第９回全日本民医連認知症懇話会in岡山

開催要項（第２報）
２０１９年６月４日
岡山県民医連実行委員会

１．名称
第９回全日本民医連認知症懇話会 in 岡山
２．集会テーマ
「あ り のま ま の 自分 を 受け 入 れて 欲 し い
～ 当事 者 の 想い が 実 る 認 知 症 の 人 に や さ し い ま ち づ く り ～ 」
３．開催目的
①認知症医療・介護の実践を交流するとともに、認知症の方の「尊厳を守る」ために必
要なことは何かについて考える。
②民医連のめざす無差別・平等の地域包括ケアについて考え、認知症の方や支援者を地
域で支える取り組みを推進する契機とする。
４．集会ホームページ
http://ninchisyo-konwakai.com （「認知症懇話会 岡山」で検索）
※集会ポスター、演題登録様式、抄録様式、参加申込み様式、宿泊申込み様式等を
ダウンロードいただけます。
５．企画概要
日時

２０１９年９月２７日（金）１３：００～９月２８日（土）１２：３０

会場

ホテルグランヴィア岡山
（〒700-8515

３Ｆ・４Ｆフロア

岡山市北区駅元町 1-5

TEL：086-234-7000

岡山駅直結徒歩 3 分）

規模

３５０名程度（二日間で延べ７００名）

日程

第１報の発出後に若干の変更が生じています。今後も微調整が有るかと思います
ので、集会ホームページでご確認ください。

６．参加対象
民医連事業所の職員、認知症当事者とその家族、共同組織の方（法人理事・支部運
営委員等）
※職員以外は参加費無料とします。
※分散会での発表演題は、職員以外の参加者がおられる前提で作成ください。
７．演題募集について
各事業所における認知症に関わる取り組みについて、経験交流をはかる趣旨での演題
報告をお願いします。民医連の「認知症実践ハンドブック」を参考にして、日々の活動
をまとめていただけたらと思います。
（１）分散会運営について

①口演とポスターセッションの２種類でおこないます。どちらも発表時間７分、質
疑３分ですすめていきます。
②会場は口演６、ポスターセッション１の合計７会場を予定しています。１会場当
たりの入場者数は、５０名前後を想定しています。
（２）発表テーマ
発表テーマは自由ですが、分散会の運営上、下記から選んでください。
１．院内デイケアなどの病院内での認知症の取り組み
２．訪問診療、訪問看護・介護での認知症の取り組み
３．施設での認知症への取り組み
４．認知症と服薬管理
５．認知症と歯科治療、口腔ケア
６．摂食困難に対するアプローチ
７．ＢＰＳＤ（認知症の心理・行動症状）への対応
８．認知症の方が安心して過ごせる環境づくりとコミュニケーション
９．認知症の方へのアクティビティとその工夫
１０．認知症の方の意思決定支援
１１．認知症の方の家族支援
１２．認知症に関する職員育成
１３．医療と介護の連携、介護施設間の連携
１４．行政との連携、地域認知症ケア
１５．その他
（３）演題の申込み
①演題申込みは、本集会ホームページの演題登録画面に掲載中の「演題申込様式」
に必要事項を入力し、電子メールでお送りください。
②申込み締め切りは、2019 年 6 月 28 日（金）とします。厳守ください。
③送付先メールアドレスは次の通り。ninchi9@okayama-min-iren.org
④会場及びプログラムの都合上、申込み演題数が予定数（口演約 80 演題、ポスター
約 50 演題）を超えた場合には、実行委員会で採用演題の選考をさせていただく場
合がございます。また、口演からポスターへの変更、ポスターから口演への変更
をお願いする場合もございます。別途お知らせいたしますので、その際にはご了
承ください。
（４）演題の抄録・パワーポイントデータ・ポスターの応募について
①抄録は、本集会ホームページの抄録・パワーポイントデータ登録画面に掲載中の「抄
録様式」に必要事項を入力し、電子メールでお送りください。
②口演での発表は、原則として Microsoft PowerPoint を使用し、Ver.2007 版で目的
の動作をするよう保存してください。
③抄録及び PowerPoint データは、電子メールでお送りください。
送付先メールアドレスは次の通り。ninchi9@okayama-min-iren.org
④抄録の提出締め切りは 2019 年 7 月 31 日（水）とします。厳守ください。抄録は
印刷・製本の関係上、提出締め切り日を過ぎてからの変更はお受け出来ません。
⑤PowerPoint データの提出締め切りは 2019 年 8 月 30 日（金）とします。厳守くだ

さい。動作環境の確認作業をおこなう関係上、提出締め切り日を過ぎてからの変
更はお受け出来ません。また、動画の使用は禁止させていただきます。
⑥ポスターは当日にお持ちいただく形になります。
⑦下記の「抄録作成にあたっての注意点」「ポスターセッションについて」「倫理
的配慮の６つのポイント」をお読みいただき、それに沿って演題のご準備をお願
いいたします。

【抄録作成にあたっての注意点】
①演題名のつけ方は、何が新しい視点でありポイントなのか、わかりやすいものが好評
です。また、演題名は、抄録の中では繰り返さないようにしましょう。
②抄録の構成は、学術的内容の場合は【目的】【方法・対象】【結果】【考察・まとめ】
の４点が明瞭となるように記載しましょう。【背景・動機】ついても記入があるとよ
り丁寧です。運動的内容の場合は、【課題】【運動・取り組み】【結果】【教訓】【考
察または提言】が明瞭となるようにしましょう。【倫理的配慮】について必ず記載し
てください。（詳しくは後述の⑦を参照）
③できるだけデータや具体的事例を入れましょう。参加者が抄録を読んで、その分科会
に参加したくするためには内容をイメージできることが大切です。
④適切な「分類項目」を選びましょう。
⑤略語、略称は初めに出てくるところに（

）で説明を加えましょう。

⑥利益相反の有無について記載をお願いします。
※利益相反とは教育や研究によって特定の企業の活動に深く関与し、研究者個人が得
る利益と公正な教育・研究における責任とが衝突・相反する状態のことです。
⑦「倫理的配慮」に関しては、必ず記載して６つのポイントを押さえてください。なお
「倫理的配慮がなされていない演題は採用致しません。必ず確認をお願いいたします。

【ポスターセッションについて】
①ポスターの掲示方法
掲示用パネルの枠内に貼り出せる範囲で、文章・写真・絵・グラフなどを自由に作成
してください。Ａ４用紙を並べての貼り出し、模造紙を使用したポスターなど形式は
自由です。掲示用パネルの大きさは、集会本部で掲示する見出し部分を除いて、縦
1800mm×横 900mm です。演題番号、演題名、事業所名、発表者などの見出しは大会本
部で準備します。
②ポスターの掲示及び撤去作業
ポスターの掲示作業は、集会 1 日目・9 月 27 日（金）の 12:00（受付開始）～13:00（開
会）の間におこなってください。画鋲やテープ類などは集会本部で準備します。
ポスターの撤去作業は、同じく集会 1 日目・9 月 27 日（金）の 18:00（分散会終了）
～18:30（パネル撤去開始）までの間におこなってください。18:30 の時点で残ってい
るポスターは、申し訳ありませんが大会本部で処分させていただきます。
③発表者は、指定された時間帯にポスターの前で発表（発表時間 7 分）し、質疑・応答
・討論（3 分程度）を行います。ポスターでの発表は数カ所同時進行でおこないますの
で、時間厳守でお願いいたします。
④発表するカ所ごとに、司会進行者を配置します。質疑・応答・討論は、司会進行者の

指示でおこなっていただきます。
⑤ポスターセッションでは、タブレット端末などを使用して動画を流していただけます。
（バッテリーも含め機材は発表者自身が準備して下さい）なお、タブレット端末を使用
しながら音を出す場合は、周囲に配慮する音量で流すようお願いします。

【倫理的配慮の６つのポイント】
①研究対象者へは研究内容および研究結果の公表などについて説明をし、対象者の自由
意志で諾否が決定され、承諾が得られたのかを明記してください。対象者の判断能力
が低下していると考えられる場合（たとえば重度の認知症など）は、本人に代わる重
要他者から承諾を得られた旨を明記してください。倫理委員会等組織的な確認を得て
ください。
②研究対象へのプライバシーの配慮として、収録の記述内容で研究対象者が特定できな
いようにしてください。固有名詞（当院・当病棟も含む）、写真などを掲載する場合
は、研究結果を示すのにどうしても必要な場合のみにし、掲載することで研究対象者
が特定できないよう十分配慮し、掲載の承諾を得られた旨を明記してください。
③研究への参加によって対象への不利益や負担が生じないように配慮し、その旨を明記
してください。
④個人情報の取り扱いは、個人情報保護法、「医療・介護関係事業者における個人情報
の適切な取り扱いのためのガイドライン」（厚生労働省、2004 年）、「看護者の倫理
綱領」（日本看護協会、2003 年）および所属施設の規定に従ってください。
⑤文献から図・表や本文を引用する場合は、著作権に配慮し出典を明記してください。
⑥既存の尺度を使用する場合は、尺度の作成者から承諾を得ていること、あるいは出典
を明記してください。
８．集会参加及び夕食懇親会の申込み
①集会参加の申込みは、本集会ホームページの参加申込み画面に掲載中の「参加申込
様式」に必要事項を入力し、電子メールでお送りください。その際に、夕食懇親会
への参加・不参加についても併せてご記入ください。
夕食懇親会は、集会 1 日目・9 月 27 日（金）19:00～、集会と同じホテルグランヴィ
ア 4Ｆにておこないます。
②集会参加及び夕食懇親会の申込み締め切りは、2019 年 8 月 20 日（火）とします。厳
守ください。
③送付先メールアドレスは次の通り。ninchi9@okayama-min-iren.org
９．参加費用・夕食懇親会費用
①本集会の参加費は２日間通しで 9000 円、いずれか１日のみ参加の場合は 4500 円。
宿泊、交通費、夕食懇親会費用は別。夕食懇親会の参加費は 6500 円です（第 1 報で
は 7000 円を予定していましたが値下げしました）。
②お支払いは、集会参加費と夕食懇親会費を合算の上、2019 年 8 月 30 日（金）までに
下記口座にお振り込みください。お振り込みにあたっては、極力、県連や法人・事
業所で取りまとめていただけると大変助かります。
お振込口座
中国労働金庫（金融機関コード：２９８４）

岡山支店（店番号：６９３）
普通預金

口座番号：２２１２２４３

名義：岡山県民主医療機関連合会 代表 佐古浩之
１０．宿泊申込み
①本集会ホームページに案内を掲載しています。案内に従って、直接「下電観光バ
ス株式会社」に予約のご連絡をお願いいたします。また、この旅行代理店以外に
各自でご手配いただいても結構です
②宿泊費用のお支払いは、上記９の「参加費用・夕食懇親会費用」とは別の扱いに
なります。宿泊を申し込まれた旅行代理店等の指示にしたがって、直接そちらに
お願いしたします。
１１．お問い合わせ先
認知症懇話会 in 岡山実行委員会事務局（岡山県民医連事務局内）
担当：國塩（クニシオ）・佐古（サコ）
電話：０８６－２１４－３９１１

ＦＡＸ：０８６－２１４－３９１４

電子メールアドレス：ninchi9@okayama-min-iren.org

