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会場参加の皆様へ
1. 会場での感染症対策
●
●
●

 シフィコ横浜会議センター3階受付付近にサーモグラフィーを設置しておりますので各日、検温いただ
パ
き、発行されるシールをネームカードに貼付ください。
感染防止の為、必ずマスクをご準備・ご着用ください。なお、マスクは会場内ごみ箱にはお捨てにならず、
お持ち帰りください。
各所に消毒液を配置しますので、ご利用ください。

2. ご来場前のお願い
●

●
●
●

 前にネームカードと健康状態申告書をそれぞれA4サイズで出力の上、会場にご持参ください。ネーム
事
カードと健康状態申告書は参加登録完了メールに記載のURLよりダウンロードいただけます。健康状態
申告書は必要事項を記載の上、受付にご提出をお願いします。
ネームカードは会場受付に準備しておりますネームホルダーに折りたたんで入れ、会場内では常にご着用
くださいますようお願いいたします。
ネームカードに記載のQRコードを会場受付に設置の読み取り機にかざしていただくとWeb視聴サイトの
視聴、参加証明書のダウンロードが可能となります。
会期当日の3月26日（土）・27日（日）に会場でもご登録いただけますが、混雑を避けるため、原則、ご来場
前にご自身のPCやスマートフォンより、オンラインにてご登録をお願いいたします。
また、ネームカードと健康状態申告書をプリントアウトしてご持参ください。

総合受付
【場
所】 パシフィコ横浜 会議センター 3階 フォワイエ
【受付時間】 3月26日（土）8：00～18：30
3月27日（日）8：00～17：00

3. 懇親会
懇親会は開催いたしません。

4. 会場参加特典
本会会長執筆の新刊本と本会オリジナルのコングレスバッグを配布します。数に限りがございますので、
お早めにご来場ください。
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5. 単位
本学会の会場参加により、下記の単位が取得できます。
・日本肥満学会肥満症専門医 10単位※１
・日本肥満学会 肥満症生活習慣改善指導士 10単位※1
・日本肥満症治療学会 肥満症外科手術（減量・代謝改善手術）認定施設 5単位※２
・日本糖尿病学会糖尿病専門医 更新 3単位※２
・日本糖尿病療養指導士（CDEJ）〈第１群〉（管理栄養士、栄養士） 2単位※２
・日本糖尿病療養指導士（CDEJ）〈第１群〉（理学療法士）1単位※２
・日本糖尿病療養指導士（CDEJ）〈第２群〉1単位※２
・健康体力づくり事業財団 健康運動指導士・健康運動実践指導者 更新3単位※３
※4
・日本糖尿病協会療養指導医取得のための講習会 受講1 回分（対象：シンポジウム受講者）
・日本病態栄養学会日本糖尿病療養指導士認定更新規則による管理栄養士、栄養士関連取得単位 2単位※5
・日本病態栄養学会病態栄養認定管理栄養士 更新3単位※5
・日本病態栄養学会 NST コーディネーター 更新1単位※5
・日本医師会認定産業医制度による生涯研修 1単位※6
本学会の発表により、下記の単位が取得できます。
※１
・日本肥満学会肥満症専門医 5単位 （対象：指定演題発表者、日本肥満学会としての一般演題発表者）
・日本肥満学会肥満症専門医 3単位 （対象：日本肥満症治療学会としての一般演題発表者）
・日本肥満学会 肥満症生活習慣改善指導士 10単位
・日本肥満症治療学会 肥満症外科手術（減量・代謝改善手術）認定施設 10単位（司会、発表）※2
・日本糖尿病療養指導士〈第１群〉（管理栄養士、栄養士） 2単位※2
・日本糖尿病療養指導士〈第１群〉（理学療法士）2単位※2
・日本糖尿病療養指導士〈第２群〉3単位※2
・健康体力づくり事業財団 健康運動指導士・健康運動実践指導者 2単位※5
※1

学会当日に日本肥満学会事務局受付に設置しております単位申請用紙に必要事項を記載しご提出くだ
さい。会期中、一度の申請のみとなり、1日ごとに申請する必要はございません。日本肥満学会認定細
則に記載されております「日本肥満症治療学会学会参加および発表による単位」については、合同開催
となり開催日程が重複するため発行されません。
※2 認定更新時にご自身で参加証のコピーをご提出ください。
※3 単位受付デスクにて「健康運動指導士証」あるいは「健康運動実践指導者証」（各々顔写真付きカード）を
ご提示ください。受講証明書をお渡しします。
※4 単 位受付デスクにてをお渡しします。受講票に必要事項をご記入いただき、認定更新時にご自身で
ご提出ください。
※5 単位受付デスクにて修了証をお渡しします。認定更新時にご自身でご提出ください。
※6 産業医研修会の会場前にて受付いたします。産業医研修会の事前申し込みは受け付けておりません。
学会への参加登録を行ったうえで、会場前にてお待ちください。
・参加される方は認定産業医No.（7桁）がわかるようご用意ください。
・対象セッション入口にて受講確認書をお受け取りください。
・必要事項をご記入のうえ、セッション終了時にご提出ください。
・引き換えに指定研修会証明書をお渡しします。
・セッション開始後の入退室はお控えください。
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【受付場所】
【受付時間】

パシフィコ横浜 会議センター3階 エレベーターホール
3月26日（土）11：30〜18：30
3月27日（日）11：30〜15：00

6. 年会費受付
日本肥満学会、日本肥満症治療学会受付（パシフィコ横浜 会議センター3階 エレベーターホール）におきま
して、入会受付並びに年会費の納入手続きを行っております。
日本肥満学会
正会員（社員）医師、評議員、功労評議員
その他会員

10,000円
8,000円

賛助会員一口

50,000円（一口以上）

日本肥満症治療学会
医師（理事・評議員）

15,000円

医師（一般）

10,000円

医師以外の医療従事者

5,000円

賛助会員

50,000円（一口）

7. 日本肥満学会総会および委員会行事
3月25日（金） 17：00～18：00

JASSO第43回・JSTO第40回
合同プログラム委員会

パシフィコ横浜 会議センター
4階 411

3月27日（日） 12：00〜12：50

サルコペニア・フレイル学会
合同WG

パシフィコ横浜 会議センター
4階 411

8. 日本肥満治療学会総会および委員会行事
パシフィコ横浜 会議センター
4階 413

3月25日（金） 15：00〜17：00 理事会
3月25日（金） 17：00～18：00

JASSO第43回・JSTO第40回
合同プログラム委員会

9. 日本肥満学会認定試験
第10回肥満症専門医認定試験・肥満症生活習慣改善指導士認定試験
日時：3月27日（土）13：00～16：00
会場：パシフィコ横浜 会議センター4階 413
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10. 共催セミナー整理券
本研究会の共催セミナーでは整理券の配布はありません。直接、現地会場へお越しください。
各会場先着順でご入場いただきます。ただし、ご用意するお食事には数に限りがございますのであらかじめ
ご了承ください。

11. 企業展示・書籍展示
パシフィコ横浜 会議センター3階 フォワイエにて開催します。

12. 無線LAN
パシフィコ横浜全館で利用可能です。
SSID：FREE-PACIFICO

13. 呼び出し・伝言
各会場でのアナウンスによるお呼び出しは行いませんので、予めご了承ください。またパシフィコ横浜
会議センター3階 フォワイエに会員連絡版を設置いたしますので、ご利用の場合は、総合案内までお申し出
ください。

14. 撮影・録音
著作権保護のため、講演会場内でのカメラ・ビデオ、携帯電話・スマートフォンによる撮影・録画、録音は、
一切禁止いたします。講演会場内では、スマートフォン・携帯電話は、マナーモードにするか、電源をお切り
ください。

15. クローク
日

時：3 月26日（土）8：00 ～ 18：30
3月27日（日）8：00 ～ 18：00
場 所：パシフィコ横浜 会議センター3階 フォワイエ
※ ノートPC・貴重品・壊れやすい物・傘などのお預かりは出来ません。予めご了承ください。

16. 休憩スペース
パシフィコ横浜 4階 413に休憩（オンデマンド配信視聴）スペースを設けます。ご自身のPCをお持ちの上、
自由にご利用ください。ただし飲食はお控えいただけますようお願い申し上げます。

17. 託児室
感染症拡大防止の観点から、設置しません。ご了承ください。
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18. 市民公開講座
「“よい肥満”？“悪い肥満”？ 肥満症の予防と健康生活」
日 時：3月27日（日）16：05〜17：35
会 場：第6会場（パシフィコ横浜 会議センター 4階 416+417）
プログラム：
16：05〜16：10

16：10〜16：30

16：30～16：50

16：50～17：10

17：10～17：30

17：30～17：35

主催者挨拶
松澤 佑次
（一般社団法人日本肥満症予防協会 理事長／
一般財団法人住友病院 名誉院長・最高顧問）
『コロナ感染症と肥満症－健康に良くない肥満とその予防』
演者：益崎 裕章先生
（琉球大学大学院医学研究科 内分泌代謝・血液・膠原病内科学講座
（第二内科）教授／
一般社団法人日本肥満症予防協会 執行理事）
『肥満症と認知症、がん』
演者：植木浩二郎先生
（国立国際医療研究センター研究所 糖尿病研究センター長／
一般社団法人日本肥満症予防協会 執行理事）
『肥満症治療の新しい流れ－減量・代謝改善手術』
演者：大城 崇司先生
（東邦大学医療センター佐倉病院外科 准教授）
『肥満症予防のための実践講座－内臓脂肪を減らす食事の工夫－』
演者：小島美和子先生
（クオリティライフサービス代表取締役／
一般社団法人日本肥満症予防協会 実行委員）
閉会挨拶

共催：一般社団法人 日本肥満症予防協会

19. 内臓脂肪測定
専用医療機器で、5分程度で内臓脂肪を測定。おなかの輪切りイメージや「内臓脂肪年齢」であなたの内臓脂肪
を見える化します。ぜひお立ち寄りください。
【受付場所】 パシフィコ横浜 会議センター 3階 エレベーターホール
【受付時間】	3月26日（土）10：00〜18：00
3月27日（日）10：00〜18：00
共催：一般社団法人 日本肥満症予防協会
特別協力：花王株式会社・パナソニック株式会社
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