全日本民医連

第 33 回糖尿病シンポジウム
in 富山
「チーム医療～チームでささえる糖尿病のある人生～」
開
◆日

時：2014 年

◆会

場： 富山国際会議場

催

７月４日(金)12：30

要 項
～５日(土) 12：30

大手町フォーラム

〒930-0084 富山市大手町 1 番 2 号
TEL(代)076-424-5931
URL http://www.ticc.co.jp

◆主 催：全日本民医連 第３３回糖尿病シンポジウム実行委員会
◆修得単位：日本糖尿病療養指導士認定更新のための研修単位 第２群申請予定
◆費 用：参加費 12,000 円、交流会費 5,000 円 （1 日のみの参加は 6,000 円）
◆ホームページ：http://pcojapan.jp/dm-miniren/

交通機関のご案内

●ＪＲ富山駅より
バス…約 5 分「城址公園前」より徒歩 3 分
徒歩…城址大通りを南へ約 15 分
市内電車（セントラム）
…約 7 分「国際会議場前」
●富山空港より
タクシー…約 20 分
バス（空港連絡バス）
…約 25 分「総曲輪（そうがわ）
」
●お車（北陸自動車道）
富山 IC より約 10 分
富山西 IC より約 20 分
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◆日程表

（予定）
7 月 5 日(土)

7 月 4 日(金)
12:00
12:30
12:40
14:40
17:15

受付
開会式
記念講演
分科会（口演発表）
ポスター発表

（8:20 糖尿病研究会）
9:00 ワークショップ
10:45 ミニ講演会
11:45 研究報告
12:15 閉会式

19:00
全体交流会
[会場：富山第一ホテル]

◆プログラム
【開会式：４日(金)

（予定）

12:30～12:40】

【記念講演：４日(金)
「糖尿病劇場」

12:40～14:40】

講師：独立行政法人国立がんセンター中央病院 総合内科長
大橋 健 先生

【分科会(口演発表)：４日(金)

15:00～17:00】

糖尿病にかかわる日頃の医療・介護活動、研究発表等。様々な視点からのテーマを募集します。
積極的にご応募ください。なお、都合により発表形式の変更をお願いする場合もございます。
あらかじめご了承ください。詳細につきましては募集要項をご覧ください。
第１分科会 「臨床報告」
第２分科会 「合併症」
第３分科会 「困難事例」
第４分科会 「療養指導」
第５分科会 「薬物療法」
第６分科会 「運動・食事療法、検査」

【ポスター発表：４日(金)

17:15～18:15】

糖尿病にかかわる日頃の医療・介護活動、研究発表等。様々な視点からのテーマを募集します。
積極的にご応募ください。なお、都合により発表形式の変更をお願いする場合もございます。
あらかじめご了承ください。詳細につきましては募集要項をご覧ください。

【交流会：4 日(金)

19:00～】

会場：富山第一ホテル

【糖尿病研究会：５日(土)
【ワークショップ：５日(土)
①
②
③
④
⑤
⑥

8:20～8:50】
9:00～10:30】

フットケア
歯と糖尿病
エンパワーメント
SMBG
食事
運動
詳細は後日発表いたします。
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【ミニ講演：５日(土)

10:45～11:45】

準備中

【研究報告：５日(土)

11:45～12:15】

「若年２型糖尿病患者実態調査」

【閉会式：５日(土)

全日本民医連「暮らし・仕事と糖尿病調査班」

12:15～12:30】

◆参加・宿泊申し込みについて
参加申込および宿泊予約は、ホームページにて受付いたします。只今準備中です。

◆全体交流会について
会場：富山第一ホテル
〒930-0082
富山県富山市桜木町 10-10
TEL 076-442-4411（代表）
企画：準備中

シンポジウム
会場
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◆演題募集要項
応募資格

募集テーマ

演題申込締切：2014 年 3 月 31 日（月）

所属や職種など特に規定いたしません

日常診療に関する分野から幅広く演題を募集いたします。
なお、応募演題数により、分科会・発表形式の変更をお願いする場合がありま
すので、ご了承ください。

口演発表（口述）またはポスター発表（示説）をご選択ください。
＜口演発表＞
パソコンとプロジェクターによるプレゼンテーション
Microsoft Power Point2007 もしくは 2010 を使用
動画の使用はできません。
Macintosh による発表はご遠慮ください。

発表形式

＜ポスター発表＞
展示用パネル（縦２１０ｃｍ×横９０ｃｍ）に発表内容を掲示
パネルに貼り付けるものは現地でご用意致します。
展示するスペースはございませんので、全てパネルに貼り付けられるようご準
備下さい。
ポスター前でご対応いただきます。
＜発表時間＞
口演発表
1 演題 10 分（発表 7 分、質疑 3 分）を予定
ポスター発表 1 演題 5 分（発表 3 分、質疑 2 分）を予定

申込み、提出
締め切り

演題申込 2014 年 3 月 31 日（月）
抄録提出 2014 年 4 月 30 日（水）
パワーポイント提出 2014 年 6 月 15 日（日）
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応募方法

※演題、抄録原稿、パワーポイントは、電子メールにて受付いたします。
抄録提出は、抄録原稿を添付しご提出してください。
（宛先）

33th-min-dmsympo@toyama-hcoop.com
●演題申込について
件名及び下記必要事項を本文にご記載ください。

【件名】 ＜演題申込＞
【本文記入事項】
＜発表者名＞＜発表者フリガナ＞＜発表者所属＞＜連絡先電話番号＞
＜発表形式（希望）＞ ※口演かポスター発表のどちらかを選んでください。
＜分科会希望＞ ※口演発表をご希望の方は、下記のなから選んでください。
＜演題名＞
【分科会カテゴリー】
第 1 分科会 「臨床報告」

第 4 分科会 「療養指導」

第 2 分科会 「合併症」

第 5 分科会 「薬物療法」

第 3 分科会 「困難事例」

第 6 分科会 「運動・食事療法、検査」

準備都合上、期限を厳守願います。演題を受領次第、5 日以内に受領通知メー
ルを返信いたします。携帯電話のメールアドレスは不可となります。フリーメ
ールアドレス（yahoo,hotmail 等）を指定アドレスに設定された場合、受領が
上手くいかない場合がありますので、あらかじめご了承ください
演題登録に FAX ご利用の方は申込用紙に必要事項をご記入の上、事務局へ送付
願います。

●抄録原稿について
件名に＜抄録原稿＞とご記載のうえ、添付してください。

●パワーポイントについて
件名に＜パワーポイント＞とご記載のうえ、添付してください。

抄録文字数制限

抄録原稿の作成

抄録フォームを使用し以下の文字数に抑えて原稿を作成してください。
演題名：全角 50 文字
抄録本文：全角 1000 文字（図表なし）
フォント：明朝体 10 ポイント

Microsoft office Word2007 もしくは 2010 で原稿を作成してください。
内容は【目的】
【方法】【結果】
【考察】に至る論旨を明確にお書きください。
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◆その他
DM シンポジウムのメーリングリストを開設しております。
準備状況のお知らせやニュースの送付等、実行委員会から直接お手元に届きます。
参加ご希望の方は登録が必要ですので join-min-dmsympo.yMz9@ml.freeml.com まで
空メールを送信してください。手続きいたします。

◆問い合わせ先
全日本民医連第 33 回糖尿病シンポジウム実行委員会 事務局
富山医療生活協同組合 富山協立病院内
担当：浅井
〒931-8501
富山市豊田町 1-1-8
TEL 076-433-1077㈹
FAX 076-444-5724
Email dmsympo-tym@toyama-hcoop.com

