
2022年度　更新単位認定講習会等一覧
年月日 認定単 題名 主催者 問い合わせ先等

2022/4/3（日） 1

令和4年度

健康食品管理士/食の安全管理士会近畿支部研修会

①「動脈硬化と肝疾患の診かた-少し、食品のことも入っています-」

②「動脈硬化予防につながる食品の機能～ポリフェノールとカロテノイドを中心

に～」

健康食品管理士会

近畿支部
https://www.jafsra.or.jp/information/info.php?seq=808

2022/7/2（土） 1
第５３回日本臨床栄養協会近畿地方会

テーマ：これでよいのか栄養管理『脂質を武器にする』

一般社団法人

日本臨床栄養協会
https://www.jcna.jp/

2022/7/9（土） 2

第 12 回食糧学院長寿健康ベターエイジング特別公開講演会

テーマ：With コロナ時代をより良く生きる食の作法：「新時間栄養学」を考

える

学校法人食糧学院長寿健康ベ

ターエイジング研究所
http://www.shokuryo.ac.jp

2022/5/11、

5/20～6/30
1

演題１：「食の安全・安心に関わるリスクコミュニケーション」

演題２：「おいしさを科学する～沖縄特産食品の香りを中心に」

一般社団法人

日本食品安全協会　中部支部
https://www.jafsra.or.jp/information/info.php?seq=811

2022/6/19（日） 1

演題１：「生活習慣病改善に関わる食品機能とその分子機構」

演題２：「健康寿命延伸に資する要因と機能性表示食品の役割を考え

る」

一般社団法人

日本食品安全協会　関東支部
https://www.jafsra.or.jp/information/info.php?seq=818

2022/9/3（土） 1
第 10 回 日本未病学会 北海道支部会

テーマ：「地域共生社会における未病への関わり」
一般社団法人 日本未病学会 https://mibyo.hokkaido.jp/

2022/7/30（土） 1
演題１：「チーズって美味しいだけじゃないよ！」

演題２：「医薬品GMPの発展と最近の流れ」

一般社団法人

日本食品安全協会　九州支部
https://www.jafsra.or.jp/information/info.php?seq=821

2022/8/7（日） 1

演題１：「 腸内フローラ（細菌叢）について 」

演題２：「 食品の安全を守るシステムと消費者庁の役割 」

演題３：「保健機能食品制度の現状と今後について」

演題４：「 「協会の今後 」

一般社団法人

日本食品安全協会　四国支部
https://www.jafsra.or.jp/information/info.php?seq=822

2022/9/1（木）～

2023/2/28（火）
1 2022年度NR・サプリメントアドバイザーレベルアップセミナー

一般社団法人

日本臨床栄養協会
https://www.jcna.jp/seminar/streaming/

2022/9/10（土） 1
講演１：「健康食品の価値を伝える＋広める＋伝わるための要件」

講演２：「天然由来生理活性物質の魅力と危険性」

一般社団法人

日本食品安全協会　北海道支

部

https://www.jafsra.or.jp/information/info.php?seq=827

2022/10/26（水） 1 「ヒトの生体機能の調節におけるオメガ3の関わり」 DHA・EPA協議会 http://www.dhaepa.org/lecture.html#02

2022/9/15(木)～

9/22（木）
1 「PRISMA2020　特別勉強会（基礎編）」オンデマンド配信 公財）日本健康・栄養食品協会 https://www.jhnfa.org/news-0322.html

2022/10/30（日） 1
講演１：「食と健康について　～○○って身体にいいんですか？～」

講演２：「葉酸とDOHaD」

一般社団法人

日本食品安全協会　北海道支

部

https://www.jafsra.or.jp/information/info.php?seq=832

2022/10/29（土） 1
「アドバイザリースタッフ資格制度制定２０年」

　　　　　　　　　　～アドバイサリースタッフに何を期待するのか～
アドバイザリースタッフ研究会 https://advisory-staff.org/seminarstart/

2022/10/18（火） 1 「特定保健用食品の表示許可等について」改正通知説明会 公財）日本健康・栄養食品協会 https://www.jhnfa.org/news-0330.html

2022/10/21（金） 1 特保公正取引協議会 2022 年度第 1 回研修会
特定保健用食品公正取引協議

会
https://www.jhnfa.org/tokuho-kyougikai/

2022/10/26（水） 1
アドバンスセミナー

保健機能食品･特別用途食品を活用した商品開発のための基礎講座
公財）日本健康・栄養食品協会 https://www.jhnfa.org/news-0331.html

2022/11/5（土） 1 第21回日本臨床栄養協会関東地方会（テーマ：サプリメントの現状）
一般社団法人

日本臨床栄養協会
https://www.jcna.jp/news/kantou_2022_21th.php

2022/11/27（日） 1

講演１：「健康的な食習慣獲得にむけた食環境づくりの必要性：過体重・

肥満予防に着目して」

講演２：「人の栄養学と健康食品」

一般社団法人

日本食品安全協会　沖縄支部
https://www.jafsra.or.jp/information/info.php?seq=843

2022 /12/1（木）～

2023 /1/31（火））
2 2022 年度 機能性表示食品 届出セミナー 公財）日本健康・栄養食品協会 https://www.jhnfa.org/news-0306.html

2022/12/18（日） 1
講演１：「フレイルの疫学　～疫学の基礎知識とエビデンス評価～」

講演２：「おいしい、に健康をプラス　～食品の機能性と快眠効果～」

一般社団法人

日本食品安全協会　中国支部

https://www.jafsra.or.jp/information/info.php?seq=
849

2023/1/26（木） 1

アドバンスセミナー

『健康食品の安全性（安全・安心な製品の提供）』

『消費者基本法・消費者安全法・消費者契約法・景品表示法・特定商取

引法・製造物責任法』

公財）日本健康・栄養食品協会 https://www.jhnfa.org/news-0336.html

2023/1/28（土） 1

令和4年度日本食品保健指導士会　関東支部研修会

テーマ：CBDとアンチドーピング

講師：持田騎一郎先生（株式会社RCTジャパン代表取締役社長）

日本食品保健指導士会

関東支部
http://www.jfqao.jp/

2023/3/5（日） 1
第6回学術フォーラム

「フラボノイドの吸収・代謝と腸内細菌との相互作用」

特定非営利活動法人

日本メディカルハーブ協会
https://www.medicalherb.or.jp/archives/240822

2023/1/21（土） 1
講演１：「食べるワクチン（仮題）」

講演２：「災害食の現状と課題・今後について」

一般社団法人

日本食品安全協会　九州支部

https://www.jafsra.or.jp/information/info.php?seq=
854

2023/1/22（日） 1

講演１：「機能性表示食品制度を活用した機能性農産物の開発と今後の

食によるヘルスケア研究」」

講演２：「高齢者と薬、健康食品との関わりについて」

一般社団法人

日本食品安全協会　関東支部

https://www.jafsra.or.jp/information/info.php?seq=
850

2023/2/18（土） 1

令和4年度日本食品保健指導士会　本部研修会

テーマ：「人生１００年時代の健康を考えるー食べることの意義と役割」

講師：江崎 禎英 先生（社会政策課題研究所　所長／元経済産業省・

内閣府審議官）

日本食品保健指導士会

本部
http://www.jfqao.jp/

2023/2/18（土） 1
第 13回食糧学院長寿健康ベターエイジング特別公開講演会

テーマ：Withコロナ時代食と健康：　「適塩と抗糖化」を考える

学校法人食糧学院長寿健康ベ

ターエイジング研究所
http://www.shokuryo.ac.jp/approach/better-aging

2023/3/5（日） 1

令和4年度日本食品保健指導士会　本部・関東支部共催研修会

テーマ：「人生100年時代を元気で乗り切るために－健康長寿 鍵は“フレイ

ル予防”－」

講師：飯島 勝矢 先生（東京大学 高齢社会総合研究機構長／未来ビ

ジョン研究センター教授）

日本食品保健指導士会

本部・関東支部
http://www.jfqao.jp/

2023/3/17（金） 2

「特定保健用食品講習会」

「特定保健用食品に関する通知改正および申請上の留意事項（仮）」ほ

か

公財）日本健康・栄養食品協会 https://www.jhnfa.org/news-0339.html

2023/3/20（月） 1

アドバンスセミナー3

『ＪＡＲＯにおける健康食品の広告・表示への対応状況について』

講師：公益社団法人 日本広告審査機構（JARO）　　橘 　一 様

公財）日本健康・栄養食品協会
https://www.jhnfa.org/news-0341.html

2023/3/20（月） 1

アドバンスセミナー4

『食品・健康食品に関する情報収集』

― 主として国内有用情報源のご紹介、効率的な情報収集に向けて ―

講師：当協会　学術情報部長　永留　部長

公財）日本健康・栄養食品協会
https://www.jhnfa.org/news-0342.html

2023/3/12（日） 1

講演１：「元気に長生きするための身体活動・運動不足の解消術～筋肉

は身体を守るサポーター～」

講演２：「エビデンスに基づく正しいたんぱく質の摂り方」

一般社団法人

日本食品安全協会　近畿支部

https://www.jafsra.or.jp/information/info.php?seq=
864

2023/3/30（木） 1 2022 年度　第２回　特定保健用食品公正取引協議会研修会
特定保健用食品公正取引協議

会
https://www.jhnfa.org/tokuho-kyougikai/
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