
第 44回	 日本栄養・食糧学会中国・四国支部大会のご案内（再掲） 
	  

前回のご案内とは、多少変更点がございますので、再掲させていただきます。 
 

日	 時：平成 23年 11月 12日（土）	 ~	 13日（日） 
会	 場：岡山県立大学	  
	 	 	 〒719-1197 岡山県総社市窪木 111番地 
	 	 	 	 ・参与会	 	 保健福祉学部棟会議室	 6101, 6102 
	 	 	 	 （旧評議員会） 
	 	 	 	 ・支部総会	 学部共通棟（南）8206 
	 	 	 	 ・特別講演	 学部共通棟（南）8206 
	 	 	 	 ・一般講演	 学部共通棟（南）8206, 学部共通棟（北）8201 
	 	 	 	 ・懇親会	 	 サンロード吉備路 

 1. 日	 程：11月 12日（土）12 : 00  ~	 13 : 20	 参与会 
         	 	 	 	 	 	 	 	 	  13 : 30  ~	 13 : 50  支部総会 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 14 : 00  ~	 17 : 50	 特別講演 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	     18 : 30  ~	 20 : 30	 懇親会 
 	 	 	 	 	  11月 13日（日） 9 : 00  ~	 12 : 30  一般講演 
 2. プログラム 
 ・11月 12日（土） 
   特別講演：「糖尿病治療の最前線」 
   14 : 00 ~ 14 : 50 『 糖尿病と栄養 』 
	               稲垣	 暢也（京都大学医学部	 糖尿病・栄養内科学教授） 

   15 : 00 ~ 15 : 50 『 日本人糖尿病の新しい治療・診断・予防戦略 』 
                   福島	 光夫（岡山県立大学保健福祉学部	 栄養学科教授） 
   16 : 00 ~ 16 : 50 『 糖尿病のテーラーメイド治療のための職種間連携	 』 
                   中山	 法子 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 （田附興風会医学研究所	 北野病院	 看護管理室	 師長） 
   17 : 00 ~ 17 : 50 『	 当院の糖尿病教育システム	 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ~チーム医療としての展開	 ~	 』 
                   野﨑あけみ 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 （綜合病院	 山口赤十字病院	 栄養課	 栄養課長）	 	 	  
	 	 	 	  



 ・11月 13日（日） 
 9 : 00 ~ 12 : 30	 一般講演，「学生奨励賞」授与式 
 

3. 一般講演 
 1 ) 演題申し込み受付：平成 23年 9月 5日（月）~ 9月 30日（金） 
 2 ) 申込み方法 
	   演題，演者（発表者に○）,	 所属（略記）,	 抄録（200字以内）をWord 
    ファイル（MS明朝，12ポイント）で作成し, E-mailにて下記のアドレス 
	 	 まで添付ファイルとしてお申し込みください． 
 
4. 参加費など 
	 大会参加費： 
	 	 	 	 一般	 1,000 円，学生	 500 円（但し 13日のみ参加の学生は無料） 
	 懇親会費： 
	 	 	 	 一般	 5,000 円，学生	 2,000 円 
  
5. 留意事項 
	 ・一般講演は，発表時間９分，質疑応答３分の口頭発表（パワーポイント使 
	 	 用）を行います．なお，発表者は口頭発表のほかにポスター貼付もお願い 
	 	 します．ポスターパネルの大きさは，幅 84 cm，高さ 114 cmです． 
	 ・本支部会では，今年度から優れた発表をされた学生に対して，学生奨励賞 
	 	 を授与する予定にしておりますので，奮ってご参加ください． 
 
＜申し込み・問い合わせ先＞ 
	 〒719-1197 岡山県総社市窪木 111番地	 岡山県立大学保健福祉学部 
	 木本眞順美（第 44回日本栄養・食糧学会中国四国支部大会事務局） 
	 e-mail : kimoto@fhw.oka-pu.ac.jp 
  TEL & FAX : 0866-94-2158 


