日 時：

平成 29 年 7 月 1 日（土） 13：00～16：45 （受付 12：30～）
ミキサー17：00～

会 場：

北里大学薬学部 1 号館１４０２講義室（４F）
東京都港区白金 5-9-1

アクセス：

地下鉄 日比谷線「広尾駅」・三田線「白金高輪駅」より徒歩 10 分
都バス 恵比寿駅 or 田町駅より「田 87」系統「北里研究所前」下車 セミナー

主催・共催：

日本機能水学会・ウォーター研究会・（一財）機能水研究振興財団

参加費（資料代）： 会員（機能水学会・機能水財団・オゾン学会）2,000 円、
非会員5,000円、学生1,000円
世話人：

小宮山寛機・堀田国元・菊地憲次

問合せ：

日本機能水学会事務局

参加申込み：

6 月 27 日までに学会事務局 kinousui-gakkai@fwf.or.jp

TEL 03-3495-0251

E-mail kinousui-gakkai@fwf.or.jp
へ申し込みください。

＜プログラム＞ 演題・講演時間は変更する可能性があります。
13:00～13:40

１．機能水をめぐる動向： 機能水財団プロジェクトを中心に －次亜塩素酸水、アルカリイオン水ほか－
堀田 国元 （一般財団法人機能水研究振興財団）

13:40～14:20

２．基礎的研究から得た電解酸性機能水の効果について
○五條堀孝廣 1,2、小澤康正 3,4、楠正文 3,4、太田裕崇 1,2、浅野正岳 1,2
（日本大学 1 歯学部病理学講座、2 歯学部総合歯学研究所生体防御部門、
3

14:20～15:00

大学院歯学研究科歯学専攻応用口腔科学分野、4 歯学部歯科保存学第Ⅲ講座）

平成 29 年度日本機能水学会およびウォーター研究会総会
・平成 28 年度事業報告および決算報告： 審議・承認
・平成 29 年度事業計画および予算： 審議・承認
・日本機能水学会第 16 回学術大会の概要説明

15:00～15:15

休憩

15:15～16:15

３．殺菌料に関する食の安全・安心 ～リスクコミュニケーションのあり方～
山﨑 毅 （NPO 法人食の安全と安心を科学する会 理事長）

16:15～16:45

４．オゾン水の基礎： 最近の研究動向と展望
錦 善則 （デノラ・ペルメレック㈱）

17:00～18:30

ミキサー ： 参加費無料、＠つくし（病院 2 階）

＊最新情報は、機能水研究振興財団 HP （http://www.fwf.or.j p） に掲載いたします。

日 時：

平成 30 年 3 月 3 日（土） 13：00～ （終了後ミキサー）

会 場：

北里大学薬学部 1 号館 1202 講義室（２F）
東京都港区白金 5-9-1

アクセス：

地下鉄 日比谷線「広尾駅」・三田線「白金高輪駅」より徒歩 10 分
都バス 恵比寿駅 or 田町駅より「田 87」系統「北里研究所前」下車

主催・共催：

日本機能水学会・ウォーター研究会・（一財）機能水研究振興財団

参加費（資料代）： 会員（機能水学会・機能水財団・オゾン学会）2,000 円、
非会員5,000円、学生1,000円
ミキサー：

参加費無料、セミナー終了後 1 時間半ほど

世話人：

堀田国元・中山武久・小宮山寛機

問合せ：

日本機能水学会事務局

参加申込み：

2 月 28 日までに学会事務局 kinousui-gakkai@fwf.or.jp

TEL 03-3495-0251

E-mail kinousui-gakkai@fwf.or.jp
へ申し込みください。

＜プログラム案 ＞ 講演のタイトルおよび時間は変更の可能性があります。
13：00～13：15

日本機能水学会 臨時総会

13：15～13：45

１．次亜塩素酸水の pH および有効塩素濃度が及ぼす殺菌効果と腐食性への影響
二階堂 勝 （㈱東芝）

13：45～14：15

２．オゾン水手洗い装置（医療機器）について（仮題）
日科ミクロン㈱

14：15～15：00

３．多様な氷の世界
鍵 裕之 （東京大学大学院理学系研究科 地殻化学実験施設 教授）

15：00～15：15

休憩

15：15～15：55

４．殺菌剤による野菜／カット野菜の薬剤損傷菌の生成と生残性
泉 秀実 （近畿大学生物理工学部食品安全工学科 教授）

15：55～16：40

５．透析治療への電解水素水の臨床応用：現況と課題
中山 昌明 （聖路加国際病院 腎センターセンター長・腎臓内科部長
東北大学病院 慢性腎臓病透析治療共同研究部門 客員教授）

16：40～17：00

６．機能水をめぐる最近の動向
堀田 国元 （機能水研究振興財団）

17：15～

ミキサー （北里柴三郎記念館２階）

＊最新情報は、機能水研究振興財団 HP （http://www.fwf.or.j p）に掲載いたします。

日 時：

平成 30 年 6 月 30 日（土） 13：00～16：45 （受付 12：30～）
ミキサー17：00～

会 場：

北里大学プラチナタワー３３０１講義室（３F）
東京都港区白金 5-9-1

アクセス：

地下鉄 日比谷線「広尾駅」・三田線「白金高輪駅」より徒歩 10 分
都バス 恵比寿駅 or 田町駅より「田 87」系統「北里研究所前」下車

主催・共催：

日本機能水学会・ウォーター研究会・（一財）機能水研究振興財団

参加費（資料代）： 会員（機能水学会・機能水財団・オゾン学会）2,000 円、
非会員5,000円、学生1,000円
世話人：

小宮山寛機・堀田国元・菊地憲次

問合せ：

日本機能水学会事務局

参加申込み：

6 月 26 日までに学会事務局 kinousui-gakkai@fwf.or.jp

TEL 03-3495-0251

E-mail kinousui-gakkai@fwf.or.jp
へ申し込みください。

＜プログラム＞ 演題・講演時間は変更する可能性があります。
13:00～14:10

１．機能水をめぐる動向
① 機能水研究振興財団プロジェクトを中心に
堀田 国元 （一般財団法人機能水研究振興財団）
② （公財）ルイ・パストゥール医学研究センターに開設した機能水研究
吉川 敏一 （公益財団法人ルイ・パストゥール医学研究センター）
③ 海外情報紹介： 塩素消毒の盲点～洗浄したはずの食材で食中毒も～
狩野 清史 （マイクローブテック株式会社）

14:10～14:50

平成 30 年度日本機能水学会およびウォーター研究会総会
・平成 29 年度事業報告および決算報告： 審議・承認
・平成 30 年度事業計画および予算： 審議・承認
・日本機能水学会 会則改定
・日本機能水学会第 17 回学術大会の概要説明

14:50～15:00

休憩

15:00～15:30

２．アクアクリスタルリング（ACR）による水の改質実例とその作用メカニズム
○小西 昭生 1、久保田 昌治 2 （1 科学開発研究所、2 ウォーターデザイン研究会）

15:30～16:00

３．ウイルス不活性化評価でのウイルス選定かかる課題について
高木 弘隆 （国立感染症研究所 バイオセーフティ管理室）

16:00～16:30

４．切り花の鮮度保持における電解水の効果
本多洋子 1、土屋昌子 1、〇中藤誉子 2、堀田国元 2 （1 恵泉女学園大学、2 機能水研究振興財団）

17:00～18:30

ミキサー ： 参加費無料、会場； サンドリアン

＊最新情報は、機能水研究振興財団 HP （http://www.fwf.or.j p） に掲載いたします。

日 時：

平成 31 年 2 月 23 日（土） 13：00～16：50 （受付 12：30～）
ミキサー17：00～

会 場：

北里大学プラチナタワー ３２０１講義室（２F）
東京都港区白金 5-9-1
ミキサー： レストラン白金（7 号棟 B1F）

アクセス：

地下鉄 日比谷線「広尾駅」・三田線「白金高輪駅」より徒歩 10 分
都バス 恵比寿駅 or 田町駅より「田 87」系統「北里研究所前」下車

主催・共催： 日本機能水学会ウォーター研究会・（一財）機能水研究振興財団
参加費（資料代）： 会員（機能水学会・機能水財団・オゾン/口腔機能水学会）2,000 円、
非会員5,000円、学生1,000円
世話人：

小宮山寛機・堀田国元・小暮 実

参加申込み： 準備の都合上、2 月 20 日までに学会事務局 kinousui-gakkai@fwf.or.jp へお願いいたします。
問合せ：

日本機能水学会事務局

TEL 03-3495-0251

E-mail kinousui-gakkai@fwf.or.jp

＜プログラム＞
13：00～13：15

１．日本機能水学会個人情報保護方針について
菊地 憲次・堀田 国元 （日本機能水学会会則改定委員会）

13：15～13：45

２．ＨＡＣＣＰ制度化と野菜の殺菌について
小暮 実 （食品衛生アドバイザー、元東京都中央区保健所）

13：45～14：15

３．生成装置紹介： 手洗い専用洗浄除菌水生成器「WASHBE」
倉島 貫 （エレクター株式会社）

14：15～14：45

４．アルカリイオン水、電解水素水の賢い摂り方 ～腎臓疾患患者は飲んではいけないのか？～
○樺山 繁 1,2)、中山 昌明 1,3) （1 東北大学病院慢性腎臓病透析治療共同研究部門、
2

株式会社日本トリム、3 聖路加国際病院腎センター・腎臓内科）

14：45～15：00

休憩

15：00～15：50

５．マイクロ・ナノバブル技術の水質浄化及び健康維持への活用
矢木 修身 （東京大学名誉教授、日本大学生産工学部上席研究員）

15：50～16：30

６．オゾンウルトラファインバブル水（OUFBW）の臨床応用と基礎的性質
荒川 真一 （東京医科歯科大学大学院 生涯口腔保健衛生学分野）

16：30～16：50

７．機能水をめぐる動向
堀田 国元 （一般財団法人機能水研究振興財団）

17：10～

ミキサー （レストラン白金： 大学構内）

＊更新情報は、機能水研究振興財団 HP （http://www.fwf.or.j p） に掲載いたします。

日本機能水学会令和 2 年度総会・第 78 回ウォーター研究会セミナー
兼 機能水研究振興財団研修会
日 時：

令和 2（2020）年 6 月 27 日（土）12：50～17：45 （受付 12：20～）
（10：00～ 機能水学会役員会・ウォーター研究会幹事会）
12：50～13：30

機能水学会総会

13：30～17：45

ウォーター研究会セミナー

会 場：

北里大学薬学部 1 号館 2F 1202 講義室

アクセス：

地下鉄 日比谷線「広尾駅」・三田線「白金高輪駅」より徒歩 10 分
都バス 恵比寿駅 or 田町駅より「田 87」系統「北里研究所前」下車

主催/共催： 日本機能水学会・ウォーター研究会/機能水研究振興財団
参加費（資料代）： 会員（機能水学会・機能水財団・オゾン学会）2,000 円、
非会員5,000円、学生1,000円
世話人：

菊野理津子・堀田国元・岩澤篤郎

問合せ：

日本機能水学会事務局 TEL 03-3495-0251

E-mail kinousui-gakkai@fwf.or.jp

参加申込み：

6 月 22 日(火)までに学会事務局 kinousui-gakkai@fwf.or.jp へ申し込みください。

＜プログラム案＞ 演題など変更の可能性があります。
12：50～13：00

開会の辞： 岩澤 篤郎 （日本機能水学会副理事長・東京医療保健大学大学院教授）

13：00～13：30

令和 2 年度日本機能水学会総会： 第 7 期役員および評議員紹介、事業報告、決算報告

＜講演＞
13：30～14：20

１．レジオネラについて
倉 文明 （Hospital Water Hygiene 研究会・国立感染症研究所細菌第一部）

14：20～14：55

２．アルカリイオン水による含嗽の有用性について
佐藤 勉 （東海大学医学部 教授）

14：55～15：20

３．機能水をめぐる動向： アルカリイオン水、次亜塩素酸水、生物安全講習会などについて
堀田 国元 （一般財団法人機能水研究振興財団）

15：20～15：35

休憩

15：35～16：20

４．新型コロナウイルス感染症と危機対策について（仮題）
花木 秀明 （北里大学北里生命科学研究所感染制御センターセンター長）

16:：20～16：55

５．ウイルス最前線と消毒剤について
高木 弘隆 （国立感染症研究所バイオセーフティ管理室）

16：55～17：30

６．海洋深層水の効果の評価系について
山田 勝久・今田 千秋（ディーエイチシー海洋深層水研・東京海洋大学学術研究院）

17：30～17：40

７．第 19 回日本機能水学会学術大会について
今田 千秋 （東京海洋大学学術研究院教授）

17：40～17：45

閉会の辞

正門

