第５回 奥伊勢Forum
“健康科学の基盤となる資源とその有効活用”
■ 会期：平成２８年１０月２１日（金）～２２日（土）
■ 場所：奥伊勢フォレストピア （三重県多気郡大台町薗９９３番地）

◆ プログラム ◆

2ｎｄ Circulation

10月21日 (金)
(会場：大広間)
12:30－13:00

受付
【総合司会：松尾 雄志 氏】

13:00－13:10

13:10－13:30

開会挨拶
奥伊勢バイオサイエンスセンター 会長理事
辻製油株式会社 代表取締役会長

辻 保彦 氏

奥伊勢バイオサイエンスセンター 代表理事
三重大学社会連携研究センター 特任教授

松尾 雄志 氏

NMR（核磁気共鳴）の簡単紹介：教育講演を理解するために
正晃テック株式会社 取締役

13:30－14:40

桜井 雅史 氏

教育講演： 『MRIとMRSで生体を探る』
NMRを基盤とするMagnetic Resonance Imaging/SpectroscopyというMethodologyを学ぶ

大阪大学免疫学フロンティア研究センター
（生体機能イメージング）
教授
座長：

吉岡芳親 氏

田中 弘一郎 氏 (藍野大学医療保健学部 特任教授)
濱口 展年 氏 (辻製油株式会社機能性事業本部開発部 次長)

(講演：60分／質疑応答：10分)
14:40－14:50

休憩

14:50－16:20

招待講演：
その１： 筑波大学体育系ヒューマン・ハイ・パーフォーマンス先端研究センター
（ARIHHP) 設立と共同利用・共同研究
その２：『脳フィットネス効果を高める低強度運動効果
～動物から人への橋渡し研究～』
筑波大学体育系運動生化学・神経内分泌学 教授
座長：

征矢 英昭 氏

鍋島 俊隆 氏 (藤田保健衛生大学大学院医療科学専攻 客員教授)
籠谷 和弘 氏 (辻製油株式会社製油事業本部開発部 次長)

(講演：80分／質疑応答：10分)
16:20－16:30

休憩

16:30－17:40

奥伊勢BSC部会（１）：経営戦略セミナー
『食品業界における経営開発戦略』
関西大学 名誉教授
座長：

大倉 雄次郎 氏

斉藤 邦明 氏 (藤田保健衛生大学大学院医療科学専攻 教授)

(講演：60分／質疑応答：10分)

10月21日 (金)
17:40－18:40

つづき

奥伊勢BSC部会（２）：社会連携セミナー
『My WayからYour Wayへ：先人に何を学ぶか』
辻製油株式会社 代表取締役会長
座長：

辻 保彦 氏

西村 訓弘 氏 (三重大学副学長)

(講演：40分／ここが聞きたい：20分)
18:40－19:00

事務連絡／休憩

19:00－21:00

交流会 (会場：レストランアンジェ)

10月22日 (土)
(会場：大広間)

松尾 雄志 氏

8:00－8:10

Wake-up Speech

8:10－9:10

特別企画 『アロエの機能性：温故知新』
藤田保健衛生大学・藤田記念七栗研究所 准教授
座長：

別府 秀彦 氏

奥村 克純 氏 (三重大学大学院 生物資源学研究科 教授)

(講演：50分／質疑応答：10分)
9:10－9:20

『Forumの講評と次のWorkshopに期待すること』
前三重大学学長 (奥伊勢BSC名誉顧問)

9:20－9:30
9:30－13:05

13:05－13:25

内田 淳正 氏

休憩
若手企画のワークショップ：『運動と食で脳を整える』
～三重大学統括の農水プロジェクトという大枠を見据えて～
① 高齢者の健康対策
② 運動の部
③ 食の部
④ ブレインフード・ランチ (昼食) ※ プログラム詳細は次項

閉会の挨拶：大台町ヘルスツーリズムへの挑戦 (私見)
大台町役場 企画課

西出 覚 氏

若手企画のワークショップ

『 運動と食で脳を整える』
～三重大学統括の農水プロジェクトという大枠を見据えて～
◆ プログラム ◆
10月22日 (土)
9:30－9:35

ワークショップ企画委員代表挨拶
辻製油株式会社製油事業本部開発部

9:35－9:45

伊藤 克 氏

はじめに：農・食&健康 Valley の構築を大台町で
三重大学地域イノベーション学研究科 教授

矢野 竹男 氏

① 高齢者の健康対策
【司会:矢野 竹男 氏】
9:45－10:15

大台町における高齢者健診の取り組み報告
三重大学大学院医学系研究科 整形外科学 講師

10:15－10:45

認知機能低下の早期発見ツール
社会福祉法人あけあい会 理事長

10:45－10:55

西村 明展 氏

永田 博一 氏

休憩・準備
② 運動の部
【司会: 杉田 正明 氏 (三重大学教育学部保健体育科 教授)】

10:55－11:15

『脳フィットネス実践講座 』～フリフリグッパー体操～
筑波大学体育系運動生化学・神経内分泌学 教授

11:15－11:25

征矢 英昭 氏

休憩・準備
③ 食事の部
【司会: 竹林 慎一郎 氏 (三重大学大学院医学系研究科 講師)】

11:25－12:15

『健康に良い理想的な食事とは何か？』
～低GI食、地中海『食』 (大台町『食』)をモデルにブレインフードを考える～
東京工科大学応用生物学部 教授

12:15－13:05

昼食：ブレインフードレシピの紹介と試食
レシピ紹介

13:05－13:25

今井 伸二郎 氏

食と運動研究所 代表幹事

松本 希子 氏

閉会の挨拶：大台町のヘルスツーリズムへの挑戦 (私見)
大台町 企画課

西出 覚 氏

ご案内
■ 会期

： 平成28年10月21日（金）～22日（土）

■ 会場

： 奥伊勢フォレストピア

■ 参加費

： ¥10,000

（〒519-2513 三重県多気郡大台町薗９９３）

（1泊朝・昼食付き）

¥3,000

（受講のみ）

¥5,000

（学生無料）

■ 交流会費

：

■ ドレスコード

： スマートカジュアル（ネクタイ着用はご自由に）

■ 送迎バスと会場の案内は下記をご参照ください

会場へのアクセス
■ お車でお越しの方

■ 送迎バス

紀勢自動車道 大宮大台ICより約20分

集合時間： 10月21日（金） 11時20分
集合場所： 近鉄・ＪＲ松阪駅北口ロータリー

※ 送迎バス御利用の方は前日までに
事務局へ御連絡ください

事務局・連絡先
一般社団法人 奥伊勢バイオサイエンスセンター(BSC)
奥伊勢Forum運営事務局
■ 三重大学拠点
： 三重大学総合研究棟II 420号室
■ 連絡先メールアドレス ： s.takizawa@tsuji-seiyu.co.jp
■ Forum当日の連絡先 ： 080-1555-4189（担当：瀧澤）

共催
三重大学 大学院地域イノベーション学研究科
地域研究支援部門

