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年次集会案内

会　　　　場　神戸国際会議場
　　　　　　　〒650-0046　神戸市中央区港島中町6-9-1　078-302-5200　http://kobe-cc.jp/kaigi/

　　　　　　　ポートピアホテル
　　　　　　　〒650-0046　神戸市中央区港島中町6-10-1　078-302-1111　http://www.portopia.co.jp/

　　　　　　　神戸商工会議所
　　　　　　　〒650-8543　神戸市中央区港島中町6-1　078-303-5801　http://www.kobe-cci.or.jp/kcci/index/

会　　　　長　熊谷　直樹　（くまがいこどもクリニック）
事 　 務 　 局　藤田　　位　（藤田小児科医院）
　　　　　　　〒677-0053　兵庫県西脇市和布町167-31　　FAX：0795-23-3302

　　　　　　　年次集会公式ウェブサイト：http://plaza.umin.ac.jp/sagpj21/index.html

前夜セミナー� 　事前登録不要　無料　軽食付き　　P.45
日　時：8月26日（金）　19：00〜21：00

会　場：神戸国際会議場3Ｆ　301（国際会議室）

講演１．「構造と感染症　診断と治療」

　　　　　岩田健太郎　神戸大学大学院医学研究科　微生物感染症学講座感染治療学分野

　　　　　　　　　　　神戸大学都市安全研究センター　医療リスクマネジメント分野

講演２．「小児軽症外傷のABC　〜小児科医がちょっとしたけがに対するときに心がける５つのこと〜」

　　　　　安　　炳文　京都府立医科大学　救急医療学

年次集会の前日に主として若手の医師向けの講演会を開催します。会員の方はもちろんのこと、会員以外の方でも自

由に参加できます。金曜日夕方に到着される方はお気軽にご参加ください。

ぜひ最新の知識を学んで明日からの外来治療に役立ててください。

医学生・研修医ネットワークセミナー� 　事前登録不要　無料　軽食付き　　P.46
日　時：8月26日（金）　19：00〜21：00

会　場：神戸国際会議場5Ｆ　505

医療保育ネットワーク会議� P.46

日　時：8月26日（金）　18：00〜19：00

会　場：神戸国際会議場5Ｆ　503

参加受付
日　時：8月27日（土）　� 8：00〜18：00

　　　　8月28日（日）　� 8：00〜13：00

場　所：神戸国際会議場1Ｆ　ロビー

１）事前登録をされた方
　　�事前登録をされた方は、送付しました「年次

集会参加証」と抄録集を、お持ちください。

２）当日参加登録をされる方
　　�神戸国際会議場1Ｆ受付にて当日登録をして

「年次集会参加証」にご記入の上、ご入場ください。

申込記号 当日参加費 懇親会費

　会　員※
医師 A 15,000円 5,000円
非医師 B � 9,000円 5,000円

非会員
医師 C 18,000円 5,000円
非医師 D 10,000円 5,000円

前期研修医
及び学部学生 E � 2,000円

（抄録集代） 5,000円

※日本外来小児科学会会員
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３）�ネームホルダーを記名台に準備しております。会場内では必ず参加証を着用してください。

４）�前期研修医及び学部学生の方は、事前に登録された方も総合受付にて身分を証明できるものをご提示ください。

５）コングレスバッグをご用意しております。総合受付付近でお受け取りください。

■病院勤務医の参加を歓迎します。
今回は、本学会会員ではない病院勤務医の方々に多く参加していただきたいと考え、8月28日（日）のみ、１日参加

費（5,000円）を用意しました。本学会非会員で病院勤務医の方が対象です。事前受付はしませんので、身分を証明

できるものをご持参の上、総合受付にお越しください。

総　　会� ※�会員・非会員を問わず、どなたでもご参加いただけます。

日　時：8月27日（土）　18：20〜18：50

会　場：神戸国際会議場1Ｆ　メインホール

総会時に、下記の記念賞授賞式を行います。

　徳 丸 實 記 念 賞：崎山　弘さん（崎山小児科／東京都府中市）

　五十嵐正紘記念賞：杉村　徹さん（杉村こどもクリニック／福岡県筑後市）

徳 丸 實 記 念 賞：�本学会の設立、発展に尽力されました徳丸實先生のお名前を冠して、学会の発展に寄与した会員

に授与されます。

五十嵐正紘記念賞：�徳丸實先生とともに、本学会の発展に尽力された故五十嵐正紘先生のお名前を冠して、本学会で

の活動を基盤として、学術上優れた業績を上げられた会員に授与されます。

会長講演� P.47

日　時：8月27日（土）　15：40〜16：00

会　場：神戸国際会議場1Ｆ　メインホール

シンポジウム� P.48

日　時：8月27日（土）　16：00〜18：20

会　場：神戸国際会議場1Ｆ　メインホール

一般演題� P.50

一般演題はすべて口演発表およびポスターとして展示いたします。

発表8分・質疑3分です。時間厳守をお願いいたします。
１）口演発表

日　時：8月27日（土）　13：00〜15：30

　　　　8月28日（日）　� 9：00〜10：30

会　場：神戸国際会議場1Ｆ　メインホール、3Ｆ　301（国際会議室）、５Ｆ　501・502

２）ポスター発表

日　時：8月27日（土）　� 9：00〜18：00

　　　　8月28日（日）　� 9：00〜15：00

会　場：神戸国際会議場４Ｆ　401・402

会長・実行委員・学会誌編集委員ならびにリサーチ委員で構成する選考委員会により、優秀演題を選出し閉会時に表

彰します。
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ワークショップ（WS）� P.85

日　時：8月27日（土）　� 9：00〜11：45　　WS27（22題）

　　　　8月28日（日）　10：40〜13：10　　WS28（22題）

内容詳細・会場等についてはP.33〜P.34、P.85〜P.96をご覧ください。

当日参加「不可」のＷＳは事前登録者のみ参加できます。当日参加「可」のＷＳでも場合によっては当日参加がで

きないこともあります。当日参加の可否については、神戸国際会議場1Ｆ総合受付付近のWS案内係にお尋ねくださ

い。

全てのWSは開始30分後にドアをオープンし、オブザーバーとしてどなたでも聴講できるようにしています。

事務スタッフのためのワークショップ入門セミナー� 事前申込不要　　P.96

日　時：8月28日（日）　10：40〜13：10

会　場：神戸商工会議所３Ｆ　第３会議室

本年次集会は、コメディカルの積極的な参加も特徴の一つです。中でも事務スタッフが学会を経験できる、大変貴重

な機会となっています。毎年たくさんの事務スタッフが参加していますが、そのほとんどが学会自体に初参加です。

このセミナーは、学会への参加経験の少ない事務スタッフを対象に、ワークショップ（WS）を疑似体験するセミ

ナーです。

当日参加のみで開催し、人数は60名とします。

セミナー� P.97

従来、Meet�the�Expertと呼んでいたセッションです。

「教育セミナー」、「スキルアップセミナー」、「アドボカシーセミナー」、「特別セミナー」、「学会活動紹介セ

ミナー」の５種類に分けています。

8月27日（土）　� 9：00〜11：45　　16講演

8月28日（日）　10：40〜13：10　　18講演

会場はセミナーの項目をご覧ください。

特別企画� P.25

日　時：8月28日（日）　14：15〜15：00

会　場：神戸国際会議場1Ｆ　メインホール

桂�雀三郎一門による上方落語「医療と子どもにまつわる上方落語」　　演目：当日のお楽しみ

懇親会
日　時：8月27日（土）　19：00〜20：30

会　場：ポートピアホテル本館Ｂ１Ｆ　偕楽

当日参加を希望される方は、神戸国際会議場１Ｆ総合受付でお申し込みください。（懇親会費：5,000円）

パネル展示� P.115

日　時：8月27日（土）　� 9：00〜18：00

　　　　8月28日（日）　� 9：00〜15：00

会　場：神戸国際会議場5Ｆ　ロビー
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患者家族の会・支援者の会展示� P.122

日　時：8月27日（土）　� 9：00〜18：00

　　　　8月28日（日）　� 9：00〜15：00

会　場：神戸国際会議場4Ｆ　ロビー

ランチョンセミナー� P.131

ランチョンセミナーは２日間で合計16セミナー開催いたします。

日　時：8月27日（土）　12：00〜12：50

　　　　8月28日（日）　13：15〜14：05

開催当日の8：10から整理券を配布いたします。ランチョンセミナー開始時間より10分を過ぎますとお弁当の予約

権利はなくなります。また、数に限りがありますので、ご了承ください。

　整理券配布場所：神戸国際会議場B1Ｆ

　整理券配布時間：8月27日（土）　� 8：10〜

　　　　　　　　　8月28日（日）　� 8：10〜

　※整理券がなくなりしだい配布終了とします。

企業展示� P.138

日　時：8月27日（土）　� 9：00〜18：00

　　　　8月28日（日）　� 9：00〜15：00

会　場：神戸国際会議場3Ｆ　レセプションホール

書籍販売
日　時：8月27日（土）　� 9：00〜18：00

　　　　8月28日（日）　� 9：00〜15：00

会　場：神戸国際会議場B1Ｆ　ロビー（株式会社神陵文庫）・4Ｆ　ロビー（株式会社童話館、株式会社神陵文庫）

クローク
開設日時：8月27日（土）　� 8：00〜19：00

　　　　　8月28日（日）　� 8：00〜16：00

会　場：神戸国際会議場B1Ｆ

託児室（要事前申込）
会期中託児室（無料）を開設します。ご利用には事前申込みが必要です。

定員になりしだい締め切らせていただきます。

開設日時：８月27日（土）　� 8：30〜18：30

　　　　　８月28日（日）　� 8：30〜16：00

委託先（お問合せ）：（株）アルファ・コーポレーション（ABA：全国ベビーシッター協会正会員）

http://www.alpha-co.com/　　TEL　075-212-7555　　E-mail：yoyaku＠alpha-co.com　

詳しくは年次集会公式ウェブサイトhttp://plaza.umin.ac.jp/sagpj21/index.htmlをご覧ください。

なお、当日申込みは受け付けできません。ご了承ください。
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くつろぎルーム
学会開催中、会場内にくつろぎルームを設置します。

「何に気づく」にも「どのように学ぶ」にも、少し頭を休めてくつろぐことも大切です。のんびりしたい・親子で時

間を過ごしたい・午睡を取りたい方はもちろんのこと、打ち合わせや待ち合わせの場としてもご利用できます。飲食

も可能です。

事前申込みは必要ありません。無料です。

開設日時：8月27日（土）　12：00〜16：00

　　　　　8月28日（日）　13：15〜15：00

会　場：神戸国際会議場4Ｆ　403・404・405・406・407　　※8月28日（日）は404は使用致しません。

〔絵本の読み聞かせ〕
株式会社童話館による絵本の読み聞かせを行います。ご家族でお越しください。

日　時：8月27日（土）　12：20〜12：50

　　　　8月28日（日）　13：30〜14：00

会　場：神戸国際会議場4Ｆ　403

表彰・閉会式
ご発表いただいた一般演題の中から、会長、実行委員、学会誌編集委員ならびにリサーチ委員で構成した選考委員会

で優秀演題を選び、閉会時に表彰します。

発表内容だけではなく、発表方法、ポスター掲示、パフォーマンスなどいくつかの分野で優れた演題に対して、表彰

状と副賞を用意しました。

発表された方はもちろんですが、参加者にもご出席いただき、みんなで祝福し喜びを分かち合うことで、リサーチマ

インドがさらに育っていくことを願っています。

多くの方のご出席をお願いします。�

日　時：8月28日（日）　15：00〜15：30

会　場：神戸国際会議場１Ｆ　メインホール

※一般演題発表者は、ご出席ください。

本学会では「禁煙宣言」をしています。
年次集会会場内は禁煙となっております。

口演中の撮影は固くお断りします。
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発表者・座長の皆様へ

１．一般演題
　一般演題発表者は、口演並びにポスター発表もしていただきます。
　会長・実行委員・学会誌編集委員ならびにリサーチ委員で構成する選考委員会により、優秀演題を選出し閉会時に

表彰します。

【口演発表】
１）口演は発表８分、質疑３分です。
２）口演に使用する機器はPCプロジェクター１基のみとさせていただきます。

　　（スライドプロジェクターは使用できません。）

３）事務局側で用意するコンピュータの仕様は下記の通りです。

　　OS：Windows7
　　発表用ソフト：マイクロソフト社パワーポイント（PPT）2007
　　※PPT2000以降に対応します。

４）動画並びに音声利用については対応できませんのでご注意ください。

５）Macをご使用の方、PPT2010をご使用の方はノートパソコンをご持参ください。

６）�持参していただくパソコンはD-SUB15ピンの端子が付いていることが条件です。端子が無い場合は必ずアダプ

ターをご用意ください。また電源コードも忘れずにご持参ください。

７）�ご発表のデータの作成については、P.18の４．発表データ制作の注意事項をご参照ください。

８）�発表データの受付、試写を、神戸国際会議場B１Ｆ「PC受付」にて行います。発表当日、各会場３番目までの演

者は、口演20分前までに、それ以降の演者は45分前までにB１Ｆ「PC受付」にて試写確認をお願いします。

　　受付時間：8月27日（土）　� 8：00〜17：00

　　　　　　　8月28日（日）　� 8：00〜13：00

９）�受付した発表データはPC受付よりサーバーを経由して各発表会場へ送ります。持参されましたパソコンはPC受

付後、ご自身にて各発表会場内左手前方のオペレーター席までご持参ください。

10）�演者はご自分の発表20分前までに発表会場左側、最前列の次演者

席にお付きください。

【ポスター発表】
●展示サイズ

　展示には縦210cm、横90cmのパネルを用意します。

　�発表内容は縦180cm、横90cm内に、要旨、目的、結果、考察、

結語の順に収まるようにまとめてください。（下部10cmは余白で

す）

　（図、表を含めスペース：A３用紙10枚程度にお願いします。）

　上段に演題名、演者名、所属を縦20cm、横70cmの範囲でご用意

ください。

●演題番号表示とプッシュピンは運営事務局でご用意します。

　・ポスター貼付：８月27日（土）� 8：00〜� 9：00

　・展 示 期 間：８月27日（土）� 9：00〜18：00

　　　　　　　　　８月28日（日）� 9：00〜15：00

　・撤　　　　去：８月28日（日）15：00〜16：00

　※16：00以降になっても撤去されない場合は運営事務局にて撤去

20cm 70cm

演題
番号

演題名
演者名（所属）20cm

190cm


