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第 20 回全日本民医連 消化器研究会 IN 大阪

開催・演題募集要項 第 2 報（差し替え）

食べるしあわせを守るために、食いだおれの街 大阪

 で大いに消化器医療を学ぼう

＊変更箇所は赤字で記しています＊

１．研究会の概要

[日時・会場] 
☆日時：2020 年 3 月 14 日(土) 12：30～（受付開始 12：00～）

3 月 15 日(日) 9：00～（受付開始 8：30～）12：00 頃

☆会場：新大阪ワシントンホテルプラザ

〒532-0011 大阪市淀川区西中島 5丁目 5-15 

【TEL】06-6303-8111【FAX】06-6302-7007 

＊夕食懇親会 同会場  18：30～ 開宴予定 

[参加対象] 
  民医連職員及び共同組織の方・医系学生・看学生 

[費用] 
 参加費：12,000 円（一日のみの参加でも同額とします）

懇親会費：7,000 円 

[参加規模] 
200 名程度

[内容] 
 テーマ：食べるしあわせを守るために、食いだおれの街 

大阪で大いに消化器医療を学ぼう

内容：◎学術講演・特別講演・文化講演

   ◎分科会

   ◎懇親会

   ◎優秀演題発表 / 表彰式

   ◎消化器研究会総会
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２．日程(仮) 
3 月 14 日(土) 3 月 15 日(日) 

    8:30  受付開始 

12:00 受付開始  
9:00 優秀演題発表・表彰 

12:30 開会式 

12:45
学術講演 

特別講演 
9:30

記念講演 

※休憩 10 分 

文化講演 

14:15 休憩 12:10 総会/閉会式 

14:30 分科会(前半)4 会場 
12:40 終了 

分科会：発表 5分・質疑 2分 

16:00 休憩 

16：10 分科会(後半)4 会場 

18:00 分科会終了 

18:30 交流会 

20:00 交流会終了 

３．演題発表形式について

◎口述

 １）分科会は１日目に 4 会場に分かれて行います。

   発表は１演題５分、質疑応答は約２分を目安とします。

   発表順や会場については、事前配布予定の『抄録集』を参照してください。

 ２）発表に使用されるスライドは、全てマイクロソフト社パワーポイント利用とします。

 ３）発表時のパソコン操作は、発表者ご自身で行っていただくようお願いいたします。

   ＊事前にご登録いただいたデータをパソコンデスクトップに置かせていただきます。

４．演題抄録とパワーポイントデータの登録について

 １）第 20 回民消会ホームページに入り、登録して下さい。

第 20 回民消会 URL: https://minshoken20osaka.jp/

 ２）画面上の「参加申込・演題登録」より、登録を済ませてください。

演題及び発表者登録

(期間) 2019 年 11 月 16 日（土）～12 月 31 日（火） 17：00 まで  (厳守) 

１） 登録画面上の演題登録操作マニュアルを参照下さい。
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２） 演題抄録登録より発表者の ID 及び発表者パスワードを入力し登録して下さい。

 ＊ID 及びパスワードは参加申込・演題登録の時のものです。

抄録登録

(期間) 2019 年 12 月 1 日（日）～2020 年 1 月 31 日（金）17：00 まで  (厳守) 

１）制限文字数は、800 字(句読点含む)です。図表は添付できません。

２）分野別の申し込みをお願いいたします。 

①運動と共同の取り組み・後継者対策  ②食道・胃・十二指腸  ③小腸・大腸 

④肝臓・胆道・膵臓          ⑤検査及び治療技術・内視鏡室の取り組み 

⑥ケア・看護         ⑦手術の工夫                ⑧その他 

パワーポイントデータ登録 

（期間）2019 年 2 月 1 日（土）～2020 年 2 月 29 日（土）17:00 まで（厳守）

（１）パワーポイントデータの登録方法について

第 20 回全日本民医連消化器研究会ホームページより、パワーポイントデータ登録をお願いします。

＊E-mail でのご提出は受け付けられませんのでご注意下さい。

（２）Microsoft PowerPoint のバージョンなどについて

当日、会場で使用する Microsoft PowerPoint（マイクロソフトパワーポイント）のバージョンは 2003 
ですので、以下のバージョンのいずれかで作製をお願い致します。

【OS：Windows】

 ◆Microsoft PowerPoint 2003～2013 

※注意事項（必ず確認して下さい）

①PowerPoint2007・2010 で作成した場合

＊Microsoft PowerPoint 2007・2010 で作製した場合はデータを『PowerPoint2003 形式』で保存

して下さい。なお、ファイルが開かないことや、文字化け、アニメーション等の機能が動作しな

い場合がありますので、できれば、OS：WindowsXP のパソコンで Microsoft PowerPoint 2003 に
よる動作確認を行って下さい。

②ご使用のパソコンの OS が『WindowsVista』『Windows7』の場合

＊OS：WindowsVista ・Windows7 のパソコンで PowerPoint データを作成した場合は、

WindowsXP のパソコンで動作確認を行ってから登録して下さい。（文字化けや、図表・写真が失
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われている場合があります）

（３）パワーポイントデータの作製に関する規制などについて

発表データは、 Microsoft PowerPoint で作製して下さい。それ以外のアプリケーションで作製

したデータは受け付けられませんのでご注意ください。以下①～③について遵守して下さい。

① Microsoft PowerPoint データの容量（データサイズ）について

スライド枚数の規定は設けませんが、２０ＭＢ以内で作製をお願いします。

３） 動画・音声について

動画・音声希望の場合、ご登録いただきましたデータにつきましては、会場 PC に登録はさせてい

ただきますが、正しく動作しない場合がございます。

事前に事務局までご相談下さい。

５．当日の発表について（演者へのお願い）

（１）登録いただいたパワーポイントにつきましては、こちらでデスクトップへ置かせていただきます

が、念のため USB メモリー等でご持参下さい。

（２）発表データの差し替えがある場合は、発表データの入ったメディア（USB フラッシュメモリまた

は CD-R※CD-RW 不可）をご持参いただき、所定の機器で確認を行って下さい。

（３）データ差し替え以外その場での修正や変更作業を行うことはできません。

（４）発表時のスライドショーの操作は、演者ご自身でお願いします。

６．参加申し込み

参加登録 

（期間）2019 年 11 月 16 日（土）～2020 年 2 月 29 日（土）17:00 まで （厳守）

＊参加申し込みは、発表の有無に関わらず、行ってください。

（１）参加申し込みに関して

   第 20 回全日本民医連消化器研究会ホームページより、参加登録をお願いいたします。演題発表の

有無、懇親会出欠、宿泊の有無をチェックして下さい。

（２）抄録集に関して 

   参加登録者（含む座長）には、事前に抄録集が郵送されます。当日は各自でご持参下さい。

（３）参加費の振り込みに関して
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   金額をご確認の上、通信欄の記載を行い下記口座への振り込みをお願いいたします。

① 加費明細

     （参 加 費）12,000 円（1 日のみ参加でも同額とします）

     （懇親会費）7,000 円

   ②通信欄への記載事項

・県連名 ・事業所名 ・参加者の名前 ※連名可 

振込先 ゆうちょ

記  号 ：14140 
口座番号 ：65493641 (普 通) 
名  義 ：大川尚輝

＊運営上、参加費等の振り込みは、2 月 28 日（金）までとさせていただきます。

（４）宿泊に関して

前泊・後泊につきましては、事務局では受付しておりませんので、別途確保いただくか

下記の旅行代理店パインツーリストまでお問い合わせください。

https://www.pineandplaying.com/

✐お問い合せ先✐

第 20 回全日本民医連 消化器研究会 in 大阪 実行委員会

事務局  中山 智代（耳原総合病院）

事務局長 大川 尚輝（大阪民医連）

Tel :072-241-0501 Fax：072-244-3577 
mail：info@minshoken20osaka.jp


