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第２回サマーセミナー・スケジュール 

（作成日 2016 年 5 月 26 日） 
 
7 月 16 日(土)（初日） 
 
15:50~ 開会のあいさつ 
満岡孝雄 (サマーセミナー集会長、北海道支部長、満岡内科・循環器クリニック院長） 

 
会場：本館３F 大広間 
 
16:00~18:30 総合進行役 新出泰子（北海道支部 薬剤師） 
 
セミナー① 座長 河端恵美子、宮地清光 質疑アシスタント 佐藤みはる（北海道支部 助産師） 
 
16:00~17:40 発表（100 分） 
（１）峯村昌子（産経新聞社サンケイスポーツ編集局文化放送部 次長）    （講演 25 分） 
   「働く女性の更年期症状緩和へのアプローチ 
          ～アンケート調査からみる現状とHRTの今後～」 
（２）黄 宗聖（こうレディースクリニック・江の島 院長）         （講演 25 分） 
  「更年期女性で基礎体温を測定する意義について」 

（３）満岡孝雄（満岡内科・循環器クリニック 院長）            （講演 25 分） 
 「今、栄養学は大変革期に！？～糖質制限食の意味～」 

（４）稲次潤子（藤沢市保健医療センター医療事業部 診療担当部長・保健事業課主管） 
    「美しい姿勢を保つための運動」                  （講演 25 分） 
 
17:40~17:50 休憩（この間に質問用紙を回収） 
17:50~18:30  質疑・討論（40 分） 

 
19:00~ 21:00   
ウェルカムパーティー 
会場：本館３F レストラン レイクビュー（湖に向かって右奥の仕切内） 
司会：寺西亜砂美（北海道支部 助産師） 

     ・ウェルカム・ディッシュ＆トーク： 
 加藤和彦（ 帯広 フレンチカフェ 「ル・ボルドー」オナーシェフ）   
  「十勝の旬の食材を用いたウェルカム・ディッシュ」 

     ・ウェルカム・フラダンス：佐藤麻美（北海道支部、薬剤師）と北海道支部フラガール 
   ・参加講師の紹介 
   ・参加者の自己紹介（1人３０秒） 
 
21:00~22:00  
 （22 時で一応、中締め。さらに議論をしたい方は次の日に差し支えないように楽しんでください） 
 自由参加による情報交換会 
 会場：本館３F セミナー臨時バー『ふくろう』 
 （飲み物とおつまみを準備してお待ちしています。） 
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7 月 17 日(日)（２日目） 

 
7:20~7:45 
 大自然の気を吸ってヨーガ 指導：日置智華子（帝京平成大学ヒューマンケア学部看護学科助教） 
 会場：ホテル屋上（雨天の際はホテル内で行ないます） 
 

7:45~8:05 
 湖畔の早朝ウォーキング 
 

8:10~8:50 朝食（本館３F レストラン レイクビュー） 
 
 

会場：本館３F 大広間  
 
9:00~11:50 総合進行役 佐藤みはる（北海道支部 助産師） 
 
セミナー② 座長 小山嵩夫、稲次潤子  質疑アシスタント 新出泰子（北海道支部 薬剤師） 
 
 9:00~11:00 発表（120 分） 
（１）牧田和也（牧田産婦人科医院 院長）                   （講演 30 分） 
   「 “Feminine Forever” ：HRTは女性の美と健康に貢献する」 
（２）一樂智也（日本ニュートリション協会 理事長）             （講演 30 分） 
     「最新の米国栄養学で、美しく! そして元気に過ごす方法」 
（３）宮地清光（慶宮医院 院長）                      （講演 30 分） 

 「いつまでも手が綺麗と言われたい ～女性の手指関節変形の予防～」 
（４）別部尚司（別部オーラルヘルスケア＆アンチエイジングクリニック院長）  （講演 30 分） 
   「歯と表情筋から美と若さをつくる～顎口腔系の生涯維持と環境改善による、 
                       口腔からのアンチエイジング～」 
 
11:00~11:10 休憩（この間に質問用紙を回収） 
11:10~11:50 質疑応答・討論（40 分） 
 
11:50~12:00 集合写真撮影 
 
 
12:00~   昼食（本館３F レストラン レイクビュー） 
 

午後：自由時間  
      outdoor activity に参加の方は、「outdoor activity のご案内」に詳細が載っています。 
      別紙「outdoor activity 申込書」にて事前（６月 15 日まで）にお申し出下さい。 
   湖畔以外の activity にご参加の方は、12：45 にホテル発のバスで activity が行なわれる 
   現地にお送りします。また、終了後も現地にてピックアップします。 
      湖畔の activity に参加の方は、開始時間までにホテル向かい側のネイチャーセンター・ 
   オフィスに行かれてください。 
 
18:00~  夕食（本館３F レストラン レイクビュー） 
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7 月 17 日(日)（２日目）続き 
 

会場：本館３F 大広間  
 
19:30~20:45 総合進行役 佐藤みはる（北海道支部 助産師） 
 
セミナー③ 座長 黄 宗聖  質疑アシスタント 寺西亜砂美（北海道支部 助産師） 
   
19:30~20:20 発表（50 分） 
（１）萩池洋子（ロシール ホリスティック クリニック青山 院長）        （講演 25 分） 
   「身体の内側から作る美肌と若さと健康 ～細胞活性を図る～」 
（２）日置智華子（帝京平成大学ヒューマンケア学部 看護学科母性看護学・助産学）（講演 25 分） 
   「美と若さを保つリラクセーション ～ストレスとの上手なつきあい方～」 

 
20:20~20:30 休憩（10 分）（この間に質問用紙を回収します） 
20:30~20:45 質疑応答・討論（15 分） 
 
 

会場：本館３F 大広間 
 
20:50~22:00（70 分） 総合進行役 佐藤みはる（北海道支部 助産師） 
 
夜の大討論会 座長 峯村昌子、別部尚司  
       質疑アシスタント 野田江身子（北海道支部 エステティシャン） 
 
  テーマ：更年期以降も美しさと若さを保つ ～その方法を徹底討論～ 
    パネリスト：小山嵩夫（小山嵩夫クリニック院長） 
          牧田和也（牧田産婦人科医院院長） 
          黄 宗聖（こうレディースクリニック江ノ島院長） 
          稲次潤子（藤沢市保健医療センター医療事業部 診療担当部長・保健事業課主管） 
          萩池洋子（ロシール ホリスティック クリニック青山 院長） 
 
 最初に各パネリストから「どうしたらよいか」についての提案を 1分でしてもらいます。 
 会場からは質問用紙を、21：10、21：30 の２回、回収します。 
 
 

22:00~（特に終了時間はありません。次の日に差し支えないように楽しんで下さい） 
自由参加による情報交換会 
会場：本館３F セミナー臨時バー『ふくろう』 
     （飲み物とおつまみを準備してお待ちしています。） 
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7 月 18 日(月・祝)（3 日目・最終日） 
  

7:30~   朝食（本館３F レストラン レイクビュー）  
       朝食後、荷造りを済ませてセミナー会場へ 
       荷物は本館３F大広間（セミナー会場）の後方に置いて下さい。 
 
 
会場：本館３F 大広間  
 
9:20~11:40 総合進行役 佐藤麻美（北海道支部 薬剤師） 
 
セミナー④ 座長 牧田和也、満岡孝雄  質疑アシスタント 南ゆかり（北海道支部 販売員） 
 
9:20~10:50 発表（90 分） 
（１）河端恵美子（帝京平成大学ヒューマンケア学部教授）        （講演 30 分） 
    「客観的指標からみた運動・栄養指導の実際 
                 ～体力評価と栄養評価、体組成の測定の結果から～」 
（２）柳原延章（産業医科大学医学部薬理学 教授）            （講演 30 分） 
   「更年期障害と自律神経バランス」 
（３）小山嵩夫（小山嵩夫クリニック院長）                （講演 30 分） 
   「女性の健康とサプリメント －その役割と今後の可能性―」 

 
10:50~11:00 休憩（10 分）（この間に質問用紙を回収） 
11:00~11:30 質疑応答・討論（30 分） 
 
11:30~ 閉会のあいさつ  
    小山嵩夫（NPO 法人更年期と加齢のヘルスケア理事長、日本サプリメント学会理事長） 
 
 
11:40    解散 

解散後、11:40 にとかち帯広空港、ならびに JR 新得駅行きのバスがでます。 
バスの中で食べ得られる和軽食を用意します。 
各自、ホテルロビーにて弁当を受け取ってバスに乗られて下さい。 

 


