第 70 回日本農村医学会学術総会のご案内
下記の通り、第 70 回日本農村医学会学術総会を開催いたしますので、会員多数のご参加をお願
い申し上げます。

第 70 回日本農村医学会学術総会
学会長
（ＪＡ神奈川県厚生連

高野 靖悟

代表理事理事長

相模原協同病院

名誉院長）

総会テーマ：「with/after コロナ禍の厚生連病院の使命」
会

期：2021 年 10 月 6 日(水)～3 週間程度（常任理事会を 10 月 5 日（火）開催）

方

法：WEB 開催

会

場：東京ガーデンパレスホテル
〒113-0034 東京都文京区湯島 1-7-5
TEL：03-3813-6211
※諸会議及び創立 70 周年記念講演

総会事務局：第 70 回日本農村医学会学術総会

総会事務局

ＪＡ神奈川県厚生連 相模原協同病院
〒252-5188 神奈川県相模原市緑区橋本台 4-3-1
TEL：042-761-6020（代表）

FAX：042-713-3525

運営事務局：第 70 回日本農村医学会学術総会運営事務局
株式会社コンベンションリンケージ
〒102-0075 東京都千代田区三番町 2 三番町 KS ビル
TEL：03-3263-8686 FAX：03-3263-8687

プログラム
詳細は決まり次第、順次ホームページに公開いたします。予定しております演題は以下のとおり。
１．学会長講演
「 相模原協同病院の地域救急医療への役割 」
ＪＡ神奈川県厚生連
相模原協同病院

代表理事理事長

名誉院長

高野靖悟

２．特別講演
３．教育講演
４．文化講演
５．金井賞受賞講演
６．シンポジウム
７．一般演題
８．卒後研修医セッション
９．共催セミナー
１０．創立 70 周年記念講演
「

2025 年・2040 年に向かう厚生連病院の地域医療と日本農村医学会：それを待ち受けるもの 」
座長 日本農村医学会理事長・JA とりで総合医療センター名誉院長
演者

赤穂市民病院名誉院長・全国公私病院連盟会長

新谷周三
邉見公雄

開催日時：2021 年 10 月 6 日（水）午後（時間未定）
開催場所：東京ガーデンパレスホテル

2階

高千穂

会員講演(一般演題（口頭発表）、卒後研修医セッション)について
(１)一般演題、卒後研修医セッションは会員講演として公募します。
(２)本学会で発表される演題は、農村医学・予防医学・臨床医学・医療マネジメントを対象とし
ます。
(３)発表者(共同研究者も含む)は、正会員に限ります。会員以外の方は事前に入会してください。
(４)一般演題は口頭発表とします。
WEB 上での発表となります。
発表方法の詳細は決定次第ホームページにてお知らせいたします。
(５)卒後研修医セッションは口頭発表とします。
WEB 上での発表となります。
発表方法の詳細は決定次第ホームページにてお知らせいたします。
症例発表を含め、どのような演題でも歓迎します。
発表姿勢、内容、視覚資料のわかりやすさ等を総合的に判断し、優秀演題を表彰します。
(６)「日本農村医学会：医学系研究の利益相反(ＣＯＩ)に関する指針」に基づき、利益相反の有
無について発表者全員の申告を義務付けております。利益相反(ＣＯＩ)の内容につきまして
は、学会ホームページ(http://www.jarm.jp/about_jarm/coi_20171222.html)をご覧くださ
い。発表当日は、すべての発表者の皆様に利益相反状態の有無に関わらず、ＣＯＩの状況を
開示いただきます。

参加者へのご案内
１．学会参加費
医

師： 5,000 円(会員)、 5,000 円(非会員)

医師以外： 3,000 円(会員)、 3,000 円(非会員)
事前振込みについては、施設ごとに一括振込みも可能です。
参加申し込みの詳細は、決定次第 WEB にてお知らせいたします。
２．講演抄録集
会員には、第 70 回日本農村医学会学術総会抄録集（学会雑誌第 70 巻第 3 号、2021 年 9 月
発行予定）を事前に送付します。なお、希望者には実費（1 部 2,500 円）で頒布します。

第 70 回日本農村医学会学術総会

演題申込要項

一般演題（口頭、ポスター）
、ワークショップ、卒後研修医セッションを募集します。
以下の職種を選択し、登録をお願いします。
職種
１．医師
１０．臨床工学技士
２．医師（研修医）
１１．臨床心理士・心理士
３．歯科医師
１２．歯科衛生士・歯科技工士
４．看護師
１３．管理栄養士・栄養士
５．保健師・助産師
１４．社会福祉士・精神保健福祉士・介護福祉士
６．薬剤師
１５．事務員
７．診療放射線技師
１６．研究員・研究者
８．臨床検査技師
１７．その他
９．理学療法士・作業療法士・言語聴覚士、他

Ⅰ演題の種類
１．一般演題
以下の分類で募集します。大分類（A, B, C）と小分類（1，2，3, …）を選択してください。
一般演題は口頭発表とし、WEB 上での発表となります。発表方法の詳細は決定次第ホーム
ページにてお知らせいたします。なお、主催者の判断により、演題登録時に希望した発表方法
と異なる場合があります。
A.農村医学・予防医学
1 農・林・漁業労働と健康
2 農薬中毒
3 農業災害
4 人獣共通感染症
5 農業におけるアレルギー
6 環境保健・農村公害
7 生活習慣と健康
8 食の安全／食育
9 肥満／貧血
10 健康調査・健康教育
11 健康診断・人間ドック
12 在宅ケア・施設ケア
13 地域看護・地域福祉
14 メンタルヘルスケア
15 ヘルスプロモーション
16 農村医学と国際協力
17 情報管理
18 その他

B．臨床医学
1 循環器疾患
2 呼吸器疾患
3 消化器疾患
4 血液疾患
5 糖尿病・代謝・内分泌疾患
6 アレルギー・自己免疫疾患
・膠原病
7 脳神経疾患
8 運動器疾患
9 皮膚疾患
10 腎・泌尿器疾患
11 産婦人科疾患
12 乳腺疾患
13 小児疾患
14 精神疾患
15 眼科疾患
16 耳鼻咽喉科疾患
17 口腔（嚥下）
・歯科疾患
18 感染症
19 看護
20 リハビリテーション
21 放射線診断・治療
22 救急・災害医療
（含む DMAT）

23
24
25
26
27
28
29
30

栄養管理
臨床工学
薬剤
臨床検査
放射線
緩和ケア・終末期医療
認知症関連
その他

C．医療マネジメント
1 医療倫理
2 患者の QOL
3 地域医療連携
4 地域医療構想
5 臨床研修・教育
6 診療情報管理
7 クリティカルパス
8 医療安全管理
9 病院運営・管理／施設管理
10 DPC
11 患者サービス
12 院内感染管理
13 その他

２．卒後研修医セッション
卒後研修医を対象としたセッションです。当セッションの優秀演題に対し表彰を行いま
す。症例発表、研究発表等、どのような演題でも歓迎します。
発表方法は口頭発表です。WEB 上での発表となります。発表方法の詳細は決定次第ホー
ムページにてお知らせいたします。
なお、卒後研修医が一般演題に応募することも可能です。

Ⅱ発表形式
一般演題（口頭発表）・卒後研修医セッション
WEB 上での発表となります。
発表方法の詳細は決定次第ホームページにてお知らせいたします。

Ⅲ演題登録方法
演題登録はインターネットによるオンライン登録のみとします。学術総会ホームページ
「演題募集のご案内」に記載の演題登録要領をお読みいただいた上、演題登録システム
に従って登録してください。演題登録期間中の修正・削除は可能ですが、締め切り後は
変更できません。
以上の方法が不可能な場合は下記までご相談ください。
第 70 回日本農村医学会学術総会運営事務局
株式会社コンベンションリンケージ
〒102-0075 東京都千代田区三番町 2 三番町 KS ビル
TEL：03-3263-8686 FAX：03-3263-8687

演題登録受付期間

2021 年 3 月上旬 ～ 2021 年 4 月末日（予定）
詳細は決定次第 WEB にてお知らせいたします。
演題の採否及びセッションへの割り振りは学会長に一任願います。
講演抄録集を発行します。抄録は J-STAGE に、登録・公開されます。
演題登録の完了後 24 時間以内に電子メールでの演題受領通知が届かない場合は、
運営事務局にお問い合わせください(登録時に入力した連絡者のメールアドレスを再度
ご確認ください)。
登録上の注意事項
１．抄録の文字数は 550 文字以内とします。

キーワードを 3 つ以内でご登録ください。詳しくは学術総会ホームページ「演題募集の
ご案内」に掲載の演題登録要領をお読みください。
(１)抄録は、原則、以下の構成に則ってください。
・緒言（はじめに，まえがき）…研究の目的を明確に記す。
・方法（研究方法，調査方法，解析方法，実験方法，等）
・結果（研究結果，調査結果，解析結果，実験結果，等）
・考察…結果の考察・評価・論述および知見の整理，関連する他の研究の説明。
そこから導かれる結論の強調。
・結論（むすび）…新知見の要約を含む。
※症例報告の構成：緒言、症例（症例の詳述）
、考察、結論
(２)倫理的配慮のお願い
抄録の内容を再度ご確認いただき、
「倫理的配慮」がなされていない個所がないか
どうか確認の上、ご登録いただきますようお願いいたします。
＜留意事項＞
1）対象者（代諾者）から研究ならびに発表の承諾を得たこと
2）個人が特定されないように配慮していること
例：年月日は 20XX 年、イニシャル表記→A さん、事例Ⅰ等工夫する
3）倫理委員会または施設の倫理審査を受けていること
（文例）
・本研究の主旨を文章にて説明し、研究参加への同意を確認した。
・本研究の主旨、匿名性の保持を口頭にて説明し、研究協力への同意を得た。
・対象者の家族に個人情報の保護について説明し、書面にて承諾を得た。
・院内の倫理審査の承認を得て、家族及び本人に説明し、文書にて同意を得た。
２．図表の登録はできません。
３．共同研究者は 10 人までとします。
４．登録された施設名で抄録集を作成しますので、下記要領で統一してください。
(１)○○厚生連△△病院 や 総合病院△△病院 は △△病院 とします。
△△総合△△病院 は そのままとします。
(２)病院以外の場合は、○○県・△△センター や ○○県△△施設 とします。
(３)病院の場合は、○○病院△△科、○○病院△△科病棟（実病棟名ではなく、
診療科名を付した名称）
、○○病院△△センター等とします。
(４)大学の場合は、大学名および講座名とします。講座名の長いものは、簡略化して
表記してください。

Ⅳ.利益相反（COI）の開示
「医学系研究の利益相反（COI）に関する指針」に基づき、発表者全員が発表内容に関係
して過去 3 年間におけるＣＯＩ状態を開示してください。詳細については、学会ホームペ
ージにある「利益相反（COI）
」をご覧ください。
①当日は、発表者の皆様に利益相反状態の有無に関わらず、COI の状況を開示いただき
ます。
②スライドの 1 枚目またはタイトルページの次のページに、所定の様式により開示をお
願いします。スライドで開示する場合の例示につきましては、学会ホームページ「利
益相反（COI）
」内にある「利益相反開示のスライド例」をご覧ください。

