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ごあいさつ

拝啓 貴社におかれましては、
ますますご清栄のこととお慶び申しあげます。
さて、
この度、国際栄養科学連合（International Union of Nutritional Sciences, IUNS）の第22回
国際栄養学会議（22nd IUNS International Congress of Nutrition, 22nd IUNS-ICN）の日本誘致
に成功し、当初2021年9月14日（火）から19日（日）までの6日間、東京国際フォーラムにおいての
開催を見据え準備を進めて参りました。
しかし、新型コロナウイルス感染症の世界的な流行に鑑み、
開催時期を2022年12 月6日
（火）〜11日
（日）へ延期し、場所は延期前と同様、東京国際フォーラム
にて開催することといたしました。
IUNS には 80 以上の国や地域が Adhering Body として加盟しており、わが国は日本学術会議
が加盟団体となっています。国際栄養学会議は４年に一度開催されており、
日本では 1975 年の
第10回会議（大会長：越智勇一日本学術会議会長、組織委員長：満田久輝先生）以来、実に47年
ぶりの開催となります。
これまで日本学術会議（IUNS 分科会）、
日本栄養・食糧学会、
日本栄養改善
学会の三団体が協力してその誘致に取り組み、現在は開催に向けて準備にあたっています。現
時点の見込みでは、4,000名程度の参加者を想定しております。
日本は、栄養学に関連する様々な面において世界から注目を集めてきました。例えば、いち早く
超高齢社会を迎えこれに対応してきたこと、優れた和食文化を有する一方で過栄養に起因する生
活習慣病の急増への対応を迫られてきたこと、学校給食制度や食育、各種法整備など卓越した健
康対策を有していること、機能性食品の研究や制度を早くから展開してきたことなどが挙げられま
す。第22回国際栄養学会議の開催により、わが国の栄養科学のさらなる国際化や世界での
プレゼンスの向上が期待されます。また、2021年12月に予定されている東京栄養サミットとの
連携を検討しており、相乗効果も期待されます。
誠に恐縮ではございますが、本会議の成功とわが国の栄養学分野の発展のために、是非とも
広く多方面からのご援助を賜りたく、お願い申しあげる次第です。
何卒ご高配の程、
よろしくお願い申しあげます。
末筆ではございますが、皆様の今後益々のご健勝をお祈り申しあげます。
敬具
2021年10月吉日
第 22 回国際栄養学会議 組織委員会
委員長
加藤 久典 (東京大学大学院特任教授）
（公益社団法人日本栄養・食糧学会 代表理事・会長）
副委員長
副委員長
展示委員長

武見 ゆかり（女子栄養大学教授）
稲垣 暢也 （京都大学大学院教授)
上原 万里子（東京農業大学教授）

開催概要
出品要綱
会議構成

●会議名

和文名：第22回国際栄養学会議
英文名：22nd IUNS-International Congress of Nutrition
略 称：22nd IUNS-ICN

●主催

第22回国際栄養学会議組織委員会
日本学術会議、公益社団法人 日本栄養・食糧学会、
特定非営利活動法人 日本栄養改善学会（共同主催）

●後援

文部科学省、内閣府食品安全委員会
(後援名義使用申請中)外務省、厚生労働省、経済産業省
日本栄養学学術連合、
一般社団法人 日本臨床栄養学会、一般社団法人 日本食育学会、
日本給食経営管理学会、
日本機能性食品医用学会、
公益社団法人 日本糖尿病協会、特定非営利活動法人 日本スポーツ栄養学会、
一般社団法人 日本病態栄養学会、一般社団法人 日本臨床栄養協会、
一般社団法人 日本リハビリテーション栄養学会、
一般社団法人 日本在宅栄養管理学会、
日本アミノ酸学会、
公益社団法人 日本栄養士会、
日本外科代謝栄養学会、
公益社団法人 日本食品科学工学会、一般社団法人 日本糖尿病学会、
一般社団法人 日本動脈硬化学会、一般社団法人 日本内分泌学会、
公益社団法人 日本農芸化学会、公益社団法人 日本ビタミン学会、
一般社団法人 日本肥満学会、
日本フードファクター学会、
日本ポリフェノール学会、
日本時間栄養学会、一般社団法人 日本応用糖質科学会、
一般社団法人 日本DOHaD学会、公益社団法人 日本畜産学会、
一般社団法人 日本健康教育学会、一般社団法人 公衆衛生学会、
一般社団法人 日本健康・栄養システム学会、
一般社団法人 日本臨床栄養代謝学会、一般社団法人 日本体力医学会、
一般社団法人 日本疫学会、公益社団法人 日本油化学会、
日本脂質栄養学会、
一般社団法人 日本生理学会、一般社団法人 日本食物繊維学会、
一般社団法人 日本栄養学教育学会、
日本健康学会

●母体団体

英文名：International Union of Nutritional Sciences (IUNS)
和文名：国際栄養科学連合

●参加予定数

115ヵ国・地域

●開催状況

4年ごとに開催
開催年

2001年
2005年
2009年
2013年
2017年
●会議使用言語

英語

4,000人（国外：2,000人、国内2,000人）

開催回

第17回
第18回
第19回
第20回
第21回

開催地

ウィーン・オーストリア
ダーバン・南アフリカ
バンコク・タイ
グラナダ・スペイン
ブエノスアイレス・アルゼンチン

参加者数

3,550名
2,100名
4,070名
3,896名
2,900名

開催経緯
・内容・意義
出品要綱
【開催経緯】
国際栄養学会議は、国際栄養科学連合（International Union of Nutritional Sciences: IUNS)が4年ごとに開催する会議であり、
1946年の第1回から本会議で22回目を迎える、
栄養学分野で最も歴史のある国際会議です。
2013年に開催された国際栄養科学
連合
（IUNS）
の総会において、
第22回国際栄養学会議を2021年秋に日本で開催することが決定されました。
(新型コロナウイルス
の感染が拡大している状況を鑑み、
2022年12月に開催延期となりました。
）
これを受け、
公益社団法人日本栄養・食糧学会と特定
非営利活動法人日本栄養改善学会は、
日本開催準備のために、第22回 国際栄養学会議組織委員会を2016年に設置し、開催の
準備を進めることとなりました。
日本での開催は、
第10回以来47年ぶり、
2回目の開催となります。
この度の日本開催では、
世界の
トップレベルの研究者が一堂に会し、
上述の栄養学の重要性に関する最新の研究成果について討論や発表を行い、
栄養学の
発展とその応用展開を図ることを目的としています。
【会議テーマと内容】
この度の第22回 国際栄養学会議では、
「栄養学の力で100億人を笑顔に！」をメインテーマに、栄養学の最先端, 栄養素・栄養
アセスメント, ライフステージを通した栄養, 栄養と疾病管理, 食文化、食行動と栄養教育, 公衆栄養と食環境, 機能性食品と生理
活性成分, 農業, 食品科学と食の安全を主要題目として、研究発表と討論が行われることとなっており、
その成果は、栄養学の発展
に大きく資するものと期待されます。
また、基調講演としてノーベル生理学・医学賞を受賞した先生にご講演いただく予定です。
【開催意義】
この会議を日本で開催することは、我が国の生み出してきた栄養学・食糧科学の研究成果を全世界の研究者に大きくアピールし、
多くの研究者の参画を促す絶好の機会となるとともに、我が国のこの分野の研究者に世界の多くの研究者と直接交流する機会を
提供し、我が国の栄養学のさらなる国際化や世界でのプレゼンスの向上の契機となります。
また、市民公開講座を行うことにより、
日本人研究者のもたらした成果を社会に還元し、栄養学に関する一般社会の興味を大いに高めることが期待されます。

著名な国外・国内参加者
（候補者・参加交渉中も含む）
出品要綱
■オープニング・レクチャー
１. 獲得免疫のセレンディピティ
本庶
佑 （京都大学高等研究院）2018年ノーベル生理学・医学賞
２. 世界の食糧と栄養の環境変化における人々の健康増進
山本 尚子 (世界保健機関（WHO）)
■プレナリー・レクチャー
１. ヒトの褐色脂肪組織ーエネルギー代謝研究のブレイクスルー
斉藤 昌之 (北海道大学)
２. ロイシンによるmRNAの翻訳促進にかかわるシグナル経路
Scot R. Kimball （ペンシルバニア州立大学医学校）
３. ライフコースを通した栄養と生涯の健康
Sian M. Robinson （ニューカッスル大学）
４. 栄養疫学ー方法論と今後の展望
Walter C. Willett (ハーバードT.H.チャン公衆衛生大学院)
５. 肥満対策とより健康な食事のための大規模な規制と財政政策
Barry M. Popkin （ノースカロライナ大学公衆衛生大学院)
６. 栄養と食習慣に焦点をあてたポピュレーションアプローチによる循環器疾患の予防
Pekka M. Puska （フィンランド国立保健福祉研究所）
７. 健康で力強い長寿社会の実現に向けた近未来の機能性食品
阿部 啓子 （東京大学）
８. 培養肉の展望と課題
Marcus J. Post （マーストリヒト大学）
■クロージング・レクチャー
個人、集団、地球規模の栄養
J. Alfredo Martinez （国際栄養科学連合（IUNS）会長）

出品要項
出品要綱
展示会期

展示会場

2022年12月7日(水)
12月8日(木)
12月9日(金)
12月10日(土)

東京国際フォーラム

9:00〜17:30
9:00〜17:30
9:00〜17:30
9:00〜15:30

ホールＥ（地下２階）

〒100-0005東京都千代田区丸の内3丁目5番1号
(代)03-5221-9000

小間規格/出品料金

￥360,000（税別）

小間サイズW1,980×D1,980×H2,400ｍｍ
出品台（W1,800×D900×H700mm)
※台上は白布、腰を青色系の布
社名板：1枚
●パネルはシステムパネルを使用します。

￥200,000（税別）

￥45,000（税別）

電力（100Ｖおよび200Ｖ）
ご使用の場合、電源仮設工事費および消費電力料金は出品者

電力料金

の負担になります。

100Ｗ以上500Ｗまで
501Ｗ以上1KWまで

￥15,000（税別）
￥20,000（税別）

※ただし、１kw以上ご使用の場合は、１kw増すごとに￥10,000（税別）を加算いたします。
※200V（単相・三相）をご使用の場合は、別途仮設となり割高になりますのでご了承ください。
料金は会期後に請求いたします。

出品要綱
出品要綱
出品申込方法

1）申込方法：

大会ホームページのEXHIBITIONページからお申込みください。
https://icn22.org/exhibition.html

2）申込締切日： 2022年7月15日(金)
3）支払方法：

請求書がお手元に届いた時点でお振込みください。
※振込手数料はご負担いただきますようお願い申し上げます。
みずほ銀行 池袋西口支店（229） 普通預金 口座番号1575059
口座名 公益社団法人日本栄養・食糧学会 国際大会特定預金
シヤ）ニホンエイヨウシヨクリヨウガツカイコクサイタイカイトクテイヨキン

2022年9月頃に出品要項（確認書）をお送りする予定です。
電力使用やレンタル品の変更・申請書類等を出品要項に添付いたします。

出品の取り消し

出品の取り消しを希望する場合は、下記お問い合わせ先までご連絡ください。
解約書をご提出いただきます。
2022年7月16日までに解約書を受領した場合
…請求額の50％の金額をお支払いいただきます。
2022年7月16日以後に解約書を受領した場合
…請求額の全額をお支払いいただきます。
天災・その他のやむを得ない事情、 並びに主催の責任に帰し得ない原因により、
年会および展示会の開催を変更・中止する場合があります。この変更により生じ
た協賛各社の損害は補償できかねます。前述の原因により開催中止を決定した場
合には、主催は協賛各社に対し、会期前に納入された協賛費から準備費用を除い
た金額を算出し、ご返金致します。

展示出品台

ブースには出品台が含まれていますが、床面に直接機器等を設置したい場合は、
出品台不要の旨を備考欄に明記してください。

出品物の管理

各出品物の管理は出品者が責任をもつものとし、展示期間中の出品物の盗難・紛
失・火災・損傷など、不可抗力による出品物の損害に対して、補償などの責任は
一切負いませんのでご了承ください。

出品物の搬入・搬出
搬入

2022年12月6日（火）

搬出

2022年12月10日（土）

15 : 00〜20 : 00(予定）
未定（展示会終了後となります。）

＊プログラム変更等により変更になる可能性があります。
詳細につきましては、申込締め切り後にあらためてご連絡いたします。

お問い合わせ：株式会社エー・イー企画 22nd IUNS-ICN展示会係
〒101-0003 東京都千代田区一ツ橋2-4-4一ツ橋別館4階
TEL. 03-3230-2744 FAX. 03-3230-2479
E-mail: IUNS-ICN2022＠aeplan.co.jp
協賛パッケージプランについてはお問い合わせ先が異なります。ホームページにてご確認ください。

出品要綱
主要なシンポジウムテーマ
１）栄養学の最先端
○時間栄養学 ○栄養を感知して全身をコントロールする消化管内分泌系
○IoTが拓く持続可能な健康社会 ○生活習慣病予防のためのビタミンの新しい役割
○災害時の健康と栄養 ○栄養に関与する核内受容体とその機能
○栄養素、食品、食由来腸内細菌による記憶能力の制御
○食物嗜好性を制御する栄養素感受機構と神経回路
２）栄養素・栄養アセスメント
○タンパク質原性アミノ酸の生理作用 ○非タンパク質態アミノ酸の生理作用
○コリンの栄養学的重要性
○東アジアでの疫学的栄養調査に向けてー欧州におけるがんと栄養に関する前向き研究（EPIC）から学ぶもの
○栄養アセスメントにかかるさまざまな手法―自己申告、血液、尿検査
○国際共同疫学研究における栄養調査法の課題とエビデンスの必要な栄養素
○摂食障害に関する栄養アセスメントから治療まで
○栄養素の摂取と食行動のアセスメントにおける技術革新
３）
ライフステージをとおした栄養
○健康な老化に向けたライフコース・アプローチ
○ライフコースを通じた、健康とウェルビーイングにつながる共食
○朝食欠食 ○フード・リテラシー
○マターナル・ニュートリション（母親の栄養） ○乳幼児期の栄養
○よりよい栄養に向けたライフコース・アプローチ ○老齢者向け栄養
４）栄養と疾病管理
○糖尿病の食事療法 ○肥満・メタボリックシンドロームの食事療法
○フレイル・サルコペニアの栄養管理 ○ビタミン、
ミネラルと栄養管理
○認知症の栄養管理 ○心不全患者の栄養管理
○脂肪肝炎、肝疾患の栄養管理 ○アレルギー疾患の栄養管理
○慢性腎臓病の栄養管理
５）食文化、食行動と栄養教育
○健康的な食環境
○持続可能な社会の実現を目指した栄養の取り組み―政策と栄養教育
○子どもの健康格差と食支援 ○健康推進への農の貢献
○ヘルスリテラシーと栄養教育 ○学校給食プログラムの役割
○国際的なスポーツイベントにおける食サービスの提供と活用
○健康維持に有効な日本食の特徴 ○世界のエビデンスに基づく食生活指針
○フードガイドーその作成‐活用‐評価
６）公衆栄養と食環境
○地域集団における健康・栄養格差 ○各国におけるフードロス
○食糧システムから考える気候変動対策 ○各国における食品成分表の現状と課題
○栄養成分表示制度に関わる諸外国における状況と問題点
○栄養‐食生活を中心としたポピュレーションアプローチによる循環器疾患予防/世界の減塩対策
○諸外国における国民健康・栄養調査の現状と課題
○各国における食事摂取基準・栄養所要量の現状と課題
７）機能性食品と生理活性成分
○食品由来因子としての植物色素とその健康機能
○宇宙における栄養と食 ○ペプチドの生理機構に関する最新研究
○茶ポリフェノールと健康増進に関する最新知見
○脂質代謝異常と動脈硬化性心血管病リスク
○認知症予防とポリフェノール
○食品による免疫調節―食品成分と腸内共生菌の新たな協調作用
○プロバイオティクスとプレバイオティクス
８）農業、食品科学と食の安全
○食品メタボロミクス
○生理活性と毒性を予測・発見するためのバイオアッセイと計算解析による統合的アプローチ
○食品成分の陰と陽 ○健康推進への農の貢献
○フード・セーフティ ○質量分析法による食品の品質評価
○水産物に含まれる新たな健康機能成分
○脂質分子集合体―構造-・消化・吸収とデリバリーキャリアとしての応用
○途上国における栄養改善に向けた水産業による貢献

出品要綱
開催日程
（予定）

スケジュールは2021年10月現在の予定になります。告知なく変更されることがあります。
ご了承ください

午前
午前
12月6日(火）

サテライトシンポジウム

展示会設営

12月7日(水）

シンポジウム
プレナリー講演

12月8日(木）

シンポジウム
プレナリー講演

12月9日(金）

12月10日(土)

12月11日(日）

展示会初日

展示会2日目

午後
開会式
オープニング講演

展示会設営・搬入

特別講演
シンポジウム
口頭・ポスター発表

展示会初日

特別講演
シンポジウム
口頭・ポスター発表
エデュケーショナルツアー

展示会2日目

夕方
ウェルカムレセプション

展示会設営・搬入

スポンサードシンポジウム

展示会初日

スポンサードシンポジウム

展示会2日目

スポンサードシンポジウム

展示会3日目

特別講演
シンポジウム
口頭・ポスター発表
エデュケーショナルツアー

シンポジウム
プレナリー講演

特別講演
シンポジウム
口頭・ポスター発表
市民公開口座

ガラディナー

シンポジウム
プレナリー講演

展示会4日目

シンポジウム
クロージング講演

展示会３日目

展示会4日目

展示会３日目

展示会搬出・撤去

閉会式

展示に関するお問い合わせ
株式会社エー・イー企画 22nd IUNS-ICN展示会係
〒101-0003 東京都千代田区一ツ橋2-4-4一ツ橋別館4階
TEL. 03-3230-2744 FAX. 03-3230-2479
E-mail: IUNS-ICN2022＠aeplan.co.jp
協賛パッケージプランについてはお問い合わせ先が異なります。ホームページにてご確認ください。

