
 

 

■学術総会参加費および情報交換会参加費 

○ 当日、受付にて参加費をお支払いください。 

【受付開始時間】 

  ・10月 27日（土） 午前 9時 00分から 

  ・10月 28日（日） 午前 8時 00分から 

 

○ 参加費登録種別 

［事前参加登録をお済ませの方］ 

学会運営事務局より送付されている参加登録証（兼領収書）を、学術総会当日に必ずご持参

ください。 

［当日参加の方］ 

 学術総会の参加は当日受付にて参加費をお支払いの上、参加証をお受け取りください。 

 参加証には、ご所属・ご氏名をご記入の上、会場内では必ずご着用ください。 

 学会年会費を未納の方は、学会事務局にて年会費をお支払いください。 

 

①学術総会参加費    

      会員:  (事前登録) 9,000円  (当日)10,000円  

      一般:  (事前登録) 12,000円  (当日)15,000円  

      学生:  (事前登録) 4,500円  (当日) 5,000円  

 

②情報交換会参加費  

      会員、一般、学生会員ともに 5,000円（事前登録・当日） 

 

○情報交換会について 

開催日時：10月 27日（土）18時 00分より予定 

会場：ホテルハマツ 3階 平安の間（中央）Ｅ会場 

 

■ 学術総会優秀演題賞（オーラル賞・ポスター賞）について 

○ 医療・病院管理学に関する研究の発展、普及等を目的として、2017年度より、学術総会に

おける優秀演題への表彰を開始いたしました。 

厳正な審査を通じ、学術総会の演題から「優秀演題賞（オーラル賞・ポスター賞）」を選出

し、その栄誉をたたえ表彰状を贈呈します。（ただし、代理人がプレゼンテーションを行

う場合は受賞対象とはなりません。） 

 

■第２回定時社員総会 （旧評議員会） 

日時：会期 1日目（10月 27日（土））12時 00分～13時 00分 

会場：ホテルハマツ 3階 平安の間（中央）Ｅ会場 

 

 

参加者へのご案内 



■学術総会会期中の委員会開催 

日時：10月 27日（土） 

学術情報委員会 

開催時間： 13：00～14：00 

会 場 ： ホテルハマツ２階 打合室１（白鳳） 

代表者 ： 伊藤 弘人 

（労働者健康安全機構労働安全衛生総合研究所過労死等調査研究センター センター長） 

参 加 ： 委員会メンバーのみ 

事業委員会 

開催時間： 詳細は、追って連絡します 

会 場 ： ホテルハマツ２階 打合室 

代表者 ： 緒方 泰子（東京医科歯科大学大学院 保健衛生学研究科 教授） 

参 加 ： 委員会メンバーのみ 

 

日時：10月 28日（日） 

教育研修委員会 

開催時間： 8：20～8：50 

会 場 ： ホテルハマツ２階 打合室２（チェルシー） 

代表者 ： 池田 俊也（国際医療福祉大学医学部 公衆衛生学 教授） 

参 加 ： 委員会メンバーのみ 

事業委員会 

開催時間： 12：00～13：00 

会 場 ： ホテルハマツ２階 打合室１（白鳳） 

代表者 ： 緒方 泰子（東京医科歯科大学大学院 保健衛生学研究科 教授） 

参 加 ： 委員会メンバーのみ 

研究倫理委員会 

開催時間： 12：00～13：00 

会 場 ： ホテルハマツ８階 打合室３（水星） 

代表者 ： 上條 由美（昭和大学大学院保健医療学研究科・医療マネジメント 教授） 

参 加 ： 委員会メンバーのみ 

国際委員会 

開催時間： 12：00～13：00 

会 場 ： ホテルハマツ８階 打合室４（木星） 

代表者 ： 福田 敬（国立保健医療科学院 医療・福祉サ―ビス研究部 部長）  

参 加 ： 委員会メンバーのみ 

組織委員会 

開催時間： 12：00～13：00 

会 場 ： ホテルハマツ８階 打合室５（金星） 

代表者 ： 寺崎 仁（東京女子医科大学医療安全科 教授） 

参 加 ： 委員会メンバーのみ 

 



組織連携委員会 

 開催時間： 追って連絡します。 

会 場 ： ホテルハマツ 

代表者 ： 勝山 貴美子（横浜市立大学・医学部看護学科 教授） 

参 加 ： 委員会メンバーのみ 

 

■今後のスケジュール 

○ 今後のスケジュールの変更等については、第 56 回学術総会ホームページにてお知らせし

ていきます。 

http://www.takedakenko.jp/jsha2018/ 

 

■社会医学系専門医制度の必須共通講習の開催 

○ 学術総会前日に郡山で開催いたします。 

誰でも参加できます。（学術総会参加者３千円、非参加者６千円） 

会場：郡山市中央公民館（勤労青少年ホーム）多目的ホール 

福島県郡山市麓山一丁目 8-4   

最寄のバス停／郡山駅 11番線「郡山図書館」下車徒歩 3分 

日時：2018年 10月 26日 15:10-18:00（医療安全・倫理・感染対策） 

（別途、同じ会場で 9-15時に基本プログラム講習「公衆衛生総論」があります） 

 

■単位取得 

 本学術総会に参加すると、日本医師会生涯教育制度単位（時間）の付与、日本医業経営コン

サルタント協会継続研修認定、日本薬剤師研修センター研修認定制度が利用できます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

■座長の方へ 

○ご担当いただくセッションの 30 分前までに「座長・演者受付」（ホテルハマツ 3 階ホワイ

エ）にて受付をお済ませの上、セッションの開始 10 分前までに、発表会場の次座長席へご

着席いただき、会場係に到着をお知らせください。 

○進行は座長に一任いたします。開始時間になりましたら、セッションを開始してください。 

 

■発表方法 

☆ 発表の際には、倫理的配慮および利益相反に関して明記ください。 

1. 口演発表 

○ 発表の 30分前までに「座長・演者受付」（ホテルハマツ 3階ホワイエ）にて受付を済ませ、

「PC 受付」にて発表データの確認をお願いいたします。発表の 10 分前には発表会場内の

次演者席にお越しください。 

○ 発表データは、学術総会当日に USB フラッシュメモリーにてお持ち下さい。ご持参の USB

フラッシュメモリーは事前にウィルスチェックを行っていただきますようお願いいたし

ます。 

○ 口演における発表時間は、発表 9分、討論 3分の計 12分を予定していますが、座長の指

示により複数演題まとめて討論を行うこともございますので、ご了承下さい。 

○ 発表は、プロジェクターを用いて行いますので、MS-PowerPoint（2007, 2010, 2013）に

て作成をお願いいたします。 

○ 動画のある場合や、Macをご使用の場合は、ご自身の PCをご持参下さい。ただし、接続に

かかる時間等は発表時間に含まれますのでご留意ください。 

○ 発表時間の厳守をお願いいたします。 

○ データ受付時間 

10月 27日（土） 午前 9時～午後 5時 30分 

10月 28日（日） 午前 8時～午後 3時 00分 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

発表方法について 

 



2. ポスター発表 

○ ポスター会場（ホテルハマツ 3階 Ｄ会場）にて、所定の貼付時間内に作業を済ませてくだ

さい。なお、ポスター会場、貼付・発表・撤去時間帯等につきましては、後日大会ウェブサ

イトに改めまして掲載させて頂きます。 

○ 発表時間は、発表 5分、討論 3分の計 8分を予定しています。発表時間の厳守をお願いいた

します。 

○ ポスターを添付するパネルのサイズ

は、横 90cm×縦 210cm を予定していま

す。 

○ 展示スペースは、一演題あたり横 90cm

×縦 140cm です。ただし左上部の 20cm

×20cm は、演題番号貼付（事務局で貼

付）のため空けておいてください。 

○ 演題名・所属・氏名は、右図の（A）ス

ペース（横 70cm×縦 20cm）を利用して

作成してください。右図の（B）のスペ

ースには、A3用紙（横）で 8枚、A4用

紙（横）で 18枚が貼付可能です。ポス

ター展示用のピンなどは事務局でご用

意します。 

○ ポスターは全セッションの終了後に撤

去してください。（各自の発表が終了し

ても撤去しないでください）。なお、片付

け時に残されているポスターは、事務局

にて処分させて頂きます。（保存・お預か

りは致しません） 

 

3. 利益相反（COI）状態開示のお願い 

【重要】口演・ポスター発表ともに、1ページ目、もしくは最終ページで、COI状態を必ず開示

してください。 

 

●発表時、申告すべき COI状態がない場合の文言例 

「演題発表に関連し、開示すべき COI関係にある企業・団体等はありません」 

 

●発表時、申告すべき COI状態がある場合の文言例 

「演題発表に関連し、開示すべき COI関係にある企業は下記の通りです」 

例：受託研究・共同研究費／○○製薬 

 

問い合わせ先：（第 56回日本医療・病院管理学会学術総会運営事務局） 

〒965-8585 福島県会津若松市山鹿町 3番 27号 

一般財団法人竹田健康財団 経営企画課 

TEL:0242-29-9893 FAX：0242-27-5670 

E-mail： jsha56@takeda.or.jp 

第 56回学術総会ホームぺージ URL  http://www.takedakenko.jp/jsha2018/ 
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