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 第２５回全日本民医連 神経・リハビリテーション研究会 in 京都 

実行委員長 小林 充 

 

 

第２５回全日本民医連 神経・リハビリテーション研究会 in 京都 

参加登録のお願い及び演題発表の要領等（第３報） 

 

 全国の民医連で、医療・介護・社保活動にご奮闘されている皆さん。２０１５年１１月６日（金）～ 

７日（土）、京都にて開催する第２５回全日本民医連神経・リハビリテーション研究会の成功を期して、

実行委員会では、最後の準備を進めています。  

 今研究会には、全国から１６２演題を応募いただきました。現在口述演題分のパワーポイント登録を

お願いしているところですので、口述演題を応募いただきました皆さまには、できるだけ早期の登録を

お願い申し上げます。 

 また、演題同様多くの皆さまの参加で実り多い研究会となりますよう努力して参る所存です。是非と

も、より多くの皆さまにご参加頂きたく、事前登録期間を延長し、神経・リハビリテーション研究会 in

京都のホームページにて募集を継続しております。参加登録の締め切りは、１０月１６日（金）とさせ

ていただきますので、よろしくお願い申し上げます。 

 また、医師・看護・リハビリスタッフはもとより、多職種協働を語るにふさわしく、介護職・ケアマ

ネジャー・栄養士・薬剤師・歯科スタッフなど、従来にもまして幅広い職種の皆さまの参加を呼びかけ

ます。 

 

 

記 

 

 

１．開催概要 

【会 期】２０１５年１１月６日（金）９：３０ ～ ７日（土）１２：００ 

【会 場】京都テルサ 

〒601-8047 京都市南区東九条下殿田町 70（京都駅南へ徒歩 15 分） 

      URL；www.kyoto-terrsa.or.jp/    ℡075-692-3400 

【テーマ】京の都ではんなリハ 

～地域包括ケア時代に立ち向かう新しい多職種協働の実践～ 

【参加費】研究会参加費；10,000 円 

     交流会参加費；7,000 円（会場は同じ京都テルサです） 

     １日目昼食代；1,300 円（周辺に飲食店やコンビニが少ないため注文されることをお勧めします）  

【対 象】民医連職員及び共同組織、医系学生、看護学生の方々  

 

２．参加申し込み 

 オンライン登録のみです。神経・リハビリテーション研究会 in 京都のホームページが開設されていま

すので、参加申し込みはホームページからのオンライン登録をお願いします。  

http://www.kyoto-terrsa.or.jp/


 

 

 

 

 過日発行した「参加募集期間延長のお願い」では、10 月 17 日（土）と通知させていただきましたが、

都合により締め切りが一日早くなっております。大変申し訳ありませんが、できるだけ早めのご登録を

お願いします。 

 また、演題をご応募いただいた方で未登録の方も、期日までに必ず登録をお願いします。 

 夕食交流会の参加申し込み、研究会１日目の昼食の申し込みも同時に行えます。  

 登録後、受付メールが自動送信されます。メールが届かない場合は再度登録をお願いします。  

 

３．プログラム 

 

メイン会場 分科会会場① 分科会会場② 分科会会場③ 分科会会場④

テルサホール 会議室Ｂ＆Ｃ 会議室Ｄ 中会議室 視聴覚研修室

開会式

実行委員会発表

13:20-

14:30

14:40-

15:50

16:00-

17:10

17:20-

18:20

18:20-

メイン会場 分科会会場① 分科会会場② 分科会会場③ 分科会会場④

テルサホール 会議室Ｂ＆Ｃ 会議室Ｄ 中会議室 視聴覚研修室

閉会式

11月7日/土曜日（第2日目）

11月6日/金曜日（第1日目）

受付

（8:30開始）

ポスター会場

第2･3ｾﾐﾅｰ室

分科会Ⅰ-イ 分科会Ⅰ-ロ 分科会Ⅰ-ハ

ﾎﾟｽﾀｰⅢ-Ａ ﾎﾟｽﾀｰⅢ-Ｂ

ﾎﾟｽﾀｰⅣ-Ａ ﾎﾟｽﾀｰⅣ-Ｂ

9:00

10:00

11:00

12:00

13:00

分科会Ⅰ-ニ

昼食

嚥下和菓子試食

記念講演

ポスター会場

第2･3ｾﾐﾅｰ室

(貼りだし)

＜掲示＞

＜掲示＞

ﾎﾟｽﾀｰⅠ-Ａ ﾎﾟｽﾀｰⅠ-Ｂ

ﾎﾟｽﾀｰⅡ-Ａ ﾎﾟｽﾀｰⅡ-Ｂ

20:00

21:00

10:00

19:00

交流会

分科会Ⅲ-イ

9:00

12:00

13:00

ワールド
カフェ

11:00

分科会Ⅲ-ロ 分科会Ⅲ-ハ 分科会Ⅲ-ニ

分科会Ⅱ-イ 分科会Ⅱ-ロ 分科会Ⅱ-ハ 分科会Ⅱ-ニ

分科会Ⅳ-イ 分科会Ⅳ-ロ 分科会Ⅳ-ハ 分科会Ⅳ-ニ

●参加登録期間；2015 年 6 月 8 日（月）～同年 10 月 16 日（金） 

●URL；http://m-reha25.umin.jp/ 

http://m-reha25.umin.jp/


 

４．口述演題のパワーポイント登録 

 オンライン登録のみです。神経・リハビリテーション研究会 in 京都ホームページからのオンライン登

録をお願いします。締め切り直前は混み合うことが予想されますので、なるべく時間的余裕をもってご

登録ください。 

 

 

 

 

 

 なお、上記のパワーポイント登録画面からは、サーバーの関係上「８ＭＢ」程度のファイルしかご登

録いただけません。容量が大きく登録できなかった場合、大変お手数ですが、事務局までメール連絡く

ださるようお願い致します。 

 

５．演題発表の要領 

＜口述発表＞ 

（１） 発表者は開会式の前までに参加受付をお済ませください。 

（２） 発表者は各分科会開始 5 分前までに会場に移動して、会場前方の次演者席にお越しください。 

（３） 口述発表は、パワーポイントによるプレゼンテーションのみです。 

（４） 発表の際には、演台にセットしてあるパソコン・マウス・レーザーポインターを使用し、発表者

自身で操作してください。 

（５） 座長の指示に従い、制限時間内に終了するようにしてください。 

（６） 発表時間は 7 分、質疑応答は 3 分の合計 10 分です。 

（７） 演者などの変更がある場合には、当日の 12 時までに受付にご連絡ください。 

（８） 円滑な運営のため、個人用パソコンの持込による発表は禁止とします。研究会の円滑な運営のた

め、パワーポイントは事前登録とさせていただきます。指定期間内に発表用パワーポイントを登

録してください。 

  ＊当日の発表データの差し替えは不可としますのでご注意ください。 

 

＜ポスター発表＞ 

（１） ポスター掲示時間は 6 日（金）の 10 時 00 分～19 時 00 分です。 

（２） ポスターの貼り出しは受付後 10 時 00 分までに行い、より多くの参加者が発表時間以外にも閲覧

できますように、早い時間での貼り出し作業にご協力お願いいたします。 

（３） 会場は東館 2 階のセミナー室にて行います。ポスターは演題分類ごとに掲示スペースをご用意し

ます。 

（４） ポスターは研究会当日に持参し、指定された時間内にポスター掲示用パネルの指定範囲内に掲示

してください。 

（５） ポスター掲示には会場で準備している押しピンをご使用ください。 

（６） ポスターは 2～3ｍの距離からでも十分に分かる文字で作成してください。 

（７） ポスター掲示にはパネルを用意いたします。掲示はパネルの縦 210cm×横 90cmの範囲とします。

自由に写真･文字･イラストなどを貼りつけ、作成してください。パネル左上に演題番号を研究会

でご用意いたします。 

（８） ポスターセッションの「ポスター掲示時間中参加者が自由に見ることができる」という特徴をい

かすため、セッション終了後も 19 時 30 分までポスターを掲示可能とする予定です。ポスターの

撤去は 20 時 00 分までの間に演者自身でお願いいたします。20 時 00 分までに撤去されなかった

ポスターは、ご返却できませんので予めご了承ください。 

●パワーポイント登録期間；2015 年 9 月 1 日（火）～同年 10 月 16 日（金） 

●URL；http://m-reha25.umin.jp/ 

http://m-reha25.umin.jp/


 

＜ポスター発表の進行形式＞ 

（１） 発表時間は 5 分です。 

（２） 演者は各セッション開始 10 分前までに各自のポスター前にて集合してください。 

（３） 座長は各セッションの演者の中から、実行委員会で選出します。 

（４） 進行につきましては、座長の指示に従ってください。 

 

6．参加費等の振込について 

 参加登録後、自動送信される受付メールにて振込口座を連絡致します。メールを確認の上、１０月１

６日までに振り込みをお願いします（振込手数料はご負担ください）。  

 

 

【問い合わせ先】 

神経・リハビリテーション研究会 in 京都実行委員会 

事務局長 齋藤嘉子 

京都民医連第二中央病院リハビリテーション部 

TEL:075-701-6111 FAX:075-781-9892 

mailto:shinkeireha_kyoto@yahoo.co.jp 

Homepage:http://m-reha25.umin.jp/ 

Blog:http://blog.goo.ne.jp/kyotoshinkeiriha 

TEL:075-701-6111
mailto:shinkeireha_kyoto@yahoo.co.jp
http://m-reha25.umin.jp/
http://blog.goo.ne.jp/kyotoshinkeiriha

