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第３７回食事療法学会開催要領                   

日 時 平成３０年３月３日（土）9：30～17：10 ３月４日（日）9：30～16：00 

会 場 パシフィックホテル沖縄 沖縄県那覇市西 3丁目 6-1  TEL:098-868-5162 

沖縄県男女共同参画センター「てぃるる」 沖縄県那覇市西 3-11-1  TEL:098-866-9090 

主 催 公益社団法人 日本栄養士会医療事業部 

テーマ 「ゆいまーるの心で栄養ケア」～太陽の島沖縄から発信～ 

日 程 第１会場（メイン会場） パシフィックホテル沖縄 「万座・珊瑚の間」 

 第 1日 平成 30 年３月３日（土） 

8：30～ 開場・受付 

 9：30～10：15 開会式 

開会のことば 第 37回食事療法学会学会長            新垣 慶子 

挨 拶    公益社団法人日本栄養士会会長          小松 龍史 

        公益社団法人日本栄養士会常任理事        石川 祐一              

来 賓    沖縄県知事                    翁長 雄志 

       那覇市市長                   城間 幹子 

沖縄県医師会会長                安里 哲好              

 10：30～11：30 文化講演 ｢琉球歴史の謎とロマン｣ 

講 師：劇作家、プロデューサー                亀島 靖 

座 長：公益社団法人沖縄県栄養士会会長            下地 洋子 

12：00～13：00 ランチョン セミナー 

13：30～14：30 教育講演｢CKDにおける栄養食事療法の意義｣ 

講 師：豊見城中央病院 臨床研究センター センター長、     井関  邦敏         

座 長：公益社団法人日本栄養士会医療事業部企画運営委員長   石川 祐一              

14：50～15：50 学術講演「分子栄養学を糖尿病診療に活かすアプローチ  

〜栄養士の皆様への期待〜」 

講 師：琉球大学大学院 医学研究科 内科学講座教授      益崎 裕章 

座 長：公益社団法人日本栄養士会医療事業部企画運営副委員長  渡辺 啓子          

16：10～17：10 特別講演「 癌の代謝栄養治療」 

講 師：医療法人財団緑秀会田無病院 院長           丸山 道生 

座 長：公益社団法人日本栄養士会医療事業部企画運営委員      中川 幸恵 

18：30～20：30 情報交換会 パシフィックホテル沖縄 万座の間 

 第１会場（メイン会場）  パシフィックホテル沖縄 「万座・珊瑚の間」 

 第 2日 平成 30 年３月４ 日（日） 

8：30～ 開場・受付 

 9：30～11：30 

 

シンポジウム：テーマ 

「医療ー介護ー在宅のシームレスな「食・栄養」の連携～栄養情報提供書の活用

～」  

シンポジスト：（福）群馬県済生会前橋病院 栄養科 管理栄養士   齊木 理恵 

シンポジスト：(医) 醫光会駒井病院   栄養科      科長     春日 千江美           

シンポジスト：(JCHO)宮崎江南病院   地域連携室  管理栄養士    吉田  祥子                 

シンポジスト：(JCHO)宮崎江南病院   地域連携室  師長       新町  智穂                 

座長兼コーディネーター：(医)ちゅうざん会ちゅうざん病院 副院長吉田 貞夫 

座 長：公益社団法人日本栄養士会医療事業部常任企画運営委員   宮崎 純一 

12：00～13:00 ランチョン セミナー 

13：30～14：30 

 

情報提供「平成 30 年度診療報酬改定の概要」 

講 師：厚生労働省保険局医療課課長補佐            塩澤 良信 

座 長：公益社団法人日本栄養士会医療事業部企画運営副委員長   原 純也 

14：40～15：40 会員対話「平成 30 年医療介護同時改定～医療と介護をどう繋ぐか～」 

 

座 長：公益社団法人日本栄養士会医療事業部企画運営副委員長  原 純也           

15：50～15：55 次期開催県挨拶   38回食事療法学会長       北海道  山田 朋枝          

15：55～16：00 閉会式       37回食事療法学会実行委員長         笠原 慎子  

https://www.bing.com/local?lid=YN5286x7947410&id=YN5286x7947410&q=%e3%83%91%e3%82%b7%e3%83%95%e3%82%a3%e3%83%83%e3%82%af%e3%83%9b%e3%83%86%e3%83%ab%e6%b2%96%e7%b8%84&name=%e3%83%91%e3%82%b7%e3%83%95%e3%82%a3%e3%83%83%e3%82%af%e3%83%9b%e3%83%86%e3%83%ab%e6%b2%96%e7%b8%84&cp=26.2158756256104%7e127.66739654541&ppois=26.2158756256104_127.66739654541_%e3%83%91%e3%82%b7%e3%83%95%e3%82%a3%e3%83%83%e3%82%af%e3%83%9b%e3%83%86%e3%83%ab%e6%b2%96%e7%b8%84&FORM=SNAPST
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日 程 第２会場 パシフィックホテル沖縄 「カネオヘの間」 ポスター会場「てぃるる」１階ホール 

 第１日 平成 30 年３月３ 日（土） 

会  場 第２会場一般演題（口頭） 

パシフィックホテル沖縄「カネオヘの間」 

ポスター会場一般演題（示説） 

企業展示会場 

てぃるる 1 階 大ホール・ロビー 

8：30～  

 

 

9:00～ 開 場・企業展示開始 

10：15～11：15 ポスター張り出し  

セッション１～９   10：30～11：20 

 

 

 

一般演題（口頭）１  

栄養教育／栄養指導（個別） 

０１-１～０１-５ 発表 

 

座長 2名 

11：30～12：00 ポスター発表   

セッション１～９ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16：00～17：00 

ポスター撤去 示説１ 

12：00～13：00 ランチョン セミナー 

13：30～14：50 一般演題（口頭）２ 

栄養管理 

０２-１～０２-８ 発表 

 

座長 2名 

15：00～15：40 一般演題（口頭）３ 

摂食嚥下障害 

０３-１～０３-４ 発表 

 

座長 2名 

15:50～17：00 

 

一般演題（口頭）４ 

地域在宅栄養 

０４-１～０４-７ 発表 

 

座長 2名 

 

第２会場 パシフィックホテル沖縄 「カネオヘの間」 ポスター会場「てぃるる」１階ホール 

 第 2日 平成 30 年３月４ 日（日） 

会 場  第２会場一般演題（口頭）   ポスター会場一般演題（示説） 

  企業展示会場 8：30～  開 場 

9：00～開 場・企業展示開始 

 

 

9：20～10：20 

 

 

 

 

一般演題（口頭）５ 

栄養士会活動／その他 

０５-１～０５-６ 発表 

 

座長 2名 10：15～11：15 ポスター張り出し 

セッション 10～17 
10:30～11：30 一般演題（口頭）６ 

がん 

０６-１～０６-６ 発表 

 

座長 2名 

11：30～12：00 ポスター発表 

セッション 10～17   

 

    

 

 

 

 

       15：30 企業展示終了 

15：00～16：00 

ポスター撤去 示説２ 

12：00～13:00 ランチョン セミナー 

13：00～16：00           
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