
第 67 回日本教育医学会大会  

（大会案内・第 2 報） 

主 催 日本教育医学会 

 

会 期 2019年 8月 21日（水）・22日（木） 

  ※全国理事会：平成 31年 8月 20日（火） 

 

会 場 福井工業大学 福井キャンパス (http://www.fukui-ut.ac.jp/ut/introduction/access/) 

住所： 〒910-8505 福井県福井市学園 3丁目 6番 1号 

    大学キャンパスの駐車場が利用できます． 

福井駅東口から大学キャンパスまでのタクシー料金は 1,000円程度です． 

 

大会テーマ   「発達障害を抱える子どもの健やかな成長への支援」 

 

大会長   吉村 喜信 （福井工業大学スポーツ健康科学部スポーツ健康科学科・教授） 

 

大会プログラム 大会長講演 

      吉村 喜信 （福井工業大学スポーツ健康科学部スポーツ健康科学科・教授） 

   

  シンポジウム  発達障害を抱える子どもの支援と教育医学の役割 

          発表者：  村上 祐介氏 （金沢医科大学） 

     荒木 史代氏 （福井工業大学） 

     三橋 美典氏 （福井大学） 

       座長：   山次 俊介 （福井大学） 

 

           大会長講演連動企画 

             ホースセラピー体験 （希望者のみ） 

              ※申込方法は第 3報にてお知らせします。 

  

               一般発表： 口頭発表およびポスター発表 

 

大会参加申し込み・発表抄録提出の期間 

  2019年 4月 1日（月）～5月 31日（金） 

 

 

 

 



大会事務局 福井大学医学部医学科運動・スポーツ医学 

  事務局担当者： 山次 俊介 

  住所： 〒910-1193 福井県吉田郡永平寺町松岡下合月 23-3 

  電話＆ＦＡＸ： 0776-61-8543 （山次研究室直通） 

  E-mail： yamaji@u-fukui.ac.jp 

 

学会事務局 中部学院大学 有川 一、小椋優作 

住所： 〒501-3993 関市桐ヶ丘 2-1 

電話&Fax： 0575-24-9348（有川研究室）    E-mail： arikawa@chubu-gu.ac.jp 

 

全国理事会    8月 20日（火） １６：００～１８：００ アオッサ 6階 （研修室 601） 

                     住所：〒910-0858 福井市手寄 1-4-1 AOSSA（福井駅西口すぐ） 

 

総  会 8月 21日（水） 大会会場 

 

参 加 費    当日、受付でお支払いください．学会参加費は，6,000円（院生会員は 3,000円）です． 

  なお，臨時（当日）会員として院生は 3,000円，一般・学部学生は 2,000円です． 

ただし，シンポジウムのみの参加費は無料です． 

 

年 会 費 当日，受付でお支払いください．2019年度（2019年 8月 1日～2020年 7月 31日）の会費は一般会

員，役員ともに 5,000円です．新入会員は入会金 1,000円も必要です． 

 

懇親会費 当日，受付でお支払いください．会員・一般は 3,000円（学生，院生は 1,000円）です． 

 

昼   食    キャンパス内学食，キャンパス近隣のアカデミアホテル，飲食店，コンビニ，スーパー等をご利用くだ

さい． 

 

申し込み 今年度の学会大会参加の申し込みは，大会事務局（山次宛）まで必要事項を記載してメールで送信

してください．必要事項は，以下となります．なお，返信アドレスはメール送付されたアドレスを使用し

ます． 

 《必要事項》 

  氏   名： 

 所   属： 

         電話番号： 

 会   員： 一般・院生・非会員 

 懇 親 会： 参加・不参加 

 申し込み後，一週間以内に返信がない場合はご連絡ください． 

 抄録は E-mailにて別送してください． 



日程予定 （演題数等により，若干変更されることをご了承ください） 

月 日 時 間 事 項 

8月 20日（火） 16:00 ～ 18:00 全国理事会（アオッサ） 

8月 21日（水）  9:00 ～ 受付 

  9:30 ～  9:40 開会式 

 9:50 ～ 10:50 口頭発表１ 

 11:00 ～ 12:00 大会長講演 

 12:00 ～ 13:00 昼食 

 13:00 ～ 14:15 総会・記念撮影 

 14:30 ～ 16:30 シンポジウム 

 16:40 ～ 17:40 ポスター発表 1 

 18:00 ～ 19:30 懇親会 

8月 22日（木）  9:00 ～ 受付 

  9:30 ～ 10:30 口頭発表２ 

 10:40 ～ 11:40 ポスター発表 2 

 11:50 ～ 12:00 閉会式 

 13:00 ～ 14:30 ホースセラピー体験 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【抄録作成要領】 

抄録の作成要領（抄録の作成例を参考に、以下の体裁で作成してください。） 

○ タイトル（第１行目〜第２行目または第３行目まで）、全発表者氏名（第４行目〜第５行目）、 

所属（第５行目～第６行目）、本文（第７行目から）の順に作成してください。発表者は、研究者名の先頭に

記載してください。 

○ 用紙サイズはＡ４判を使用し、1ページ以内で作成してください。 

○ フォントは、明朝体（英数字は Times New Roman）を使用してください。 

文字サイズは、タイトル１２ポイント太字、その他１０.５ポイントを使用してください。 

○ 余白は、上下２５mm、左右２０mm に設定してください。文字数は４０字、行数は４０行です。 

○ 文章作成ソフトには MS Word を使用してください。 

図表および写真は、文章内に取り込むことが可能です。写真は、鮮明な画像を使用してください。カラー写

真であっても、印刷の出来上がりはモノクロームになります。 

○ 抄録の作成例に従い、３行目までの６文字（■の部分）は文字を入力せず、空白にしてください。２ページ

目からは、行頭から記載してください。 

○ 大会長講演、シンポジウム、一般発表ともに同じ形式です。 

 

【抄録の作成例】 

■■■■■■ウォーキングを主とした一次予防事業の脱落要因の検証 

■■■■■■～継続者と脱落者との生活状況などの比較から～ 

■■■■■■□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□□□□□□□□□□□□□□山次俊介 1)、佐藤敏郎 2)、佐藤進 3)□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□□□□□□□□□□1)福井大学、2)新潟医療福祉大学、3)金沢工業大学□□□□□□□□□□□□□ 

【背 景】□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

【目 的】□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

【方 法】□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

【結 果】□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

【結 論】□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

 

【抄録の提出先など】 

〇発表抄録は，E-mail による添付書類提出に限ります． 

〇提出期間は，2019年 4月 1日（月）～2019年 5月 31日（金）です． 

〇送り先アドレスは，yamaji@u-fukui.ac.jp （大会事務局 山次 俊介宛）です。 

〇E-mailの件名には，「教育医学抄録：発表者名」と入力し，MS Word で作成したファイルを添付してお送りください．念

のため，ＰＤＦファイルも併せてお送りください． 

  E-mail の本文に発表タイトル，全発表者の氏名と所属をご記入ください． 

〇送付された抄録は，書式等を確認後，受付の連絡をします． 

 一週間経過しても受付の連絡がない場合，お手数ですが下記大会事務局へご一報ください． 

  電話＆ＦＡＸ ０７７６－６１－８５４３ （大会事務局 山次 俊介，研究室直通） 



【口頭発表の方へ】 

〇発表時間 10分，質疑・討論 5分です．座長の指示に従って，指定された時間内でのご発表をお願いいたします． 

〇発表はＰＣでの発表となります．プレゼンテーションは，発表データ持込（Windows版 PowerPoint 2010以降）もしくは

各演者が持ち込むノートＰＣ（Windows または Macintosh）にてお願いします． 

〇事務局では Macintoshの用意はいたしません．Macintoshでデータを作成される場合は，必ずご自身のノートＰＣをご

持参ください． 

〇発表データ持込の場合，発表データをＵＳＢメモリに入れてお持ちください． 

〇ＰＣ持ち込みの場合，プロジェクターのモニター端子（ミニ D-sub15ピン）が接続できるＰＣもしくは変換コネクタをご持

参ください。HDMIやＭｉｎｉ DisplayPort などミニ D-sub15ピン以外の接続はお受けできません． 

〇21日（水）の発表者は，当日 9時 30分までに，22日（木）の発表者は，前日中もしくは当日 9時 30分までに，発表者

受付にデータをご提出し，試写・動作確認を行ってください． 

〇印刷資料を使用される方は，50部用意し，発表受付に提出してください． 

〇時間の合図は次の通りです．定刻進行にご協力ください． 

   ▶ 1回目 予 鈴   （ ８分目） 

   ▶ 2回目 発表終了時 （10分目） 

    ▶ 3回目 質疑・討論終了時 （15分目） 

 

【ポスター発表の方へ】 

〇指定の時間内はポスター前にいて下さい． 

〇ポスターは縦 180㎝×横 90㎝の範囲内で作成して下さい． 

〇21日（水）の発表者はポスターを当日 9時 30分までに掲示し，18時までに撤去してください． 

〇22日（木）の発表者はポスターを当日 9時 30分までに掲示し，13時までに撤去してください． 

〇パネル左上部の縦 20㎝×横 30㎝のスペースに，演題番号を記載してください． 

 

 

 


