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2．発表者へのお知らせとお願い

発表に際しては、「症例報告を含む医学論文及び学会研究会発表における患者プライバ
シー保護に関する指針」を遵守してください。

　  【学術集会発表論文の投稿について】
学術集会発表論文の日本手外科学会雑誌へのオンライン投稿受付期間は、2019 年 5 月
31 日（金）9：00 ～ 2019 年 7 月 1 日（月）15：00 までとなっております。

口演発表
PC での発表のみとなります。
発表時、最初にスライドで利益相反の有無を開示してください。
演者はセッション開始時間の 10 分前までに会場内の次演者席にご着席ください。

　  【PC センター】
札幌コンベンションセンター 1 階「PC センター」にて発表データの受付を行います。
発表の 30 分前までに、PC センターで受付と映像出力チェックを完了してください。
1 日目の午前 10 時までは当日午前中発表の演者を優先的に受付しますのでご協力くだ
さい。また、2 日目の演者は 1 日目にも受付が可能です。

4 月 18 日（木） 7：00 ～ 17：00
4 月 19 日（金） 7：00 ～ 16：00

なお、初日のデータ受付は発表の時間が早い演者を優先いたします。ご了承ください。

　  【発表時間】
理事長講演 講演 50 分
特別講演 講演 60 分
招待講演 講演 60 分
教育研修講演 講演 60 分
シンポジウム セッションにより異なります／総合討論あり
パネルディスカッション セッションにより異なります／総合討論あり
ベストペーパーアワード受賞者セッション 口演 7 分、質疑 3 分
一般演題（口演） 口演 6 分、質疑 3 分
一般演題（ポスター） 口演 3 分、質疑 2 分

発表時間の終了 1 分前はオレンジランプ、終了は赤ランプでお知らせいたします。討論
時間については座長の指示に従ってください。口演時間の厳守をお願いいたします。
演者はセッション開始時間の 10 分前までに会場内の次演者席にご着席ください。

　  【PC 発表準備についてのご注意】
・PC センターおよび口演会場では Windows 10 を搭載した PC をご用意いたします。

Macintosh はご用意いたしておりません。
・ パソコンの解像度は XGA（1024 × 768）です。それ以上の解像度はプロジェクターが

対応できません。



お知らせとお願い

・ メディア（CD-R、USB メモリーのみ可）、または PC 本体持込みにて発表データをお
持ちください。Macintosh データの場合は、必ず PC 本体と付属の PC ケーブルコネク
ターをご持参ください。

・動画や音声をご使用の場合も PC 本体をお持込みください。
《メディアでお持込みの場合》　
（1）データは、CD-R または USB フラッシュメモリーでご持参ください。
（2）アプリケーションソフトは Microsoft PowerPoint に限定いたします。
（3）データは Windows MS PowerPoint 2010/2013/2016 をご使用ください。
（4）ファイル名は、「演題番号　演者名 .ppt」としてください。
（5）  発表データ作成の際は Windows 標準フォント（MS 明朝、MSP 明朝、MS ゴシック、

MSP ゴシック等）をご使用ください。それ以外のフォントをご使用されますと、正
常に表示されない場合がございます。

（6） メディアを介したウイルス感染の事例がありますので、最新のウイルス駆除ソフト
でチェックしてください。

（7）発表データ作成後は、他のパソコンで正常に動作するかチェックしてください。
（8）受付時にコピーした発表データは、学会終了後に削除いたします。

《PC 本体をお持込みの場合》
（1）PC 付属の AC アダプターを必ずお持ちください。
（2） 会場でご用意する PC ケーブルコネクターの形状は D-sub15 ピンです。この形状にあっ

た PC をご用意ください。変換コネクターが必要な場合は必ずご自身でお持ちください。
（3） 発表中にスクリーンセーバーや省電力機能で電源が切れないよう、設定のご確認を

お願いいたします。
（4） PCは会場のオペレーターにお預けください。PCとプロジェクターの接続はオペレー

ターが行います。発表時の操作は演台上のマウスで行ってください。
（5） PC トラブルに備えて、CD-R または、USB メモリーにてデータをご持参されるこ

とをおすすめいたします。

ポスター発表
口演 3 分、質疑 2 分です。
発表・討論は座長の指示により行ってください。
発表者はセッション開始時間の 10 分前までにポスター会場へお越しください。
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　  【ポスター貼付・撤去について】
・ポスター受付は設置いたしません。
・ポスター貼付用ピンは各ポスターパネルに設置しております。
・ ポスター貼付・撤去については、所定の時間内に行っていただきますようお願いいたし

ます。
撤去時間を過ぎても掲示してあるポスターは事務局にて処分いたします。

日程 貼付 発表第 1 部 発表第 2 部 発表第 3 部 撤去
4月18日（木） 9：00～11：00 15：50～16：20 16：20～16：50 16：50～17：20 －
4月19日（金） － 15：00～15：30 15：30～16：00 16：00～16：30 16：30～17：30

　  【発表形式・時間】
・発表と討論は、座長の指示のもとご自身のポスターの前で行ってください。
・セッション開始時間をご確認のうえ 10 分前までにご自身のパネル前にお越しください。
・演者リボンは発表時、目につきやすい場所につけてください。
・口演 3 分、質疑 2 分で進行ください。

　  【ポスター作成要領】
・演題番号は運営事務局にてご用意いたします。
・ 下図のパネルの規格に従って、演題タイトル、氏名、所属名、発表内容のポスターを

ご用意ください。

演題タイトル・氏名・所属名

発表内容

ポスター貼面有効サイズ
横 90cm×縦 190cm

P1-1

210cm210cm

70cm
90cm

190cm190cm

20cm20cm



お知らせとお願い

3．座長および発言者へのお知らせとお願い

座長へのお願い
1．口演座長は担当セッション開始時間の 15 分前までに次座長席にご着席ください。
2． ポスター座長は担当セッション開始時間の 15 分前までにポスター座長受付（ポスター

会場（大ホール BC）内）までお越しください。
3．進行は座長に一任いたします。時間の厳守をお願いいたします。

発言者へのお願い
1． あらかじめマイクの前に立って、座長の指示に従い所属・氏名を述べた後に簡潔に

発言してください。
2．質問の前の長い前置きや、単なる追加発言はご遠慮ください。
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症例報告を含む医学論文及び学会研究会発表における
患者プライバシー保護に関する指針

　医療を実施するに際して患者のプライバシー保護は医療者に求められる重要な責務であ
る。一方、医学研究において症例報告は医学・医療の進歩に貢献してきており、国民の健康、
福祉の向上に重要な役割を果たしている。医学論文あるいは学会・研究会において発表され
る症例報告では、特定の患者の疾患や治療内容に関する情報が記載されることが多い。その
際、プライバシー保護に配慮し、患者が特定されないよう留意しなければならない。
　以下は外科関連学会協議会において採択された、症例報告を含む医学論文・学会研究会に
おける学術発表においての患者プライバシー保護に関する指針である。

1）患者個人の特定可能な氏名、入院番号、イニシャルまたは「呼び名」は記載しない。
2）  患者の住所は記載しない。但し、疾患の発生場所が病態等に関与する場合は区域までに

限定して記載することを可とする。（神奈川県、横浜市など）
3）  日付は、臨床経過を知る上で必要となることが多いので、個人が特定できないと判断さ

れる場合は年月までを記載してよい。
4）  他の情報と診療科名を照合することにより患者が特定され得る場合、診療科名は記載し

ない。
5）  既に他院などで診断・治療を受けている場合、その施設名ならびに所在地を記載しない。

但し、救急医療などで搬送元の記載が不可欠の場合はこの限りではない。
6）  顔写真を提示する際には目を隠す。眼疾患の場合は、顔全体が分からないよう眼球のみ

の拡大写真とする。
7）症例を特定できる生検、剖検、画像情報に含まれる番号などは削除する。
8）  以上の配慮をしても個人が特定化される可能性のある場合は、発表に関する同意を患者

自身（または遺族か代理人、小児では保護者）から得るか、倫理委員会の承認を得る。
9）  遺伝性疾患やヒトゲノム・遺伝子解析を伴う症例報告では「ヒトゲノム・遺伝子解析研

究に関する倫理指針」（文部科学省、厚生労働省及び経済産業省）（平成 13 年 3 月 29 日、
平成 16 年 12 月 28 日全部改正、平成 17 年 6 月 29 日一部改正、平成 20 年 12 月 1 日一部
改正）による規定を遵守する。

平成 16 年 4 月 6 日
（平成 21 年 12 月 2 日一部改正）



COIの記載について

COI の記載について

　日本手外科学会倫理利益相反委員会による「日本手外科学会における事業活動の利益相反
（COI）に関する指針」が平成 25 年 4 月 17 日付で出ています。
　学術集会発表時の開示は、COI の有無にかかわらず全ての発表者が行うことになってい
ます。
　口頭発表のスライドは最初に下記の見本のような開示を行ってください。

（スタイルの変更は可）

COI 無しの場合（様式 2A）

日本手外科学会
筆頭発表者の COI 開示

演題発表に関連し、開示すべき COI 関係にある
企業等はありません。

COI 有りの場合（様式 2B）

日本手外科学会
筆頭発表者の COI 開示

受託研究・共同研究費： ○○製薬
奨学寄附金： ○○製薬
寄附講座所属： あり（○○精機）


