
 

令和 2年 8月 12日 

（病院名） 

  （発表者名） 様 

第 38回大分県病院学会  演題番号通知 
                                   

ご登録いただいた演題は口演発表に決定いたしました。 演題番号：   C**      

 

＊演題番号先頭のアルファベットは発表会場、２・３番目の数字は発表順を示します。 

＊演題番号通知書類の到着確認も兼ねておりますので、同封の連絡票を必ずＦＡＸにて 9月 1日(火)までにご

返信下さい。またメールでのご提出も可能ですので、その場合は連絡票の下部をご参照下さい。 

 

１．発表までの準備について 

⑴ 登録内容の確認 

同封のプログラム（案）にて発表会場と発表順番、記載内容をご確認下さい。変更等がありましたら、

連絡票の「その他連絡事項等」欄にご記入下さい。 

⑵ 発表準備 

発表原稿は 8分でご用意ください。口演発表は原則マイクロソフトパワーポイント（以降ＰＰＴで表記）

を使います。下記の規定に沿って作成して下さい。 

⑶ 事前参加登録の申込 

発表者も参加登録が必要です。会員病院を通じて事前参加登録をして下さい。事前参加登録をお申込み

いただかないと、抄録は届きません。 

病院付属施設（クリニック等）に所属の方は、貴院のご担当様へご確認をお願いいたします。 

⑷ 参加証・抄録集受取 

学会開催１か月前に会員病院様へまとめて抄録集を送ります。抄録集を受け取られましたら、ご自分

の掲載事項や発表時間帯などの確認をお願いします。また、今後の予定は抄録集の「学会参加の皆様へ」

の頁でもご確認下さい。 

⑸ ＰＰＴファイルの作成について 

①  ＰＰＴのデータについて 

原則としてバージョン 2010 以降（拡張子.pptx）にて作成して下さい。それ以前のバージョン（97-

2007）での提出も可能ですが、その場合は互換モードでの動作となりますことをご了承下さい。 

② スライドのサイズについて 

スライドサイズは標準（4：3）でお願いします。スライドサイズがワイド画面 (16:9)の場合、スライ

ドの周囲が切れてしまう場合がございますのでご注意下さい。 

③ 動画について 

原則不可。事務局までお問い合わせ下さい。 

⑹ ＰＰＴ事前提出について  

① 提出期限  11月 13日(金) 事務局必着 

ＰＰＴスライドファイルは必ず事前に事務局までご提出下さい。会場パソコン（以下ＰＣ）に載せてご用

意します。ＰＰＴを使用しない場合は、同封の連絡票にて事務局までご連絡下さい。 

② 提出方法 （以下、***は自分の演題番号を示します） 

◎ Ｅメール添付の場合 

〔宛先〕oha2@oitahospitals.jp 

〔件名〕学会ＰＰＴ提出 演題番号：*** 

〔本文〕病院名、発表者名、連絡先電話番号  

〔添付〕***.pptx （もしくは***.ppt） 



 

○ＰＰＴファイルのサイズは３ＭＢ以内とします。PPT等の画像圧縮機能をご利用の上、ＰＰＴファイル

のサイズをできるだけ３ＭＢ以内に収めて下さい。 

○容量が大きい場合はインターネットの大容量ファイル送信用サービスのご利用も可能です。 

○送信後 2～3日経っても返信がない場合は、お電話にて事務局までご連絡下さい。 

◎ 郵送、宅配の場合 

○提出メディアはＣＤ-Ｒ、若しくはＤＶＤ-Ｒにてご提出ください。但し、汎用に再生できるようにファ

イナライズ等のセッション終了を行って下さい。なお、提出されたメディアの返却はいたしません。 

○封筒およびメディア本体に「学会ＰＰＴ提出」「演題番号：***」を、さらに封筒に「病院名」「発表

者名」を明記して事務局宛にお送り下さい。 

 

２．口演発表当日について 

⑴ 受付 

8 時から 11 時までの間にエントランス「発表者受付」にて必ずＰＰＴの動作確認を行って下さい。発

表会場では動作確認はできません。その後、「記章」をお受け取り下さい。受付時間に間に合わない場合

は、11時までに大会本部までご連絡下さい。 

◎大会本部 ℡ 097-540-5526（ショートメッセージサービスも可） 

⑵ PPT差替え 

受付時間内にＵＳＢメモリー若しくはＣＤ-Ｒ、ＤＶＤ-Ｒで持ち込んだ場合のみ対応します。発表会場では

差替えできませんのでご注意下さい。ＵＳＢメモリーについては、各自で必ずウィルスチェックを行って

からご持参下さい。ＣＤ-Ｒ、ＤＶＤ-Ｒの場合は汎用に再生できるようにファイナライズ等のセッション終

了を行って下さい。差替えにより発表時に不備が発生した場合等のトラブルには実行委員会では責任を

負いませんのでご了承下さい。 

⑶ オリエンテーション 

12時 55分より会場責任者からの説明、および座長との打合せがありますので、必ずご出席下さい。 

     発表の流れを次ページの「発表者 当日連絡事項」を元に説明しますので、こちらを必ずご持参下さい。 

⑷ 発表時間・発表形式 

発表は 8分、質疑を含めて 10分です。進行は座長・進行係の指示に従って下さい。 

ＰＣを演台に設営していますので、発表者がＰＰＴの操作をお願いします。補助が必要な場合は各自で

ご手配下さい。その際のＰＣの移動は座長による発表者紹介時間内に行って下さい。 

⑸ リミタイマー（デジタル計時回線）について 

発表進行はリミタイマーを使用し、座長･発表者へ時間を通知します。開始後 7 分で通知音（黄色点

灯）、8分で通知音（赤点灯）にて合図します。 

 

以上 
 
 

《お問合せ先》 一般社団法人大分県病院協会 事務局 

〒870-0100 大分市大字駄原 2892-1 

大分県医師会館５F 

TEL:097-540-5526 

FAX:097-540-5597 

E-MAIL: oha2@oitahospitals.jp（学会）  



 

発表者 当日連絡事項（C会場：中会議室） 

 

《連絡事項》 

① 12時 55分より発表会場にてオリエンテーション。会場責任者からの説明、および座長との打合せがあ

りますので、必ずご出席下さい。 

② 開会式は 13時 10分、第 1座開始時間は 13時 20分です。 

③ PPTの動作確認は会場では出来ません。受付での確認が最後となります。 

④『記章』は退会時にエントランスホール内の総合案内までご返却下さい。 

⑤ 発表者席に消毒液を準備していますので、発表の開始前と終了後には必ず手指消毒をして下さい。 

 

《発表の流れ》 

① 自座の開始時には会場内に着席。 

② １題前の発表者の登壇時には、次発表者席へ（下図②参照）。 

③ 座長が「演題」と発表者の「所属」、「氏名」を紹介するので、その間に登壇し、座長の開始の指示を待

つ（下図③参照）。 

④ 発表開始。質疑応答を含めて 10分。リミタイマー：7分で通知音（黄色点灯）、8分で通知音（赤色点

灯）。発表者の交代や抄録内容に訂正がある場合は、自分の持ち時間内に行う。 

⑤ 質疑応答が終わり、座長の指示に従って降壇（下図⑤参照）。 

  

　　　　

7．C会場：中会議室

計時回線の親機

補助者席：

使用時はPC移動

RGBケーブル

PRJ台

＊液晶PRJ

演台：マイク、レーザーポインター、
手元ライト、モニター

ワイヤレスマイク

スクリーン

次発表者席 次座長席

座長席

発表者席

②

③

⑤



 

 

第38回大分県病院学会

一般演題プログラム

【 口演　C会場：中会議室 】 分科会開会式 13時10分

【カテゴリ】 演題 発表者 （職種）

　項目 　副演題

オリエンテーション 12:55～13:05

開会式　　　　　　　 13:10～13:20

１　座　　　　　　　　 13:20～14:20

【研究・調査】 個々がより快適な生活を送れるための居住環境づくり 平野　直美 （介護士）

　その他 福祉用具を活用し安心・安全に動ける居室内環境へ

【研究・調査】 経鼻経管栄養の挿入体験を通して学んだ事 山村　桂子 （看護師）

　その他  

【研究・調査】 統合失調症患者の家族心理教育の実践と課題 林　　憲造 （公認心理師）

　その他  

【研究・調査】 当院におけるHBO下でのtcpO2測定の実態 宮田　健司 （臨床工学技士）

　その他  

【研究・調査】 BESTなポジショニングクッション選択の取り組み 宮本　将冶 （介護福祉士）

　調査 ～携帯型接触圧力測定器を用いた体圧比較～

【研究・調査】 安心ベルト使用に対する看護職員の認識 加来　優季 （看護師）

　看護研究  

休　憩　　　　　　　　14:20～14:25

２　座　　　　　　　　 14:25～15:25

【地域連携】 広げよう！　暮らしのどこでもドア！ 尾川　真紀 （事務）

　その他 ～連携室の挑戦～

【地域連携】 連携施設とシームレスな栄養管理を目指す当院の取組み 在永　美穂 （管理栄養士）

　その他  

【地域連携】 「移行期ケア」を導入した退院支援の関わり 松　　久美 （診療看護師）

　入退院支援  

【地域連携】 地域包括病棟の看護師の役割 小林　陽子 （看護師）

　入退院支援 ～リンクナースの活動～

【地域連携】 経管栄養と吸引の管理が必要な患者家族への退院支援 宮原　博美 （看護師）

　入退院支援 ～一般病棟で退院支援看護の事例を通して振り返る～

【地域連携】 回復期リハビリ病棟の生活を見据えた退院支援 高橋　和彦 （社会福祉士）

　入退院支援 ～退院後初回受診時の聞き取り調査を行って～

休　憩 　　　　　　　 15:25～15:30

3　座　　　　　　　　 15:30～16:10

【地域連携】 お家で暮らそうあなたらしく 高橋　弘美 （介護福祉士）

　在宅サービス  

【地域連携】 桜の下でご飯を食べたい 岩川　健志 （介護福祉士）

　在宅サービス ～高次脳障害者を支える他職種での取り組み～

【地域連携】 訪問診療に同行する看護師の役割と今後の課題 秦　　栄美 （看護師）

　在宅サービス  

【研究・調査】 ＡＢＣ認知症スケールの使用経験 嶋津　英樹 （看護師）

　検査  

C01 88
内田病院

C02 67
えとう内科病院

演題

番号

登録

番号 　会員病院名

C05 65
別府中央病院

C06 17
衛藤病院

C03 40
大分丘の上病院

C04 128
川嶌整形外科病院

C09 127
大分岡病院

C10 37
黒木記念病院

C07 23
佐藤第一病院

C08 59
大分岡病院

C13 47
黒木記念病院

C14 29
坂ノ市病院

C11 42
黒木記念病院

C12 102
和田病院

C15 60
えとう内科病院

C16 4
リバーサイド病院

 


