
企業展示・医工連携出会いの広場

医工連携出会いの
広場

【パレスルームA】

【パレスルームB】

懇親会会場
6/28（金）18：30～

参加者へのご案内

参加登録受付
場　所：福岡国際会議場　1F　エントランスホール
日　時：6 月 28 日（金）　7：30 ～ 17：00
　　　　6 月 29 日（土）　7：15 ～ 15：00
参加費：医師（会員）　　15,000 円
　　　　医師（非会員・外国人医師を含む），準会員　15,000 円
　　　　一般（企業等）　15,000 円
　　　　医師以外の医療従事者・臨床研修医　　　　　5,000 円
　　　　学部学生　　　 無料
※…本誌巻頭に綴じこまれている参加申込書に必要事項をご記入のうえ，参加費を添えて，

参加受付にてお申込みください．
※一般（企業等）でご参加の方は，申込書に名刺を合わせてお申込みください．
※医師以外の医療従事者の方は，身分証をご提示ください．
※臨床研修医の方は，研修手帳をご提示ください．
※学部学生の方は学生証をご提示ください．

プログラム・抄録集
会員は必ずご持参ください．
当日は 1 冊 2,000 円で，福岡国際会議場　1F　エントランスホールの総合案内にて販売
いたします．

新入会受付
場　所：福岡国際会議場　1F　エントランスホール
日　時：6 月 28 日（金）　9：00 ～ 16：30
　　　　6 月 29 日（土）　9：00 ～ 14：00
会場にて新入会をご希望の方は，あらかじめ【日本骨折治療学会ホームページ（http://
www.jsfr.jp/）】→【入会案内】→【入会申込フォーム】に必要事項を入力し，プリント
アウトした申込書をご持参ください．

食　事
ヌーンタイムレクチャーでは昼食を，モーニングセミナーでは軽食を用意いたします．
数量に限りがございますので，ご了承ください．なお，ヌーンタイムレクチャーは整理
券制となっております．下記をご参照ください．

＜ヌーンタイムレクチャー　整理券配布＞
場　所：福岡国際会議場　1F　ロビー（エスカレーター前）
日　時：6 月 28 日（金）　7：30 ～ 11：30
　　　　6 月 29 日（土）　7：15 ～ 11：15
※整理券はセッション開始後 5 分で無効となります．
※日整会　教育研修講演をお申込みいただいた場合も，整理券がない方への昼食配布は
できませんので，必ず整理券をお受け取りください．



また，福岡国際会議場　屋外（緑道）に，【久留米屋台通り】を設けます．久留米名物の，
ラーメン，焼き鳥，たこやき，うどん，あいすまんじゅう，ブラックモンブランなどを
是非この機会にご賞味ください（無料，ただし数量限定ですのでご了承ください）．

企業展示・書籍展示
場　所：…福岡国際会議場　2F　多目的ホール，3F・4F・5F　ロビー
日　時：6 月 28 日（金）　9：00 ～ 17：00
　　　　6 月 29 日（土）　9：00 ～ 16：00

懇親会
場　所：福岡サンパレス　2F　パレスルーム
日　時：6 月 28 日（金）　18：30 ～ 20：00

クローク
お預けになった荷物は，その日の内にお引き取りいただきますようお願いいたします．
場　所：福岡国際会議場　1F　エントランスホール
日　時：6 月 28 日（金）　7：30 ～ 18：45　
　　　　※…懇親会会場前に，別途クロークを用意していますので，懇親会にご参加の方は，

クローク終了時間までに荷物をお引き取りください．
　　　　6 月 29 日（土）　7：15 ～ 16：40

その他
1．…呼び出しはできませんのでご了承ください．会員連絡板は，福岡国際会議場　1F…

エントランスホールに設置いたします．
2．…学会場内での撮影，録画，ならびに録音，ポスターの撮影は禁止いたします．
3．…本会ではクールビズを推奨しておりますので，軽装（ノージャケット，ノーネクタイ）

でご参加ください．

各種会議
◆　一般社団法人日本骨折治療学会　理事会
　　日　時：6 月 27 日（木）　14：30 ～ 16：30
　　場　所：ホテルオークラ福岡　3F　ぎんが

◆　一般社団法人日本骨折治療学会　令和元年度定時評議員会（会員総会）
　　日　時：6 月 27 日（木）　17：00 ～ 18：00
　　場　所：ホテルオークラ福岡　4F　平安

◆　一般社団法人日本骨折治療学会　新理事会
　　日　時：6 月 27 日（木）　18：10 ～ 18：40
　　場　所：ホテルオークラ福岡　3F　ぎんが



発表者へのご案内

◆口演発表◆
演者は担当セッション開始時刻の 10 分前までに次演者席にお着きください．
発表時間の 1 分前に黄ランプ，終了時は赤ランプでお知らせします．
質疑時間については，座長の指示に従ってください．発表時間を厳守してください．

発表時間
学会賞選考講演　　　発表 7 分，質疑 3 分
ビデオセッション　　発表 6 分，質疑 3 分
主題　　　　　　　　発表 6 分，質疑 4 分
一般演題口演　　　　発表 5 分，質疑 3 分
一般演題ポスター　　発表 3 分，質疑 2 分
※…シンポジウム，パネルディスカッションについては，発表・質疑の時間を個別にメー

ルにて案内しています．

PCセンター
場　所：福岡国際会議場　2F　ロビー
日　時：6 月 28 日（金）　7：30 ～ 17：00
　　　　6 月 29 日（土）　7：15 ～ 15：30
発表の 30 分前（朝一番のセッションの発表者は約 15 分前）までに，PC センターにて受
付と試写をお済ませください．2 日目の演者は 1 日目にも受付できますが，混雑してい
る場合は当日の演者の受付を優先いたします．

データ（CD-R，USBメモリ）持ち込みの場合
１．…学会準備 PC 環境：Windows10（OS）アプリケーション　Windows 版　PowerPoint…

2007 以降
２．…受付可能メディア：CD-R，USB メモリ
３．…Macintosh をご使用の場合は，PC 持ち込みのみ対応いたします．
４．…画面レイアウトのバランス異常を防ぐため，フォントは「MS ゴシック」「MS 明朝」

をお奨めします．
５．…ファイル名は「演題番号 _ 演者名」としてください．（例）I-1-1_ 福岡太郎
６．…動画を PowerPoint で使用する場合，Windows10（OS）および Windows…Media…

Player12 の初期状態に含まれるコーデックで再生できる動画ファイルをお持ち
ください．動画配布は WMV 形式（ビットレート 10Mbps 以下）を推奨します．
PowerPoint とのリンク状態を保つため，使用動画データも同じフォルダに一緒に保
存してください．

７．…メディアには発表データのみを入れてください．
８．…コピーミスを防ぐため，データコピー作成後，他の PC で正常に動作するかチェッ

クしておいてください．
９．…あらかじめ最新のウイルス駆除ソフトでチェックをお願いします．
10．…必ずバックアップデータもご持参ください．
11．…お預かりした発表データは，会期後すべて消去いたします．



PC本体をお持ち込みの場合
１．…外部モニター接続端子をご確認のうえ，コネクタを必要とする場合は必ずご持参く

ださい．
　　学会では D-sub15 ピン（下図）に対応する端子のみ準備いたします．
　

パソコン側（メス）
D-sub15 ピン

●は凹型の部分です

２．…外部モニターに正しく出力されるか，あらかじめご確認ください．プロジェクター
で投影される解像度は XGA（1024 × 768）です．

３．…電源アダプター，バックアップデータ（CD-R または USB メモリ）は必ずご持参く
ださい．

４．…スクリーンセーバーや省電力設定など，発表の妨げとなるツールは事前に解除して
おいてください．

５．発表者ツールはご利用いただけませんので，ご了承ください．
６．発表後は，会場内の PC オペレーター席にてご自身の PC をお受け取りください．

利益相反（COI）の開示について
筆頭発表者は利益相反の有無にかかわらず，状況を開示いただきます．
タイトルスライドの後（2 枚目）に開示スライドを入れてください．
※…詳しくは本会ホームページ（http://www.congre.co.jp/jsfr2019/coi/）をご確認くださ

い．

◆ポスター◆
ポスター演者は各自でポスターを作成し，貼付時間
に貼り付けてください．画鋲は各ポスターパネルに
用意しています．

＜ポスターパネルサイズ＞　※右図参照
演題名・所属・氏名：縦 20 センチ×横 70 センチ
本文：縦 160 センチ×横 90 センチ
※演題番号は事務局で用意します．

＜発表時間＞発表 3 分　質疑 2 分

ポスター発表スケジュール
ポスター会場：福岡国際会議場　2F　多目的ホール

発表日 貼　　付 発表時間 撤　　去
6 月 28 日（金） 8：30 ～ 10：00 15：00 ～ 16：15 16：15 ～ 17：00
6 月 29 日（土） 8：30 ～ 10：00 14：00 ～ 15：15 15：15 ～ 16：00

※…指定時間に撤去されていないポスターは，事務局にて処分いたしますのでご了承くだ
さい．

事務局で準備します

90cm

20cm

160cm

演題名
所属・氏名

70cm

演題
番号



利益相反（COI）の開示について
筆頭発表者は利益相反の有無にかかわらず，状況を開示いただきます．
ポスターパネルの右下に開示してください（A4）．
※…詳しくは本会ホームページ（http://www.congre.co.jp/jsfr2019/coi/）をご確認くださ

い．

座長へのご案内

口演
担当セッション開始時刻の 10 分前までに，会場内の次座長席にお着きください．
進行は時間厳守でお願いいたします．

ポスター
担当セッション開始の 15 分前までに，ポスター会場前の座長受付にて，受付をお済ませ
ください．受付後，セッション開始時刻までに担当セッションのポスターパネル前にお
越しください．
進行は座長にお任せいたしますので，時間厳守でお願いいたします．




