
⼀般演題
登録番号

演題名 演題番号 抄録号掲載 メイン採⽤セッション名 Web視聴ページ セッション注釈

10000 慢性腎不全の正しい低たんぱく⾷事療法はサルコペニアや⾻量に影響を及ぼさない O-38 ⼀般演題１３ 腎疾患・透析
＊Web視聴ページ「⼀般演題１１ サルコペニア・フレイル」にも
掲載予定。

10002 若年者の嗅覚および味覚状態の検討 O-33 ⼀般演題１２ 栄養評価（アセスメント）

10003 肥満⼩児の早⾷と⾝体・栄養状況の検討 O-04 ⼀般演題２ ⼩児と栄養
＊Web視聴ページ「⼀般演題４ 肥満症・メタボリックシンドロー
ム」にも掲載予定。

10004 ⾎清アルブミンとフレイル、微量元素、およびホルモンとの関係 O-30 ⼀般演題１１ サルコペニア・フレイル ＊Web視聴ページ「⼀般演題３ ⾼齢者と栄養」にも掲載予定。

10005 若年⼥性における⾎清亜鉛濃度および⾷習慣との関連性について O-44 ⼀般演題１６ ⼥性と栄養（妊娠と栄養）
＊Web視聴ページ「⼀般演題１０ 栄養相談・栄養管理」にも掲載
予定。

10006 当院で使⽤しているとろみ調整⾷品と液体のレオロジー解析について O-59 ⼀般演題２５ 嚥下障害

10007 ⾼度肥満児に対する効果的な介⼊とは O-05 ⼀般演題２ ⼩児と栄養
＊Web視聴ページ「⼀般演題４ 肥満症・メタボリックシンドロー
ム」にも掲載予定。

10008 ⾼LDLコレステロール⾎症の⾷事療法を⾏った患者の⾎清HDLコレステロール値の変化 O-51 ⼀般演題２０ 脂質異常症
＊Web視聴ページ「⼀般演題１０ 栄養相談・栄養管理」にも掲載
予定。

10009 管理栄養⼠の栄養管理における業務改善の取り組み O-27 ⼀般演題１０ 栄養相談・栄養管理

10010 糖尿病患者における蛋⽩質摂取量を基にした栄養素摂取量の評価 O-12 ⼀般演題６ 糖尿病
＊Web視聴ページ「⼀般演題１２ 栄養評価（アセスメント）」に
も掲載予定。

10011 ⽶のアミロース含量の違いがライスサラダの⾷後⾎糖応答と⾷味に及ぼす影響 O-17 ⼀般演題８ ⾷品の機能 ＊Web視聴ページ「⼀般演題６ 糖尿病」にも掲載予定。

10012
『機能性表⽰⾷品の有効性/安全性に関する消費者向け情報』に含まれる医学/臨床試験⽤
語の認知理解度調査

O-55 ⼀般演題２１ 臨床栄養エビデンス（RCT）

10013 還元型コエンザイムQ<SUB>10</SUB>サプリメント吸収に及ぼす味噌汁の効果 O-21 ⼀般演題９ サプリメント

10015 クリニックにおける管理栄養⼠の意義〜⽣活習慣病の防波堤として〜 O-28 ⼀般演題１０ 栄養相談・栄養管理 ＊Web視聴ページ「⼀般演題２４ 多職種連携」にも掲載予定。

10016
難消化性α‐シクロデキストリンの消化管バリア機能に関するムチンおよび免疫グロブリ
ンAの分泌促進作⽤

O-23 ⼀般演題９ サプリメント
＊Web視聴ページ「⼀般演題５ アレルギー・免疫」にも掲載予
定。
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10017 機械学習⼿法を利⽤した⾷事パターン分類と傾向分析 O-32 ⼀般演題１２ 栄養評価（アセスメント）
＊Web視聴ページ「⼀般演題１８ ⾷育（栄養教育）」にも掲載予
定。

10018 ⼦宮内⾼⾎糖環境が次世代に与える影響〜新⽣仔ラットの脳神経細胞への影響〜 O-45 ⼀般演題１６ ⼥性と栄養（妊娠と栄養） ＊Web視聴ページ「⼀般演題６ 糖尿病」にも掲載予定。

10019 さまざまな⾷材に含まれるプリン体の定量と⾷事療法への応⽤ O-01 ⼀般演題１ 基礎栄養研究

10022 内臓脂肪減少に向けた取組みの結果と今後の課題 O-26 ⼀般演題１０ 栄養相談・栄養管理
＊Web視聴ページ「⼀般演題４ 肥満症・メタボリックシンドロー
ム」にも掲載予定。

10023
「広告表⽰のグレーゾーンを考える」第15回NR・サプリメントアドバイザー交流研修会報
告

O-24 ⼀般演題９ サプリメント

10024 慢性⼼不全患者の初回外来受診時にみられた体重増加要因の検討 O-49 ⼀般演題１９ 循環器疾患・⾼⾎圧 ＊Web視聴ページ「⼀般演題２４ 多職種連携」にも掲載予定。

10025 ユビキノール(還元型コエンザイムQ10)の摂取による認知機能の維持・改善効果 O-22 ⼀般演題９ サプリメント
＊Web視聴ページ「⼀般演題１７ 精神疾患（認知症・うつ）」に
も掲載予定。

10026 将来を⾒据えた⼈材育成の必要性と業務改善 O-34 ⼀般演題１２ 栄養評価（アセスメント）

10027
⽇本⼈若年成⼈⼥性におけるβ<SUB>3</SUB>アドレナリン受容体遺伝⼦多型Trp64Arg
と脂質代謝指標および尿酸値との関連

O-02 ⼀般演題１ 基礎栄養研究
＊Web視聴ページ「⼀般演題４ 肥満症・メタボリックシンドロー
ム」にも掲載予定。

10028 バナナ⻑期摂取による⾎圧、精神状態、排便状況変化に関する試験 O-53 ⼀般演題２１ 臨床栄養エビデンス（RCT） ＊Web視聴ページ「⼀般演題８ ⾷品の機能」にも掲載予定。

10029 コンビニエンスストア従業員の健康への取り組みの実態調査 O-35 ⼀般演題１２ 栄養評価（アセスメント）

10030 乳児期に低栄養状態となった⾷物アレルギーの１症例 O-06 ⼀般演題２ ⼩児と栄養
＊Web視聴ページ「⼀般演題５ アレルギー・免疫」にも掲載予
定。

10031 「⾷と健康と情報」の調査結果から⾒た健康関⼼層の健康情報との向き合い⽅について O-47 ⼀般演題１８ ⾷育（栄養教育） ＊Web視聴ページ「⼀般演題９ サプリメント」にも掲載予定。

10032 外来通院している⾼齢患者の栄養状態と社会的背景との関連の調査 O-07 ⼀般演題３ ⾼齢者と栄養
＊Web視聴ページ「⼀般演題１１ サルコペニア・フレイル」にも
掲載予定。

10033 時計遺伝⼦<I>PER2 </I>の多型と⾷習慣との関連 O-03 ⼀般演題１ 基礎栄養研究
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10034 ⾼齢期のフレイルが健康余命に与える影響 ―年齢区分別の検証― O-31 ⼀般演題１１ サルコペニア・フレイル ＊Web視聴ページ「⼀般演題３ ⾼齢者と栄養」にも掲載予定。

10035
地域特徴を⽣かした⾷環境整備事業推進のための市町村レベルでのエビデンスの構築につ
いての検討

O-48 ⼀般演題１８ ⾷育（栄養教育）
＊Web視聴ページ「⼀般演題１２ 栄養評価（アセスメント）」に
も掲載予定。

10036 急性⼼⾎管疾患患者における⼊院時の⾎中ω6脂肪酸値とせん妄発症との関連 O-50 ⼀般演題１９ 循環器疾患・⾼⾎圧
＊Web視聴ページ「⼀般演題１２ 栄養評価（アセスメント）」に
も掲載予定。

10037 健常⾼齢者における孤⾷と栄養摂取および⾝体・⼝腔機能との関連 O-08 ⼀般演題３ ⾼齢者と栄養
＊Web視聴ページ「⼀般演題１１ サルコペニア・フレイル」にも
掲載予定。

10038 ⾼齢透析患者のBMIが栄養指標と累積⽣存率に及ぼす影響 O-39 ⼀般演題１３ 腎疾患・透析 ＊Web視聴ページ「⼀般演題１３ 腎疾患・透析」にも掲載予定。

10039 昭和⼤学病院におけるアニサキスアレルギーの診断・治療・管理 O-11 ⼀般演題５ アレルギー・免疫
＊Web視聴ページ「⼀般演題１０ 栄養相談・栄養管理」にも掲載
予定。

10040
ジ・トリペプチドが紫外線照射ヒト⽪膚線維芽細胞のコラーゲン及びエラスチン産⽣に及
ぼす影響の解析

O-18 ⼀般演題８ ⾷品の機能 ＊Web視聴ページ「⼀般演題１ 基礎栄養研究」にも掲載予定。

10041
⾮⼩細胞肺がん患者の免疫チェックポイント阻害薬の治療効果と腸内細菌叢との関係に与
える⿂類摂取の影響

O-14 ⼀般演題７ がんと栄養 ＊Web視聴ページ「⼀般演題２３ 呼吸器疾患」にも掲載予定。

10042 ⾼糖質⾷後の眠気に関する電気⽣理学的検討 O-42 ⼀般演題１５ ⾷欲制御
＊Web視聴ページ「⼀般演題４ 肥満症・メタボリックシンドロー
ム」にも掲載予定。

10043 ガラクトオリゴ糖摂取による整腸作⽤の発現と⾷⽣活との関連 O-19 ⼀般演題８ ⾷品の機能 ＊Web視聴ページ「⼀般演題９ サプリメント」にも掲載予定。

10044 婦⼈科癌患者の外来がん化学療法開始時の栄養状態が化学療法中断に与える影響について O-15 ⼀般演題７ がんと栄養

10045 ⾷道癌患者における術前化学療法開始前後での体組成と栄養評価についての検討 O-16 ⼀般演題７ がんと栄養
＊Web視聴ページ「⼀般演題１４ 術前・術後の栄養管理」にも掲
載予定。

10046 ⾷道癌術後栄養管理における強化タンパク補充療法の有⽤性 O-40 ⼀般演題１４ 術前・術後の栄養管理 ＊Web視聴ページ「⼀般演題７ がんと栄養」にも掲載予定。

10047 健常⼈におけるクロレラの摂取が⾎中のビタミン濃度に及ぼす影響 O-25 ⼀般演題９ サプリメント ＊Web視聴ページ「⼀般演題８ ⾷品の機能」にも掲載予定。

10048 授乳婦の⺟乳・尿ヨウ素摂取量⾼低⼆群における摂取⾷品群の⽐較 O-43 ⼀般演題１６ ⼥性と栄養（妊娠と栄養） ＊Web視聴ページ「⼀般演題１ 基礎栄養研究」にも掲載予定。
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10049 ⽣ローヤルゼリー（RJ)の臨床的効果が⽰す健康状態向上に対する有⽤性の評価 O-54 ⼀般演題２１ 臨床栄養エビデンス（RCT） ＊Web視聴ページ「⼀般演題９ サプリメント」にも掲載予定。

10050 糖尿病患者の必須脂肪酸に関する検討 O-13 ⼀般演題６ 糖尿病 ＊Web視聴ページ「⼀般演題２０ 脂質異常症」にも掲載予定。

10051 精神疾患を有する患者の栄養相談ニーズ（NNP）とQOLの関係 O-46 ⼀般演題１７ 精神疾患（認知症・うつ）

10052 障害児通所事業所（児童発達⽀援）における栄養 ・⾷事の実態調査−事業所調査− O-56 ⼀般演題２２ 在宅医療

10053 栄養ケアプロセス(NCP)での栄養診断別にみる当院NST対象患者の傾向 O-36 ⼀般演題１２ 栄養評価（アセスメント）

10054 ⾷品中の無機栄養因⼦亜鉛がABCA1発現・活性を制御する分⼦機構 O-52 ⼀般演題２０ 脂質異常症

10055 障害者通所⽀援事業所（⽣活介護）利⽤者における栄養・⾷事の実態 O-57 ⼀般演題２２ 在宅医療

10056 ⾮閉塞性腸管虚⾎を疑いENの中断を要した2症例 O-41 ⼀般演題１４ 術前・術後の栄養管理

10057 微細藻類ユーグレナの⻑期摂取による睡眠・腸内環境およびストレス応答に対する有効性 O-20 ⼀般演題８ ⾷品の機能

10058 ⾼齢者急性胆嚢炎に対する胆嚢摘出術における術後短期成績予測因⼦の検討 O-09 ⼀般演題３ ⾼齢者と栄養
＊Web視聴ページ「⼀般演題１４ 術前・術後の栄養管理」にも掲
載予定。

10059 管理栄養⼠の病棟配置による経済効果、患者満⾜度、病棟スタッフ満⾜度に関しての検討 O-29 ⼀般演題１０ 栄養相談・栄養管理

10060
通所事業所利⽤障害児・者の栄養ケア・マネジメントのための「栄養アセスメント・モニ
タリングシート」

O-37 ⼀般演題１２ 栄養評価（アセスメント） ＊Web視聴ページ「⼀般演題２４ 多職種連携」にも掲載予定。

10061 在宅療養障害児（者）における6週間の⽶麹⽢酒摂取に伴う便秘症状の変化 O-58 ⼀般演題２２ 在宅医療 ＊Web視聴ページ「⼀般演題２ ⼩児と栄養」にも掲載予定。

20001 ⾼齢者施設の嚥下⾷における多価不飽和脂肪酸組成の違い O-10 ⼀般演題３ ⾼齢者と栄養
＊Web視聴ページ「⼀般演題１０ 栄養相談・栄養管理」にも掲載
予定。


