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❶ 学会場
　アクトシティ浜松 （〒 430-7790　静岡県浜松市中区板屋町 111-1） 
　ホテルクラウンパレス浜松 　（〒 430-8511　静岡県浜松市中区板屋町 110-17）＊市民公開講座，情報交換会

❷ 参加受付
　1）参加受付

　2）参加受付はすべて当日受付です。
　　参加申込書（会員用：本誌挟み込み）にご記入の上，参加費とともに受付にご提出ください。
　　ネームカードとネームカードフォルダーをお渡しします。
　　（参加費）
　　　会　員　5,000 円
　　　非会員　8,000 円（プログラム・抄録集は別途ご購入ください。1 冊 2,000 円）
　　　学　生　2,000 円（プログラム・抄録集は別途ご購入ください。1 冊 2,000 円）※学生証をご提示ください。
　3）ネームカードには所属と氏名をご記入の上，会期中はネームストラップの着用をお願いいたします。
　4）プログラム・抄録集は事前に会員の皆様へ配布いたしますので各自でご持参ください。
　　 会員の方でも，当日お忘れになった場合はご購入いただきますので，あらかじめご了承ください。
　5）発表は本学会会員に限ります。未入会の方はあらかじめ学会ホームページ http：//www.tentouyobou.jp から入
　　会手続きをお願いいたします。
❸ 口演発表について
　1）発表時間は下記のとおりです。登降壇も含めての時間です。

 

　　　※学会進行の都合上，ご発表時間は厳守いただきますようお願い申し上げます。
　　　※発表時間終了を音でお知らせいたします。
　2）発表データは当日受付となります。
　　 発表データは「Microsoft Power Point」で作成し「USB メモリ」でご持参ください。
　3）Macintosh や動画を使用される方は PC 本体をお持ちください。
　4）いずれの場合も必ず他メディアにてバックアップをご準備ください。
　5）PC 受付は発表の 30 分前までにお済ませください。
　6）2 画面（デュアルモニタ）は使用できません。
　7）発表用データに他のデータ（静止画・動画・グラフなど）をリンクさせている場合は必ず，元データも保存し，
　　事前に他のパソコンでの動作確認を行ってください。万が一，リンク先が開かなかったり，動画が動かないなど
　　の不具合が発生した場合は，自己責任のもと割愛いただき進行してください。　
　8）発表スライド 1 枚目には，表題をつけてください。演題番号，演題名，演者名，所属は必ず記載してください。
　9）ヒトを対象とする研究，臨床試験には，倫理面ならびに利益相反に関して配慮し，可能な限り情報開示を行うこ

参加者へのご案内

10 月 6 日（土） 10 月 7日（日）
　場　所 アクトシティ浜松　中ホール前 アクトシティ浜松　中ホール前
　時　間 16：00 ～ 17：30 8：20 ～ 15：30

セッション名 各演者口演時間 質疑応答・総合討論

キーノート30分，その他10分 質疑応答・まとめ25分　
20 分 総合討論25分

25 分 質疑応答 5分　

アンケート報告10分，発表各5分 グループワーク・発表70分
50 分 質疑応答10分

特別講演 30分 ―
大会長講演 30分 ―
パネルディスカッション 1
パネルディスカッション 2

ワークショップ３

シンポジウム１ 15分 総合討論30分
シンポジウム２ 20分 総合討論30分
ワークショップ１
ワークショップ２

一般口演 6分 質疑応答 3分
ポスター 5分 質疑応答 2分
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　　とが必要です。本誌執筆要項を参考に，利益相反に該当しない場合はその旨を，また，実行された倫理的配慮の
　　内容を発表資料（スライド，ポスター）上にご記載ください。
　◎メディアをご持参される方
　　当会では以下の仕様の PC を準備しております。
　　・オペレーションシステム：Windows 7，10
　　・アプリケーションソフト：Microsoft Power Point 2010 年以降
　　・フォント：日本語，英語ともに Microsoft 標準フォントをご使用ください。
　　・画面解像度は XGA（1024x768 ピクセル）です。このサイズより大きい場合，画面の周囲が切れてしまいます
　　　ので，設定は必ず XGA としてください。
　　・上記以外の環境で作成されたデータですとレイアウトの崩れ，文字化けなどのトラブルが起きる可能性があり
　　　ますので，あらかじめ PC 受付でご確認ください。 
　◎PC本体をお持ちになる方
　　・映像接続ケーブルは，D-sub15 ピン（ミニ）を準備しております。それ以外の PC をご使用の方は変換コネクタ
　　　を忘れずにお持ちください。
　　・電源アダプタを必ずご準備ください。
　　・無線 LAN 機能，スクリーンセーバー，省電力設定，ウイルスソフトなどのタスクスケジュール，ログオフ設定
　　　など，発表の妨げになる設定はご自身であらかじめ解除をお願いいたします。演者受付での設定はいたしかね
　　　ますのでご了承ください。また，これらの機能により，発表に支障をきたした場合，事務局では責任を負いか
　　　ねますのでご了承ください。 
　◎発表時のPC操作について
　　演台上に液晶モニター・キーボード・マウスがセットされておりますので，スライド操作はご自身で行ってくだ  
　　さい。PC 本体持込の場合も同様です。
　　（持込された PC 本体はオペレーター席にセットし，演台よりリモート操作をいたします。） 
❹ ポスター発表について
　・ポスター発表受付はありません。「参加者受付」手続後，以下の時
　　間内にポスターを掲示してください。
　・セッション開始 10 分前には，ご自身の発表ポスター周辺で待機を
　　お願いいたします。
　・ポスター掲示および撤去時間
　　　貼付：10 月 6 日（土）19：30 〜 21：00
　　　 10 月 7 日（日）   8：20 〜  9：30
　　　発表：10 月 7 日（日）　9：40 〜 11：14 ／ 13：45 〜 14：48
　　　撤去：10 月 7 日（日）15：00 〜 16：00
　・演題番号・画鋲は事務局で用意いたします。
　・演題番号をご確認の上，所定の位置に展示をお願いいたします。
　・ポスターの展示スペースは，幅 90cm，高さ 210cm です。
　　指定したサイズ内で収まるように作成してください。
　　なお，各パネルの左上（20cm × 20cm）は演題番号に使用いたします。
　・演題名・所属・演者名は各自ご用意ください。
❺ 座長ご担当者へ
　・座長ご担当者は，10 分前までに次座長席にお着きください。
　・セッションの進行は時間厳守でお願いいたします。
   ※時間を延長しての質疑応答は行わないでください。
❻ 質疑応答について
　・口演会場でのご質問の方は，前もってマイクの前にお立ちください。

参加者へのご案内
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所属・演者名

〈ポスター展示スペース〉
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❼ 共催セミナーについて
　・共催セミナーの開催は下記のとおりです。

　　ランチョンセミナーはお弁当を用意いたしますが，数に限りがございますのであらかじめご了承ください。
　　お弁当整理券は，総合受付の「ランチョン整理券」にて，ネームカードについている「ランチョンセミナー
　　整理券引換券」と引換にお渡しいたします。
❽ 企業展示・書籍展示
　・企業展示，書籍展示は第 4 会場（43・44 会議室　4F）に開設いたします。 
　　※〈注意〉書籍展示の開設場所は変更になる場合があります。
❾ドリンクコーナー
　・ドリンクコーナーは第 4 会場（43・44 会議室　4F）にございます。
❿ クローク
　・第 1 会場（アクトシティ浜松　中ホール）前に開設いたします。
　　開設時間内に荷物の引き取りをお願いいたします。
⓫ 総会
　・11：55 〜 12：20 第 1 会場にて行います。
⓬学術集会参加で取得できる単位

「参加者受付」でお渡し
するネームカードに付
いている ”参加証兼受
領書”を，大切に保管
しておいてください。

ワークショップ会場入口で
お渡しする〝ワークショッ
プ 1 参加証〞を大切に保
管しておいてください。

「参加者受付」手続後，「単
位認定受付」にて，お申
し込みください。必ず，
「健康運動指導士証」「健
康運動実践指導者証」を，
お持ちください。

「参加者受付」手続後，
「単位認定受付」にて，
お申し込みください。

［7］医療の質と安全　［9］
医療情報　［10］チーム医
療　［13］医療と介護およ
び福祉の連携　［19］身体
機能の低下　［59］背部痛
計6単位（［10］と［13］は0.5
単位，その他は1単位）

取得単位 条件，内容 取得方法

日本転倒予防学会
転倒予防指導士

学術集会参加 １単位

ワークショップ1
参加

１単位

健康・体力づくり事業財団
健康運動指導士及び健康運動実践指導者
登録更新単位

日本医師会生涯教育講座

講義２単位
（認定番号186673）

学術集会参加

学術集会参加

演題発表 １単位

日本理学療法士協会
専門・認定理学療法士制度履修ポイント

骨粗鬆症マネージャー教育研修単位 ３単位（認定番号180298）
骨粗鬆症学会認定医教育研修単位 ５単位（認定番号180298）日本骨粗鬆症学会

学術集会参加

学術集会参加

10 ポイント
学会発表 ５ポイント

日本作業療法士協会
生涯教育制度基礎ポイント

学術集会参加 １ポイント
１発表につき １ポイント
学術集会参加 ３ポイント
学会発表 10 ポイント

日本看護協会　
認定看護師

日付 時間 セミナー名 共催 会場
10 月 6 日（土） 17：00 ～ 18：00 イブニングセミナー 住友電気工業株式会社

光研化成株式会社
アサヒシューズ株式会社

第 1 会場
アクトシティ浜松　中ホール

10 月 7 日（日） 12：30 ～ 13：30 ランチョンセミナー 1 中外製薬株式会社
ロシュ・ダイアグノス
ティックス株式会社

第 2 会場
アクトシティ浜松　
コングレスセンター 41会議室  4F

12：30 ～ 13：30 ランチョンセミナー 2 エーザイ株式会社 第 3 会場
アクトシティ浜松　
コングレスセンター 31会議室  3F

13：45 ～ 14：45 スポンサードセミナー 1 株式会社 FRONTEO
ヘルスケア，エーザイ株
式会社

第 1 会場
アクトシティ浜松　中ホール

13：45 ～ 14：45 スポンサードセミナー 2 十全記念病院 第 3 会場
アクトシティ浜松　
コングレスセンター 31会議室  3F
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※日本整形外科教育研修単位
必須分野　［4］代謝性骨疾患（骨粗鬆症を含む），［7］脊椎・脊髄疾患，［13］リハビリテーション（理学療法，義肢装具を含む）
その他教育研修単位　（Re）運動器リハビリテーション単位，（SS）脊椎脊髄病単位
※�日本整形外科学会研修単位受講にあたっては，「参加者受付」手続き後，「単位認定受付」にてお申込みの手続きを行ってください。
必ずIC会員カードをご持参ください。講演開始10分前から，講演開始後10分までの20分間にIC会員カードを講演会場入口付近に設
置してありますカード読み取り機にかざして受講登録を行ってください。この時間内に受講手続きが完了していない場合や途中退場
された場合には単位取得ができませんのでご注意ください。� � � �

⓮その他
　・有料駐車場がございます。（無料駐車券の準備はありません）
　　営業時間　6：00 〜 24：00
　　利用料金　20 分ごとに 100 円・21：00 から 9：00 の間（1 泊）は 1,000 円
　　お問い合わせ　駐車場管理室　TEL : 053-451-0009　

大会運営事務局
株式会社ドゥ・コンベンション
担当：倉内　大輔
〒 101-0063 東京都千代田区神田淡路町 2-23
アクセスお茶の水ビル 5F
TEL：03-5289-7717　FAX：03-5289-8117

参加者へのご案内

⓭セッション参加で取得できる単位     
　セッションの受講により表中の単位を取得できます。ご希望の方は，「参加者受付」手続き後必ず，「単位認定受付」
にて，お申し込みください。

取得単位　　　　　　　　　　　　

セミナー名 ランチョンセミナー 1 スポンサードセミナー 1 スポンサードセミナー 2 

共催企業 中外製薬（株）&ロシュ・
ダイアグノスティックス
（株）

（株）FRONTEO ヘルスケ
ア& エーザイ（株）

十全記念病院

〇
10 単位

〇
10 単位

〇
※［4］，［13］
（Re）

〇
※［13］
（Re）

〇
※［7］，［13］
（SS）

日本リハビリテーション医学会
専門医・認定臨床医生涯教育研
修会単位（受講料：1,000円）　

日本整形外科学会教育研修単位
（受講料：1単位につき1,000円）　

認定番号 18-1812 18-1812-01 18-1812-02


