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＜お知らせとお願い＞
── 大会のご案内 ──

1．ご参加の皆様方へ 

⑴ 参加登録について
1）事前参加登録をされた方へ
・…事前に学会参加証と大会参加登録用紙（水色）をお送りいたしますので（2018年1月中旬頃
発送予定）、大会当日には忘れずにご持参ください。
・…大会参加登録用紙（水色）は、必要事項をご記入の上、大会期間中に総合受付内「事前参加
登録者用窓口」にてご提出ください。
※大会参加登録用紙のご提出は、大会参加者情報管理のためにご協力をお願いいたします。
特に、以下の対象者は提出がない場合、学会事務局管理の大会参加記録に反映されません
ので、必ずご提出ください。

・優良総合健診施設認定施設の施設長
　（認定更新基準で認定期間3年間のうち1回の学術大会参加が必要）
・人間ドック健診専門医（参加により更新単位10単位取得）
・総合健診指導士、総合健診業務管理士（参加により更新点数15点取得）

2）当日参加登録をされる方へ
・…大会当日、大会参加登録用紙（大会予稿号巻頭綴じ込み、ホームページよりダウンロード、
受付備え付け）に必要事項をご記入の上、参加登録費を添えてお申込みください。参加登録
費は、現金でお支払いください。

　参加登録費　　医　　師：12,000円
　　　　　　　　医師以外：10,000円

　受付時間：1月26日（金）8：00 ～ 17：30
　　　　　　1月27日（土）8：00 ～ 13：30

　受付場所：ウインクあいち　6F　展示場602 ～ 605

3）参加証ケース（ネームカードホルダー）は…6F　総合受付にご用意いたします。

4）学会参加証には氏名・所属をご記入の上、学会場および懇親会場では必ずご着用ください。

⑵ 予稿号について
予稿号は、本年度の学会誌1号となりますので、個人会員・施設会員には事前に送付しており
ます。大会当日は配布いたしませんので、各自お忘れなくご持参ください。（非会員で事前参
加登録をされた方への事前発送はございません）
本予稿号を購入ご希望の方は、当日、総合受付にてご購入ください。
1部　2,000円（『総合健診』第46会大会予稿号）
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⑶ クローク
ウインクあいち　6F　601
開設時間：1月26日（金）8：00 〜 20：45
　　　　　1月27日（土）8：00 〜 17：15

⑷ 交通機関
会場へお越しの際は、公共交通機関をご利用ください。

⑸ 会場での呼び出し
会場内での呼び出しは行いません。総合受付付近に設置の伝言板、掲示版をご利用ください。

⑹ 会場でのご注意
・会場内での許可のない録音、写真撮影およびビデオ収録は固くお断りいたします。
・…口演中、携帯電話は電源をお切りになるか、マナーモードに設定してください。また、通話
はご遠慮ください。

⑺ コピー（有料）
9Fに設置しています。（2台設置）

⑻ ランチョンセミナー
1月26日（金）、27日（土）の両日、ランチョンセミナーを開催いたします。
※…両日とも整理券を8：00から…6F　ホワイエにてお配りします。数に限りがございますので、
ご了承ください。

⑼ 企業展示・書籍展示
医療機器・医薬品等の展示、および書籍展示を下記の通り行います。
会　　場：企業展示：6F　展示場602 〜 605
　　　　　書籍展示：2F　ホワイエ、8F　展示場802
展示時間：1月26日（金）9：00 〜 18：00
　　　　　1月27日（土）9：00 〜 14：00

⑽ 懇親会
大会参加者相互の親睦を深める懇親会を開催いたします。多くの方々の参加をお待ちしており
ます。
日　時：1月26日（金）18：30 〜 20：30（予定）
会　場：ウインクあいち　7F　展示場705
参加費：6,000円
当日も…6F　懇親会受付（総合受付内）にてお申し込みをお受けいたします。
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⑾ 日本医師会認定産業医研修会
下記の通り、日本医師会認定産業医研修会を開催いたします。産業医認定単位取得希望者は事
前申し込みが必要となります。

日にち 時間 演題名 講師 所　　属 研修単位

1月26日

9：10〜
10：40　

働き方改革に関する産業医の権限強化と
労働安全衛生法の改正内容 佐藤　典久 株式会社メディカルトラスト 1 専門

10：45〜
12：15　

ストレスチェック制度　現状の課題と将
来の展望を考える－ストレスチェック制
度の問題点とその活用－

斉藤　政彦 大同特殊鋼株式会社 1.5 専門

13：40〜
15：10　

労働災害の現状把握と13次労働災害防止
計画にみる“必要とされる産業医業務” 佐藤　典久 株式会社メディカルトラスト 1 専門

15：15〜
16：45　 両立支援 國田武二郎 あすなろ法律事務所 1.5 更新

1月27日

9：00〜
10：30　 過重労働とその対策 福井　　明 株式会社ジェイテクト産業医 1.5 専門

10：35〜
12：05　

ストレスチェック制度　現状の課題と将
来の展望を考える－ストレスチェックで
見つかった問題事例への対応－

斉藤　政彦 大同特殊鋼株式会社 1.5 専門

13：20〜
14：50　 職場における睡眠問題とその対応 高橋　正也 独立行政法人労働者健康安全機構　労働安全衛生総合研究所 1 専門

14：55〜
16：25　 働き方と健康経営 岡田　邦夫 特定非営利活動法人　健康経営研究会 1 専門

申込方法：第46回大会…ホームページ　日本医師会認定産業医研修会ページ
　　　　　（http://www.cs-oto.com/jhep46/workshop02.html）よりお申し込みください。
事前申込：2017年12月13日（水）12：00 〜
申込費用：各日1,000円　＊受講のためには大会参加が必要です。
※定員になり次第、受付を終了いたします。予めご了解ください。

2．人間ドック健診専門医・総合健診指導士・総合健診業務管理士の大会参加証明について

本大会への出席により認定更新単位・点数が以下の通り取得できます。更新時に大会参加証が必
要となる場合がありますので、参加証の保管をお願いします。ご不明な点がありましたら、学会
事務局へお問い合わせください。

［認定更新単位・点数］
■人間ドック健診専門医
・本学会・日本人間ドック学会合同・新制度認定者… ：… 10単位（認定番号：数字5ケタの方）
■総合健診指導士　　　　　　　　　　　　　　　… ：… 15点
■総合健診業務管理士　　　　　　　　　　　　　… ：… 15点

一般社団法人　日本総合健診医学会　事務局電話番号：03－5413－4400
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3．司会・座長、講師・演者の方へ

《口演発表》
⑴ 司会・座長の方へ
1）…座長受付はございません。担当セッション開始15分前までに会場内右手前方の次座長席へ
ご着席ください。

2）発表時間はセッションにより異なります。
　　一般演題：発表5分　討論5分
　　若手奨励セッション：発表6分　討論6分
　　上記以外：セッションにより異なります。別途ご案内した通りの時間となります。

3）…各セッションの進行は司会・座長ご一任といたしますが、終了時間は厳守でお願いいたし
ます。

⑵ 講師・演者の方へ
1）発表データ受付
講演開始の60分前まで（午前最初のセッションは30分前まで）に「PC受付」にて、動作確
認および発表データの提出を行ってください。
PC受付の場所と時間は下記の通りです。
受付場所：ウインクあいち　6F　展示場602 〜 605
受付時間：1月26日（金）8：00 〜 17：30
　　　　　1月27日（土）8：00 〜 14：00

2）発表時間はセッションにより異なります。
一般演題：発表5分　討論5分
若手奨励セッション：発表6分　討論6分
※何れも時間厳守でお願いいたします。
（発表時間終了1分前で黄色ランプ、終了時間経過で赤ランプが点灯し、時間経過をお知
らせいたします）
上記以外：セッションにより異なります。別途ご案内した通りの時間となります。

【利益相反（COI）の申告についてのご案内】

　「一般社団法人日本総合健診医学会…利益相反規定（下記参照）」に従い、発表の際には利益
相反を開示する事が必要となっております。今大会においての筆頭発表者（共同発表者は除
く）はその有無に関わらず、抄録登録時から遡って過去3年間のCOIの有無を開示して発表
していただくようお願いいたします。
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筆頭発表者の利益相反申告について
項　　　　目 該当の状況 有の場合、企業・団体名等

①役員・顧問職などの報酬額
1つの企業・団体から年間 100 万円以上

有…・…無

②株式の保有と利益
1つの企業から年間 100 万円以上の利益、あるいは当該株式の5％以上保有

有…・…無

③特許使用料として支払われた報酬
1つにつき年間 100 万円以上

有…・…無

④会議の出席に対する日当・講演料
1つの企業・団体からの年間合計 50 万円以上

有…・…無

⑤執筆に対する原稿料
1つの企業・団体から年間合計 50 万円以上

有…・…無

⑥研究費・助成金などの総額
1つの企業・団体からの研究経費を共有する所属部局（講座、分野あるいは
研究室など）に支払われた年間総額が 100 万円以上

有…・…無

⑦奨学（奨励）寄付などの総額
1つの企業・団体からの奨学寄付金を共有する所属部局（講座、分野あるい
は研究室など）に支払われた年間総額が 100 万円以上

有…・…無

⑧企業などが提供する寄付講座
企業などからの寄付講座に所属している場合

有…・…無

⑨研究とは無関係な旅費・贈答品などの提供
1つの企業・団体から年間5万円以上

有…・…無

（詳しくは…一般財団法人日本総合健診医学会ホームページの利益相反規定をご覧ください。
https://jhep.jp/jhep/rinri/eth200.jsp）

・ご発表当日の利益相反（COI）表記方法
以下の開示スライド作成例「様式1-A（申告すべきCOIの状態無し）、様式1-B（申告すべき
COIの状態有り）」に沿い、開示いただきますようお願いいたします。

なお、PC受付にて上記のスライドが見受けられない場合にはその場でご作成いただきますの
で、予めご了承いただきますようお願いいたします。

（様式1ーＡ）申告すべきCOI 状態がない場合

日本総合健診医学会
ＣＯＩ開示

筆頭発表者名：○×△□

演題発表に関連し、 開示すべき COI 関係にある

企業などはありません。

（様式1ーＢ）申告すべきCOI 状態がある場合

日本総合健診医学会
ＣＯＩ開示

筆頭発表者名：○×△□

①顧問：
②株保有・利益：
③特許使用料：
④講演料：
⑤原稿料：
⑥受託研究・共同開発費：
⑦奨学寄付金：
⑧寄付講座所属：
⑨贈答品などの報酬：

演題発表に関連し、開示すべき COI 関係にある企業などとして、
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3）発表機材・発表データ
・PCプレゼンテーション（1面映写）でのみ発表が可能です。
・スライド、ビデオでの発表はできません。
・音声は使用できません。
・発表は演台上に設置されているモニターで確認しながら、ご自身でマウスおよびキー
ボードを操作して進めてください。
・会場には、Windows、Power…Point2007/2010/2013/2016、解像度XGA（1,024×768）を
準備いたします。発表データは以下の環境で動作可能なデータをご持参ください。

Windows Machintosh
メディア持込 ○ ×
PC 本体持込 ○ ○

OS Windows 7
データ形式 Power Point2007/2010/2013/2016
動画ソフト Windows Media Player

※メディア持込の場合の注意点
・発表データは、USBメモリに保存してご持参下さい。
・画面レイアウトのバランス異常を防ぐため、フォントはOS標準のものをお奨めします。
・動画はWindows…Media…Playerで再生可能なものに限定いたします。バックアップおよび
トラブル対策のために、PC本体もご持参ください。
・プレゼンテーションに他のデータ（静止画、動画、グラフ等）をリンクさせている場合は、
必ず他のデータも一緒に保存し、作成したPCとは別のPCにて事前動作確認をお願いいた
します。
・メディアを介したウィルス感染の事例がありますので、最新ウィルス駆除ソフトで
チェックしてください。
・お預かりしたデータは大会終了後、運営事務局にて責任を持って消去いたします。

※PC本体持込の場合の注意点
・Machintoshをご使用の場合、PC本体をご持参ください。
・万が一に備え、バックアップ用として、USBメモリに保存されたデータをご持参くださ
い。
・プロジェクターのモニター端子は、ミニD-Sub（通常のモニター端子）です。変換コネク
ターが必要な場合はご自身でお持ちください。
　学会ではDSub-15ピンに対応する端子のみ準備いたします。

・電源アダプターは必ずご持参ください。
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・スクリーンセーバー、省電力設定は事前に解除してください。
・…PC受付にて動作確認後、ご自身で発表20分前までに会場内左側前方のPCオペレーター
席までPCをお持ちください。発表終了後、PCオペレーター席でご返却いたします。

4）進行
・…講師・演者の方は、該当セッション開始15分前までに口演会場内最前列左手「次演者席」
での待機をお願いいたします。
・講師・演者は、司会・座長の指示のもと、発表を行ってください。

《ポスター発表》
　討論は自由討論です。座長による進行はありません。
　会　場：ウインクあいち　8F　展示場802

⑴ 演者の方へ
1）発表方法
　討論は自由討論です。座長による進行はありません。
　発表開始10分前までに各自ポスターパネルの前で待機してください。

2）討論・貼付・閲覧・撤去

貼　付 1月26日（金）9：00 〜 10：00

閲　覧

1月26日（金）10：00 〜 14：00

1月26日（金）15：00 〜 19：00

1月27日（土）9：00 〜 13：10

討　論 1月26日（金）14：00 ～ 15：00

撤　去 1月27日（土）13：10 〜 14：30

※ポスターは、各自で必ず撤去してください。指定の撤去時間以降に貼り付けられているポ
スターは、運営事務局にて処分いたします。

3）掲示要項
・ポスターパネルのサイズは、横…900mm×高さ…2,100mm…です。
・演題番号（20cm×20cm）は運営事務局で用意し、ポスターパ
ネルに予め掲示してあります。
・発表内容とは別に縦…20cm×横…70cm…に収まるように演題名・
演者名・所属を記入したタイトルをご用意ください。
・発表内容は縦…160cm×横…90cm…に収まるように作成してくだ
さい。
・貼付のための画鋲は会場にご用意いたします。

4）利益相反の開示
　ポスターの発表者は最後の部分に、利益相反の有無、および利益
相反がある場合には企業名を掲示してください。
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＜学会関連行事＞

日本総合健診医学会　審議会
　　日　　時：1月26日（金）12：30〜13：30
　　場　　所：第7会場（ウインクあいち…8F）

日本総合健診医学会　社員総会
　　日　　時：1月27日（土）8：20〜9：10
　　場　　所：第1会場（ウインクあいち…2F）

日本総合健診医学会　第2回　理事会
　　日　　時：1月25日（木）16：00〜18：00
　　場　　所：名古屋観光ホテル…3F「楠の間」

日本総合健診医学会　懇親会
学術奨励賞、優秀論文賞、若手奨励賞授与式
　　日　　時：1月26日（金）18：30〜20：30
　　会　　場：第4会場（ウインクあいち…7F）

日本総合健診医学会第47回大会

大会長：林　務
　　　　（独立行政法人労働者健康安全機構関東労災病院　臨床検査科・輸血部部長）
会　期：2019（平成31）年2月1日（金）〜2月2日（土）
開催地：新横浜プリンスホテル
　　　　〒222–8533　神奈川県横浜市港北区新横浜3丁目4　TEL：045–471–1111
メインテーマ：「受診者への還元〜正しい理解を求めて〜」

次期大会のお知らせ
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