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令和 4年 5月吉日 

大分県病院協会  

会 員 様・事務長 様 

 
大分県病院学会実行委員会 

 

第 40回大分県病院学会のご案内と一般演題募集について 

                        

日頃より当協会活動へ格別の御高配を賜り、厚くお礼申し上げます。 

第 40 回大分県病院学会を 2022 年 11 月 20 日(日)にビーコンプラザにて開催いたします。次頁以降

の「一般演題募集・登録要領」を貴院各部門へご案内・ご回覧の程、よろしくお願いいたします。 

大分県病院学会は、専門職の発表の場としてだけではなく「病院経営の一翼を担う学会」を目指し

ています。さまざまな職種・部門からの多数のご応募をお待ちしております。詳細は病院協会ホーム

ページに随時掲載いたします。 

 

１．一般演題募集について 

午後の分科会一般演題の募集を開始いたします。多職種の協働の場である病院としての学会「病院

学会」として開催するため、分科会も職種別ではないカテゴリ別の分科会といたします。発表形式は

口演発表とポスター発表の 2 種類です。なお、募集要領は、協会ホームページからもダウンロードで

きます。 

なお、今後の新型コロナウイルス感染症の状況次第では開催様式並びに発表形式が変更になる場合

がございます。その場合は速やかにお知らせする予定としております。何卒ご了承下さい。 

 

２．参加登録について 

発表者は参加登録が必要です。事前参加申し込みの詳細は 9 月上旬にご案内いたしますので、会員

病院を通じて事前参加登録をお願いします。 

 

３．第 40回大分県病院学会開催プログラム（予定） 

学会テーマ 「百川海に学んで海に至る」～病院の成長にゴールはない～ 

開催日時   2022年 11月 20日(日)  8:00受付開始 

開催場所   別府市山の手町 ビーコンプラザ  

⑴ 開会行事  （フィルハーモニアホール） …………………………………  8:30～ 8:50 

⑵ 特別講演  （フィルハーモニアホール） …………………………………  9:05～10:10 

⑶ シンポジウム（フィルハーモニアホール） ………………………………… 10:25～11:40 

  テーマ 「医療安全の再構築に向けて」 

⑷ ランチョンセミナー（５会場予定） ………………………………………… 12:10～12:55 

⑸ 分 科 会 一般演題発表          ………………………………… 13:05～16:00 

ポスターセッション （コンベンションホール) 

口演発表      （フィルハーモニアホール、レセプションホール他)  

⑹ 企業展示       （コンベンションホール） ………………………   9:00～16:00 

 

《お問い合わせ先：一般社団法人大分県病院協会》 

〒870-0100 大分市大字駄原 2892-1 

 大分県医師会館内 5F 

TEL: 097-540-5526 

 FAX: 097-540-5597 

Eメール:info@oitahospitals.jp  
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第 40回大分県病院学会 一般演題募集･登録要領 

 

Ⅰ．演題登録（抄録原稿提出）要領 

⑴ 演題登録締切日 

7月 18日（月）必着 

  

⑵ 演題登録方法 

協会ホームページ大分県病院学会の「一般演題登録フォーム」 

からのみ受け付けます。 

 

◎ 演題登録フォームの入力についての注意点 

○ 発表者名 … 共同研究者がいる場合は発表要旨内に記載。 

○ 会員病院名 … 病院協会に登録している病院名を記載。付属施設勤務の場合は、「付属施設名」

の欄も記載。 

○ 付属施設名 … 演題番号通知等を付属施設へ送付して欲しい場合のみ記入。 

例）○○クリニック、通所リハビリテーション○○ 等 

○ 勤務先住所 … 送付先が付属施設の場合のみ記入。記入がない場合は会員病院へ送付。 

○ 演題・副題 … 演題は 25 文字以内。副題は必須ではないが、前後の～を含めて 25 文字以内。 

○ 部 門 … 発表者の該当する部門をプルダウンメニューより選択。 

○ 職 種 … 抄録集に記載する発表者の職種。 

○ 演題カテゴリ・項目 … プルダウンメニューより選択。 

１．病院管理運営  ４．地域連携  ７．5 疾病 5 事業 

1-1 経営・施設管理  4-1 入退院支援  7-1 癌 

1-2 勤務環境・職員満足度  4-2 在宅サービス  7-2 脳卒中 

1-3 健康経営  4-3 地域包括ケアシステム  7-3 急性心筋梗塞 

1-4 未収金対策  4-4 広報活動  7-4 糖尿病 

1-5 広報活動  4-5 地域連携 その他  7-5 精神疾患 

1-6 情報システム  ５．治療・リハビリテーション  7-6 救急医療 

1-7 
施設基準管理（適時調査

ならびに個別指導 等） 

 5-1 急性期  7-7 災害時における医療 

 5-2 回復期  7-8 へき地の医療 

1-8 
医療の質向上（機能評

価・ISO・TQM 等） 

 5-3 維持期・生活期  7-9 周産期医療 

 5-4 訪問リハビリテーション  
7-10 

小児救急医療を含む小

児医療（その他） 1-9 病院管理運営 その他  5-5 診療の補助となる技術・技能  

２．安全管理  5-6 栄養（管理・NST・指導 他）  ８．指定カテゴリ 

2-1 
医療安全管理（薬品・医

療機器 他） 

 5-7 皮膚・口腔ケア  
8-1 

新型コロナウイルス感

染への予防・対処 等  5-8 緩和ケア  

2-2 感染対策  
5-9 

治療・リハビリテーション 

その他 

   

2-3 クレーム・暴力対応     

2-4 安全管理 その他  ６．研究・調査    

３．教育研修  6-1 検査    

3-1  人材育成・職員教育  6-2 調査    

3-2 患者教育  6-3 統計    

3-3 教育研修 その他  6-4 治験    

   6-5 看護研究    

   6-6 研究・調査 その他    

一般演題登録フォーム 

QR コード 
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○ 希望発表形式 … 未選択の場合は「どちらでも良い」で処理。 

○ 発表要旨 

・抄録集に掲載する要旨は 800字程度。抄録への掲載形式は 23文字×35行程度。 

・〔はじめに〕、〔方法〕、〔結果〕、〔考察〕、〔まとめ〕、といった段落に編集。掲載例は次頁参照。 

・共同研究者の掲載を希望する場合は、要旨欄先頭に下記の要領で記入。 

   例）〔協力者〕大分太郎、別府花子 

・要旨の記載がない場合や内容が不十分の場合、プログラム編成に支障が出るので必ず記入。

発表要旨については登録後も修正等が可能（→⑸）。 

○ 通信欄 … 問合わせ、その他連絡事項。 

 

⑶ 演題登録の確認 

・登録が完了したら自動返信で届く【受信確認メール】にて登録内容を確認して下さい。【受信確

認メール】が届かない場合は、事務局までお電話にてご連絡下さい。 

・送信完了後、１週間以内に事務局より【登録番号通知メール】を送ります。メールの添付ファイ

ルにて登録番号、登録内容変更方法・期日等をご確認下さい。 

・ご登録後１週間経っても【登録番号通知メール】が届かない場合は、事務局までお電話にてお問

い合わせ下さい。 

 

⑷ 演題番号の通知 

・発表カテゴリ、発表形式、演題番号、会場、発表予定時間等を記載した「演題番号通知」および

発表プログラム（案）を封書にて 9月上旬頃に発送いたします。 

・発表形式（口演発表、ポスター発表）、発表時間、会場等は、運営委員会に一任とさせていただき

ます。発表形式と演題カテゴリを登録していただきますが、プログラム編成上、ご希望に添えな

い場合や変更になる場合がございますことを、予めご了承下さい。 

 

⑸ 注意事項 

登録内容の変更は「一般演題登録フォーム」からは出来ません。新規登録の扱いとなり、二重に

登録されます。変更は【登録番号通知メール】（→⑶）に添付されたファイルの内容をご確認の上、

手順に従って行って下さい。 

 

Ⅱ．口演・ポスター発表要領 

⑴ 口演発表 

発表原稿はマイクロソフト社のパワーポイントを使って８分でご用意下さい。パワーポイントフ

ァイルは事前に事務局宛にご提出いただきます。 

 

⑵ ポスター発表（示説） 

自作のポスターを提示の上、発表原稿を７分でご用意下さい。 

以上
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 [第 1座] 研究・調査 

[演題番号] Ｂ01 

□□□演題（25 字以内）□□□□□□□□

□ 

～△△△副題（～を含め 25字以内）△△△～ 

△△病院名△△  

 ○○氏名○○ （▽▽職種▽▽） 

          

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

 

 

 

 

 

[演題番号] Ｂ02 

○○予防を目的とした××の検討とその結

果 

～△△△処理と□□□処理を比較して～ 

○○外科病院 □□□施設 

 大分 花子（看護師） 

 

佐伯次郎 中津三郎 竹田陽子 

 

【はじめに】 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

【方  法】 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

【結  果】 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

【考  察】 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

【おわりに】 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

※抄録集掲載例（イメージ） 

※R4年 7月発行の大分県

病院協会会員名簿の掲

載名に統一します。 

※この行より要旨、原則 35行まで。 

行間が詰まって読みづらくなるが、最大

50行までは掲載が可能。50行以上は紙面

の都合上掲載できない。 

※共同研究者・協力者の掲載を

希望される場合は、要旨 1 行

目に協力者、1行空けて本文が

記載されます。 


