（2020.2）

４．著書 (Ａ 学術書, Ｂ 一般書, Ｃ 報告書)
Ａ. 学術書
村元美代
村元美代：
『汁もの（ひろっこ汁）
』別冊うかたまシリーズ「伝え継ぐ日本の家庭料理」p.54, 一般社団法人
日本調理科学会 企画・編集, 農文協 (2019.12)

Ｂ. 一般書 ・学術書以外のあらゆるジャンルの書籍
秦希久子
秦希久子：イラストアダプテッド・スポーツ概論 第 2 版,14 章アダプテッド・スポーツをする人の栄養・食生
活支援（2019.8）

Ｃ. 報告書 ・公に刊行されたもの
なし

５．その他の研究活動(Ａ 講演, Ｂ パネリスト, Ｃ 助言, Ｄ座長, Ｅ その他)
Ａ. 講演
久保木真
科学的根拠に基づいた健康的な食事とは？サルコペニア・ロコモ・フレイルの予防のために～明るい長寿社会に
向けてライフスタイルはどうあるべきか？～第１回(盛岡市)(2019.10)
太らないからだを手に入れるための食事 健康維持のライフスタイル～栄養と疾患・運動～第２回
(盛岡市)(2019.10)
サルコペニアを防ぐ老けないライフスタイル 健康と栄養・運動 ～栄養状態・筋力の評価～ 第 3 回
(盛岡市)(2019.11)
栄養学の歴史からみた健康寿命の秘訣～老化と生活習慣病を防ぐ食生活とは～ 第 39 回盛岡大学公開講座
(盛岡市)(2019.11)
佐藤ななえ
実践活動を論文として報告する意義，第 5 回日本栄養改善学会東北支部学術総会研究セミナー（2019.6）
木村京子
りんご搾汁残渣を添加したパンが血糖値上昇に与える影響に関する経口負荷試験,第 33 回糖尿病治療・看護・
療養指導を考える試行錯誤の会(秋田) (2019.7.12)
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糖尿病 食事療法の基礎 2019 年度 CDE-AKITA 認定研修会(秋田)（2019・9）
褥瘡の予防と管理- 栄養 - ,第 13 回日本褥瘡学会在宅褥瘡セミナー（秋田）(2019.9.1）
臨床栄養学とは, 盛岡大学附属高等学校出前講座. 盛岡大学附属高等学校 (2019.9)
糖尿病性腎症重症化予防の食事療法,第 8 回釜石医師会学術後援会兼 第 29 回糖尿病対策推進会議講 演会
(釜石)(2019.9.26)
糖尿病患者への食事療法(重症化予防)について,2019 年度糖尿病患者向け保健指導者育成研修会(秋 田)
(2019・11.15）
糖尿病患者への食事療法について,大仙市健康福祉部健康増進センター,管理栄養士・栄養士研修会(秋田)
(2020.2.7）
秦希久子
障がいスポーツと栄養，岩手県障がい者スポーツ育成研修会（盛岡）
（2019.7）
パラアスリートへの栄養・食生活支援，大阪体育大学大学院スポーツ科学セミナー（大阪）
（2019.10）
スポーツと栄養.令和元年度理学療法士を対象とした中級障がい者スポーツ指導員養成講習会
（盛岡）
（2019.12）
長谷川和哉
保健講話 高校生の食事～スポーツと栄養～,岩手県立盛岡南高校 (盛岡)(2019.5)

Ｂ. パネリスト
木村京子
活動報告をしよう！メーリングリストの活用，第 33 回糖尿病治療・看護・療養指導を考える試行錯誤の会、
(秋田 2019.7.12)

Ｃ. 助言
木村京子
この褥瘡、あなただったらどうしますか？, 第 13 回日本褥瘡学会在宅褥瘡セミナー（秋田 2019.9.1）
シンポジスト
糖尿病療養指導カードシステム講習会，岩手県立大学アイーナキャンパス学習室（2019.9.29）
ファシリテーター
西玉枝
少子高齢化社会で健康に暮らすために,第 6 回日本栄養改善学会東北支部学術総会 公開シンポジウム
「みちのく食事情」,(青森)(2019.11) シンポジスト
秦希久子
第 5 回日本栄養改善学会東北支部学術総会,研究セミナーワークショップ「実践活動を「報告」につなげるには」
ファシリテーター（盛岡）
（2019.5）
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長谷川和哉
シンポジウム，運動の評価法～実験動物からヒトまで「運動における飢餓と動物実験技術」,第 37 回
九州実験動物研究会総会 & 第 39 回実技協九州支部研究発表会. 福岡県 (2019.11) 助言者

Ｄ. 座長
久保木真
4 th AnnualWorldCongress of Digestive Disease.(Kunming)(2019.11) Session 1-4：Liver, Biliary Tract,
Pancreatic Diseases
村元美代
第 34 回岩手栄養改善学会 特別講演 岩手県盛岡市（2019.12）
佐藤ななえ
実践活動を「報告」につなげるには, 第 5 回日本栄養改善学会東北支部学術総会研究セミナー（2019.6）
木村京子
第 23 回日本病態栄養学会年次学術集会 卒業セッション 2 京都 (2020.1)
西玉枝
第 5 回日本栄養改善学会東北支部学術総会口演発表（盛岡）
（2019.5）
第 6 回日本栄養改善学会東北支部学術総会口演発表（青森）
（2019.11）
秦希久子
第 5 回日本栄養改善学会東北支部学術総会ポスター発表（盛岡）
（2019.5）
長谷川和哉
第 10 回ペプチド・ホルモン研究会 一般演題 1. 富山県 (2019.8)

Ｅ. その他
太田徹
第 5 回日本栄養改善学会東北支部学術総会 実行委員
川越有見子
山形県飯豊第一小学校：
「じりつ」
（自立・自律）を育てる健康教育～自分からできる一っ子を目指して,一っ子
セミナー（肥満指導教室）,セミナー担当
第 5 回日本栄養改善学会東北支部学術総会 実行委員
佐藤ななえ
科学研究費助成事業（学術研究助成基金助成金）基盤研究（C）共同研究者, 障害児・者施設における給食ガイ
ドラインおよび栄養・食生活支援のための教材開発,2019 年度
第 5 回日本栄養改善学会東北支部学術総会 実行委員
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村元美代
第 5 回日本栄養改善学会東北支部学術総会 実行委員
木村京子
2019 年度 循環器疾患・糖尿病等生活習慣病対策実用化研究事業,日本医療研究開発機構（AMED）
，共同研究者“後
期高齢者の ADL 維持・改善に着目した栄養療法の開発”
第 5 回日本栄養改善学会東北支部学術総会 実行委員
西玉枝
第 5 回日本栄養改善学会東北支部学術総会 実行委員
秦希久子
科学研究費助成事業（学術研究助成基金助成金）基盤研究（C）共同研究者, 障害児・者施設における給食ガイ
ドラインおよび栄養・食生活支援のための教材開発,2019 年度
第 5 回日本栄養改善学会東北支部学術総会 実行委員
森真貴子
第 5 回日本栄養改善学会東北支部学術総会 実行委員
長谷川和哉
第 7 回小林国際奨学財団研究助成 研究代表者「サルコペニアに有効な生薬および漢方薬の探索」助成金額
(2019- 2021 年度)
科学研究費助成事業（学術研究助成基金助成金）若手研究 研究代表者「ホルモンに着目したサルコペニア予防
に有効な食品成分の探索」2020 年度～2023 年度
第 5 回日本栄養改善学会東北支部学術総会 実行委員

６．その他社会的活動（Ａ 全国レベル，Ｂ 都道府県レベル）
Ａ．全国レベルの団体・学協会の役職
太田徹
日本栄養・食糧学会代議員（2019.11～現在に至る）
木村京子
日本病態栄養学会 学術評議員 （2011～現在に至る）
秦希久子
公益財団法人日本障がい者スポーツ協会 日本パラリンピック委員会 医・科学・情報サポート推進事業
栄養領域 リーダー（2017.4～現在に至る）
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Ｂ．都道府県レベルの団体・学協会の役職
村元美代
岩手県栄養士会 理事（2008.4～現在に至る）
岩手県食の安全安心委員会 委員（2013.11～現在に至る）
佐藤ななえ
日本栄養改善学会東北支部会 幹事 （2017.6～現在に至る）
木村京子
秋田県糖尿病対策推進会議 委員（2010～現在に至る）
NPO 法人秋田県糖尿病対策推進協議会 委員（2010～現在に至る）
岩手県介護予防市町村支援委員会 委員（2020～現在に至る）
秦希久子
いわて障がい者スポーツ強化指定選手選考委員会 委員（2018.7～現在に至る）
岩手県障がい者スポーツ育成研修会プロジェクト 委員（2018.7～現在に至る）
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