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神奈川県立保健福祉大学 教育研究活動報告書

中村 丁次（大学院保健福祉学研究科兼務）
1

著書
1)

Teiji Nakamura ．
（2021.11）
．Japan Nutrition．SPRINGER NATURE．
open access https://link.springer.com/book/10.1007/978-981-16-6316-1

2)

中村丁次．
（2021.12）
．栄養学の基本ゆる図鑑: ダイエット・健康食の正しい知識が 2 時
間で身につく!（監修）．宝島社

3)

中村丁次．
（2022.1）
．第 1 章栄養・食生活と看護（p2-12）
．第 2 章栄養素の種類とはた
らき（p13-25）
．第 8 章日本人の食事摂取基準（p106-113）
．新看護学 2 栄養薬理〔第 17
版〕
．医学書院．

4)

中村丁次．（2022.1）．はじめに（pⅲ），日本における栄養活動の取り組みと成果―ジャ
パン・ニュートリションの現在と未来―（p2-7）
．国民の栄養白書 ２０２１年度版 日本
の食と栄養が創る新時代の健康（監修）
．日本医療企画．

5)

中村丁次．
（2022.3）
．臨床栄養学者 中村丁次が紐解くジャパン・ニュートリション―日
本の栄養の過去・現在、さらに未来に向けて―〔2 版〕
．第一出版．

6)

中村丁次．
（2022.3）
．第Ⅰ部日本酪農と SDGs 第１章 SDGs 構築のための栄養と食事の
役割（p14-39）
，あとがき（p299-300）
．持続可能な酪農―SDGs への貢献―．中央法規．

7)

中村丁次．
（2022.3）
．学長特別プロジェクト「ウィズコロナの社会における保健・医療・
福祉のあり方に関する総合的研究」報告書（発行人）
．公立大学法人神奈川県立保健福祉
大学学長特別プロジェクト研究班．

2

学術論文
1)

Kei Nakajima, Ryoko Higuchi, Kaori Mizusawa, Teiji Nakamura ．（ 2021.5 ）．
Association between extremely high high-density lipoprotein-cholesterol and
hypertensive retinopathy: results of a cross-sectional study from Kanagawa
Investigation of Total Checkup Data from the National Database-6 (KITCHEN-6).
BMJ open 11(5) e043677．

2)

中村丁次．
（2021.6）
．特集/SDGs と栄養

SDGs の観点から日本の栄養を考える．食品

と科学 63（7）55-61．
3)

Kotone Tanaka, Ryoko Higuchi, Kaori Mizusawa, Teiji Nakamura, Kei Nakajima．
（2021.7）．Fasting biochemical hypoglycemia and related-factors in non-diabetic
population: Kanagawa Investigation of Total Check-up Data from National Database8. World journal of diabetes 12(7) 1131-1140．

4)

Kei Nakajima, Manami Igata, Ryoko Higuchi, Kotone Tanaka, Kaori Mizusawa, Teiji
Nakamura．
（2021.10）
．Association of Serum High-Density Lipoprotein Cholesterol
with High Blood Pressures at Checkup: Results of Kanagawa Investigation of Total
Checkup Data from the National Database-9 (KITCHEN-9). Journal of clinical
medicine 10(21)．

5)

中村丁次．
（2021.11）
．特集子どもの栄養―未来を見据えて総論 学校生活における栄養
指導の取り組み．小児内科第 53 巻第 11 号（11 月号）1849-1852．
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その他の著作
1)

中村丁次．
（2021.3）
．第４回食と栄養～SDGs の課題～. 酪農乳業戦略ビジョンニュース
VOL.5．J ミルク生産流通グループ．

2)

中村丁次．
（2021.4）
．2021 年、
「ジャパン・ニュートリション」を世界へ．日本栄養士会
雑誌 64（4）8-11．

3)

中村丁次．
（2021.4）
．新型コロナは、科学の大切さと政治の重要性を教えた．週刊保健
衛生ニュース第 2104 号ヘルス・アイ，64．

4)

中村丁次．
（2021.4）
．NEWS 会長のつぶやき 夢の実現、あと一歩まで来たのに．日本
栄養士会雑誌 64（4）50．

5)

中村丁次．
（2021.5）
．NEWS 会長のつぶやき 新型コロナウイルスと栄養、そして私た
ちの役割．日本栄養士会雑誌 64（5）42．

6)

石井哲也，上西一弘，遠藤昭仁，大杉満，小川順，河村修，桑原厚和，三五一憲，杉本久
美子，丹藤雄介，旦部幸博，千葉剛，徳永勝人，中村丁次，山田和彦．
（2021.5）
．理系脳
をきたえる！Newton ライト 2.0 健康を支える栄養素とかしこい食事法 食と栄養．株
式会社ニュートンプレス．

7)

中村丁次．
（2021.5）
．注目される牛の「ゲップ」と「おなら」
．週刊保健衛生ニュース第
2111 号ヘルス・アイ，64

8)

中村丁次．
（2021.6）
．栄養不良の撲滅を．神奈川県生協連創立 70 周年・神奈川の生協神
奈川県生活協同組合連合会．

9)

中村丁次．
（2021.6）
．NEWS 会長のつぶやき 旧日本海軍の料理本から学ぶ栄養の歴史．
日本栄養士会雑誌 64（6）41．

10) 中村丁次．
（2021.6）
．特集「日常診療で見逃されやすい微量ミネラル欠乏症とその治療
座談会『健康の維持・増進に重要な栄養・微量ミネラル』．日本医師会雑誌６月号第 150
巻・第 3 号 421-430．
11) 中村丁次．
（2021.7）
．
【会長特別寄稿】人びとから信頼され、尊敬され、自分たちも誇り
に思うプロフェッショナルになるには、日本栄養士会会員であることが必須である．日
本栄養士会雑誌 64（7）1-2．
12) 中村丁次．
（2021.7）
．NEWS 会長のつぶやき コロナ禍は Society5.0 を加速させる．日
本栄養士会雑誌 64（7）39．
13) 中村丁次．
（2021.7）
．日本は、食事の欧米化により栄養改善を行った．週刊保健衛生ニ
ュース第 2118 号ヘルス・アイ，64．
14) 中村丁次．
（2021.8）
．NEWS 会長のつぶやき 栄養の新たな価値と評価．日本栄養士会
雑誌 64（8）43．
15) 中村丁次．
（2021.8）
．コロナ禍を乗り切る価値観と科学．厚生福利第 6670 号 1．
16) 中村丁次．
（2021.8）
．日本人の栄養と SDGs～未来に向けた「ジャパン・ニュートリショ
ン」～．メディアミルクセミナーニュースレター No.52．
17) 中村丁次．
（2021.9）
．NEWS 会長のつぶやき いよいよ日本の栄養が表舞台に．日本栄
養士会雑誌 64（9）47．
18) 中村丁次．
（2021.9）
．病院給食の危機、栄養管理と給食管理の分離と総合化．通信教育
月報「病院経営管理」第 515 号．
19) 中村丁次．
（2021.9）
．栄養（Nutrition）は解ったが、食事（Dietetics）はまだ解らない．
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週刊保健衛生ニュース第 2125 号ヘルス・アイ，64．
20) 中村丁次．
（2021.10）
．NEWS 会長のつぶやき ジャパン・ニュートリション、
「信じら
れない」
、
「魅力的」
、
「面白い」
．日本栄養士会雑誌 64（10）47．
21) 中村丁次．
（2021.10）
．日本の学校給食と栄養改善．週刊保健衛生ニュース第 2132 号ヘ
ルス・アイ，64．
22) Teiji Nakamura．
（2021）
．Nutritional Science for a New Ago

The science of nutrition

will contribute to both the environment and society．HEALTHIST Special Issue in
2021，2-5．
23) 中村丁次．
（2021.10）
．日本型食生活～和食（ごはん食）の役割と可能性．肥満症予防ガ
イドブック『肥満症と健康生活』．日本肥満症予防協会．
24) 中村丁次．
（2021.11）
．NEWS 会長のつぶやき 改めて持続可能と栄養・食事を考える．
日本栄養士会雑誌 64（11）46．
25) 中村丁次．
（2021.12）
．特集

日本栄養士会、コミットメントを宣言～ジャパン・ニュー

トリションを世界に発信～．日本栄養士会雑誌 64（12）10-12．
26) 中村丁次．
（2021.12）
．NEWS 会長のつぶやき 栄養の連携から総合化へ．日本栄養士
会雑誌 64（12）42．
27) 中村丁次．（2021.12）．壊れかかった地球を栄養で再生する．週刊保健衛生ニュース第
2139 号ヘルス・アイ，64．
28) 中村丁次．
（2022.1）
．NEWS 会長のつぶやき 栄養が健康管理を増進し、さらに環境負
荷を軽減する新たな時代へ．日本栄養士会雑誌 65（1）44．
29) 中村丁次．
（2022.1）
．食品・食事への新たな期待．明日の食品産業 2022・1・2 令和 4 年
1・2 月号通巻 523 号．一般社団法人食品産業センター．
30) 中村丁次．
（2022.1）
．東京栄養サミット 2021 開催

世界の飢餓と肥満を解決する．外交

2022・1・2，vol.71，133-137．外務省，都市出版社．
31) 中村丁次．
（2022.2）
．NEWS 会長のつぶやき 「栄養の力で人々を健康に、幸せにする」
、
この思いを世界に発信する．日本栄養士会雑誌 65（2）51．
32) 中村丁次．
（2022.2）
．栄養を「one of them」から「one for all」
．週刊保健衛生ニュース
第 2146 号ヘルス・アイ，64．
33) 中村丁次．
（2022.2）
．寄稿 世界の栄養課題の撲滅に向けた日本栄養士会の役割．公衆
衛生情報 Vol.51/No.11 2022 2，16-17．
34) 中村丁次．
（2022.3）
．NEWS 会長のつぶやき 約束を果たす第一歩はアジア栄養士会議：
ACD への参加．日本栄養士会雑誌 65（3）42．
35) 中村丁次．
（2022.3）
．世界の飢餓と肥満を撲滅する．厚生福利第 6718 号 1．
36) 中村丁次．
（2022.3）
．産官学連携で、アジアの人材養成に貢献する．週刊保健衛生ニュ
ース第 2153 号ヘルス・アイ，64．
37) 中村丁次．
（2022.3）
．第 53 回健康文化研究会懇談会 「日本の栄養を考える」～過去と
現在そして未来に向けて～．けんこうぶんか No.62

Mar.2022，2-22．

38) 中村丁次．
（2022.3）
．持続可能性と無常観．神奈川県立保健福祉大学誌，第 19 巻第 1 号
1.
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学会，協会，公的団体の委員など
1) 公益社団法人日本栄養士会代表理事・会長，2018.6～
2)

一般社団法人日本栄養学教育学会理事長，2013.9～

3)

一般社団法人日本食育学会常務理事，2013.4～

4)

一般社団法人日本予防医学会専務理事，2012.9～

5)

牛乳乳製品健康科学会議副代表幹事，2012.3～

6)

一般社団法人日本健康・栄養システム学会理事，2017.6～

7)

一般社団法人日本臨床栄養学会名誉会員，2019.11～

8)

特定非営利活動法人日本栄養改善学会名誉会員，2018.11～

9)

一般社団法人日本臨床栄養代謝学会名誉会員，2015.2～

10) 公益社団法人日本栄養・食糧学会参与，2019.11～
11) 日本肥満症治療学会特別会員，2020.10～
5
1)

社会貢献
鎌倉市食育推進会議会長，2012.4～

2)

横浜市食の安全・安心推進横浜会議会長（2012.6～2021.12.6）

3)

公益信託仲谷鈴代記念栄養改善活動振興基金運営委員長，2015.3～

4)

消費者庁「特別用途食品の許可等に関する委員会」委員長，2017.5～

5)

公益財団法人味の素ファンデーション 理事，食と栄養支援委員会委員，2017.6～

6)

一般社団法人日本健康生活推進協会「日本健康マスター検定」監修委員．2018.4～

7)

かながわ食育推進県民会議構成員（2022.2.9～2024.3.31）
．

8)

一般社団法人日本病院会病院経営管理士通信教育講師（2021.4.1～2022.3.31）
．

9) 公益財団法人国際医療技術財団評議員，2019.6～
10) 公益財団法人横須賀芸術文化財団理事，2019.6～
11) 第 8 回アジア栄養士会議（The 8th Asian Congress of Dietetics)組織委員会委員長，
2021.7～
6

講演，放送
《講演》
1)

日本の栄養政策と食事療法．第 68 回東京東部 CDEJ ネットワーク勉強会．WEB 配信．
2021.4．

2)

with コロナ、SDGs 時代における新たな価値の創造に向けて．神奈川県立保健福祉大学
令和 3 年度第 1 回 FD・SD 委員会．大学オンライン．2021.4．

3)

「子どもへの栄養政策の必要性」人間が教育しないと、人間の食事にはならない．こど
も庁創設準備勉強会．都内．2021.5．

4)

健康人生 100 年のための日本の課題―栄養と食品が導く、加齢社会への持続的対策―．
日経 SDGs フェスティバル

ヘルス SHIFT100 会議～ポストコロナ新時代に向けて～．

都内リアル＆Web ハイブリッド開催．2021.5．
5)

持続可能な開発目標；SDGs における管理栄養士・栄養士が果たす役割．公益社団法人山
梨県栄養士会令和 3 年度定時総会記念講演並びに生涯教育研修会．収録．2021.5．

6)

管理栄養士・栄養士の役割．日本理学療法士協会（JPTA）新生涯学習制度 e ラーニング
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F-6 最近のトピックス②講義．収録．2021.5．
7)

誰をも取り残さない、持続可能な保健、医療、福祉とジャパン・ニュートリション．第 3
回栄養の目覚めセミナー「栄養と UHC」基調講演．都内．2021.5．

8)

世界の栄養改善にむけて～グローバルな視点と日本の視座・貢献～日本からの発信ジャ
パン・ニュートリションさらに未来にむけて．CGF Japan Day 講演．都内．2021.5．

9)

栄養は幸福の基盤になる．昭和学院短期大学特別講演．市川．2021.5．

10) ソサエティー5.0 における栄養専門職のあるべき姿を目指して、今、すべきこと．2021 年
度福岡県栄養士会通常総会・研修会．オンライン．2021.6．
11) ジャパン・ニュートリション～東京栄養サミット 2021 へ向けて～．2021 年度全国栄養
士大会会長講演．収録オンライン配信．2021.6．
12) 生激論 未来に秘めるニッポンの栄養．2021 年度全国栄養士大会緊急特別企画．収録オ
ンライン配信．2021.6．
13) コロナ禍における健康な食事．愛知県鍼灸マッサージ師会．オンライン配信．2021.6．
14) 10 代からの栄養管理．
神奈川県×花王 未病を考える高校生プロジェクト．
ライブ配信．
2021.6．
15) 「環境」
「社会」にも貢献する栄養という科学．令和３年度長野県栄養士会生涯教育研修
会．オンライン配信．2021.6
16) 日本の栄養「ｼﾞｬﾊﾟﾝ･ﾆｭｰﾄﾘｼｮﾝ」と国際貢献．秋篠宮皇嗣妃殿下御進講．都内．2021.6．
17) 臨床学者が紐解くジャパン・ニュートリション．山口県栄養士会生涯教育基本研修会講
演．オンライン．2021.7．
18) The International Contribution by Japan Nutrition．2021ICD 味の素主催シンポジ
ウム（バーチャル）
．収録．2021.9．
19) 「栄養不良を撲滅する」～Japan Nutrition を世界に発信する～．食品産業中央協議会専
門委員意見交換会講演．都内．2021.9．
20) 日本の栄養「ジャパン・ニュートリション」を世界に発信する．第 5 回静岡医師会・静
岡県栄養士会合同研修会．静岡．2021.10．
21) 我が国の栄養問題の変遷と管理栄養士の役割．公開シンポジウム「健康栄養教育を担う
管理栄養士の役割」
．オンライン開催．2021.10．
22) 栄養状態の評価（栄養アセスメントとは）
・食事摂取基準と栄養補給．第 52 期 食品保健
指導士養成講習会．収録 インターネット配信．2021.10．
23) 学校給食の調理の工夫と栄養管理の充実．第 72 回全国学校給食研究協議大会北海道．札
幌．2021.10．
24) 新時代を生き抜くジャパン・ニュートリション～SDGs、with コロナ、Society5.0 にど
のように立ち向かうのか～．第 65 回秋田県栄養士会栄養指導技術研修会基調講演、学術
集会座長．オンライン．2021.10.
25) with コロナ、SDGs、そして Society5 の時代における管理栄養士・栄養士の役割．2021
年度公益社団法人島根県栄養士会生涯教育研修会．Web．2021.10
26) 健康長寿のための正しい食生活．第 166 回浩志談論会．都内．2021.11．
27) ヒューマンサービス・シンポジウムヒューマンサービスと実践―専門職の視点から．第
11 回ヒューマンサービス研究会．大学．2021.11．
28) Perspectives from Japan 日本からの展望．地中海式食事法シンポジウム．都内オンライ
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ン．2021.11．
29) Culture and Lifestyle: the Mediterranean way of living カルチャーとライフスタイル：
地中海な生き方とは？．地中海式食事法シンポジウム．オンライン．2021.11．
30) 『日本の栄養を考える』～過去と現在そして未来に向けて～．第 53 回健康文化研究懇談
会．都内．2021.12．
31) 『Japan Nutrition』出版記念講演．東京栄養サミットプレイベント 栄養×WFP×FAO
×国際連帯税議連 Japan Nutrition 英語版出版記念講演会．都内．2021.12．
32) 日本栄養士会のコミットメント中村丁次会長の宣言．東京栄養サミットハイレベルセッ
ションセッション 2（企業等によるコミットメント）．事前収録．2021.12．
33) ニッポンの栄養 100 年を、世界へ 世界の栄養課題の撲滅に向けて、いま、日本栄養士
会が果たすこと．東京栄養サミット 2021 公式サイドイベント．都内．2021.12．
34) 栄養士教育の歴史と意義、食育推進における役割．2021 年度国別研修マレーシア
「LEP2.0 食生活関連疾病予防のための食育アプローチ」．遠隔研修．2021.12．
35) 未来に向かって管理栄養士・栄養士が輝くために．日本栄養士会公衆衛生全国新任者研
修会講師．オンライン．2021.12．
36) 未来の地域活動に期待すること．日本栄養士会地域活動職域管理栄養士・栄養育成のた
めの全国リーダー研修会．オンライン．2022.1．
37) 栄養サミットと学校給食について．2021 年度学校健康教育全国研修会．オンライン開催．
2022.2．
38) 長寿社会における栄養ケアーの役割．社会福祉法人日本医療伝道会衣笠病院講演会．横
須賀．2022.2．
7

学会等での活動
1)

司会：菱田明，山縣邦弘，演者：黒川清，中村丁次，植木浩二郎（リモート），近藤正英，
齋藤知栄．(2021.6). チーム医療と栄養ケアステーション．第 64 回日本腎臓学会学術総
会総会長特別企画 3．横浜．

2)

座長：栢下淳，演者：中村丁次．
（2021.8）
．栄養障害の二重負荷の解決をめざす．第 26・
27 回 合同学術大会 日本摂食嚥下リハビリテーション学会（JSDR2021）／第 2 回世界
嚥下サミット（WDS2021）
．名古屋．

3)

座長：中村康彦，演者：今村英仁，中村丁次，渡辺正幸．
（2021.8）．
「食」は医の原点―
未来を創る病院の「食」とは．第 62 回全日本病院学会 in 岡山．ライブ/オンデマンド配
信．

4)

座長：寺本房子，演者：中村丁次．
（2021.8）
．栄養不良の二重負荷と SDGs．第 13 回日
本臨床栄養代謝学会中四国支部学術集会特別講演．収録＆ライブ配信オンデマンド配信．

5)

座長：水口斉，新宅治夫，演者：〇五味郁子，石橋佑香，福岡梨紗、苅部康子，中村丁次．
（2021.10）
．介護保険施設入所高齢者におけるビタミン B１栄養状態の実態．第 43 回日
本臨床栄養学会総会・第 42 回日本臨床栄養協会総会第 19 回大連合大会．オンライン形
式．

6)

演者：中村丁次，座長：矢澤一良．
（2022.1）
．予防医学と栄養．第 43 回日本臨床栄養学
会総会・第 42 回日本臨床栄養協会総会第 19 回大連合大会．オンライン形式．

7)

座長

植木浩二郎，中村丁次．（2022.1）
．栄養の力で、人々を健康で、幸せにする．第
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24・第 25 回日本病態栄養学会年次学術集会特別講演．オンライン．
8)

中村丁次．
（2022.2）
．Society5.0 と SDGs へ、どのように取り組むのか．第２２回千葉
県栄養改善学会特別講演．オンライン．

10 科学研究費補助金，その他の補助金などの受託
1)

中村丁次，鈴木志保子, 斎藤トシ子，遠又靖丈，加藤昌彦，村山伸子，上西一弘，吉池信
男，塚原丘美，神田知子，桒原晶子．厚生労働省：令和 3 年度厚生労働科学研究費補助
金（循環器疾患・糖尿病等生活習慣病対策総合研究事業）管理栄養士養成施設における
管理栄養士の卒前・卒後教育の充実に向けた研究．令和 3 年 4 月 1 日～令和 4 年 3 月 31
日まで．6,000 千円．

14 その他
《Web》
1) 老人ホーム検索サイト＞みんなの介護＞ビジョナリーの声を聴け＞神奈川県立保健福祉
大学の人材育成が生んだ好循環 高齢化が進む団地を学生の力で活性化！．2021.9.
https://www.minnanokaigo.com/news/visionary/no62/
2) DOUMA 管理栄養士・栄養士と考えるみんなの食事＞コラム＞中村丁次の今、伝えたいこ
と＞今こそ、みんなで食事を語ろう！人生 100 年時代を生きるために．2021.11．
https://doumaonline.com
3) DOUMA 管理栄養士・栄養士と考えるみんなの食事＞コラム＞中村丁次の今、伝えたいこ
と＞ジャパン・ニュートリションが世界を持続可能にする．2021.11．
4) DOUMA 管理栄養士・栄養士と考えるみんなの食事＞コラム＞中村丁次の今、伝えたいこ
と＞東京栄養サミット 2021 がわかる！日本栄養士会会長中村丁次が教える重要ポイン
ト．2021.11．
5) Nature Japan＞ Nature ダイジェスト＞ Vol. 18 No. 12＞ News in Japan ＞東京栄養
サミット 2021 で「日本の栄養」を世界へ！．2021.12．
https://www.natureasia.com/jajp/ndigest/v18/n12/%E6%9D%B1%E4%BA%AC%E6%A0%84%E9%A4%8A%E3%82%B5%E3%83%9F%E3%8
3%83%E3%83%882021%E3%81%A7%E3%80%8C%E6%97%A5%E6%9C%AC%E3%81%AE%E6%A0%84%E9%A4%
8A%E3%80%8D%E3%82%92%E4%B8%96%E7%95%8C%E3%81%B8%EF%BC%81/110323
6) DOUMA 管理栄養士・栄養士と考えるみんなの食事＞コラム＞中村丁次の今、伝えたいこ
と＞健康的な日本食の価値とは？．2022.1．
7) DOUMA 管理栄養士・栄養士と考えるみんなの食事＞コラム＞中村丁次の今、伝えたいこ
と＞管理栄養士と栄養士の役割を考える．2022.1．
8) DOUMA 管理栄養士・栄養士と考えるみんなの食事＞コラム＞中村丁次の今、伝えたいこ
と＞東京栄養サミット 2021 を終えて〜日本栄養士会会長、中村丁次の視点．2022.2．
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9) DOUMA 管理栄養士・栄養士と考えるみんなの食事＞コラム＞中村丁次の今、伝えたいこ
と＞日本に肥満が少ないワケ 2022.2．
10) DOUMA 管理栄養士・栄養士と考えるみんなの食事＞コラム＞中村丁次の今、伝えたいこ
と＞管理栄養士は科学的総論を読むべし．2022.2．
11) DOUMA 管理栄養士・栄養士と考えるみんなの食事＞コラム＞中村丁次の今、伝えたいこ
と＞生乳廃棄問題を機に牛乳の価値を考える．2022.3．
12) DOUMA 管理栄養士・栄養士と考えるみんなの食事＞コラム＞中村丁次の今、伝えたいこ
と＞低栄養と過剰栄養の双方から考える新型コロナウイルス感染症対策．2022.3．
13) Tokyo Nutrition for Growth Summit 2021: Solving World Hunger and Obesity Discuss
Japan ― Japan Foreign Policy Forum．2022.3．
https://www.japanpolicyforum.jp/diplomacy/pt2022032811271111971.html
Facebook
https://www.facebook.com/DiscussJapan/posts/5008448609241559
Twitter
https://twitter.com/Discuss_Japan/status/1508269806147223553

