
－ 8－

会場のアクセス
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会場案内図

歯科
ポスター会場
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歯科ポスター会場

ランチョンセミナー整理券配布

合同ポスター会場

クローク

老年歯科



－ 11 －



－ 12 －

Ⅰ．参加受付　＊本学術大会参加者は、第 30 回日本老年学会（7学会）のプログラムへの参加が可能です。
●事前参加登録をされている方：

　事前に送付しております抄録集および参加証を必ず持参ください。参加証を着用のうえ、直接会場にお越しく
ださい。参加証ケースは名古屋国際会議場 1階アトリウムにご用意しております。
　※抄録集の貸出しおよび再発行は行っておりませんのでご注意ください。
　※ 参加証を未着用の方は入場いただけません。紛失等された方は、事前参加窓口にて再発行の手続きを行っ
てください。

●当日参加登録の方：

　記名台に設置されております当日登録用紙に必要事項を記入のうえ、受付にて大会参加費をお支払いくだ
さい。登録後、参加証と抄録集をお受け取りください。参加証に氏名、所属を記入のうえ、会場内では必ず
着用ください。なお、当日参加登録の方にも抄録集をご用意いたしますが、万一品切れの場合はご容赦くだ
さい。
　〈受付設置場所〉  名古屋国際会議場 1階アトリウム
　〈受付設置時間〉　6月 14 日（水）8：00 ～ 17：00
　　　　　　　　　6月 15 日（木）8：00 ～ 17：00
　　　　　　　　　6月 16 日（金）7：45 ～ 16：00

Ⅱ．参加登録費

当日参加登録
正会員＊ 1（歯科医師・医師） 12,000 円
正会員＊ 1（歯科医師・医師以外） 12,000 円
学部学生・短期大学生・専門学校生＊ 2 5,000 円
非会員 12,000 円

懇親会
会員 10,000 円
非会員 12,000 円
賛助会員・企業関係者 15,000 円

※ 1）日本老年歯科医学会に入会されている方が会員となります。
※ 2）学生証等の証明書の提示が必要です。臨床研修歯科医師・大学院生は該当しません。

【大会抄録集】
　大会抄録集は事前参加登録をされた方に 1冊事前送付しております。また、大会期間中は受付にて 2,500
円で販売しております。当日参加登録の方にも抄録集をご用意いたしますが、万一品切れの場合はご容赦く
ださい。

【第 30 回日本老年学会総会　抄録アプリ】
　第 30 回日本老年学会総会プログラム掲載アプリを 6月上旬より公開予定です。詳細は学術大会ホームペー
ジにてご案内いたします。

学術大会に参加される方へのお知らせ
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Ⅲ．会員懇親会・合同懇親会
●第28回日本老年歯科医学会学術大会　会員懇親会

　本会は、2016 年 9 月 13 日に研究会設立から 30 年を迎えました。半還暦を迎えた本会の歩みを振り返り、
還暦に向かって次の 30 年に踏み出した年を記念する懇親会として、広く会員の皆様にご参加いただけるよう
な企画で開催いたします。多くの方にお越しいただけるように、楽しい参加型のイベントもご用意してお待
ちしております。
すべての会員・学術大会参加者を対象とした懇親会ですので、ぜひご参加いただきますよう、お願い申し上
げます。
　懇親会テーマ：研究会設立 30 年を振り返り、次の 30 年へ
　日　　時：6月 15 日（木）19：00 ～（受付開始 18：30 ～）
　会　　場：ANAクラウンプラザホテルグランコート名古屋７階「ザ・グランコート」
　　　　　　〒 460-0023　名古屋市中区金山町一丁目 1番 1号　　TEL：052-683-4111
　参加申込：当日登録の方は名古屋国際会議場 1階アトリウムの当日受付窓口にてお申込みください。

●第30回日本老年学会総会　合同懇親会／合同ポスター表彰式

　日　　時：6月 14 日（水）17：40 ～
　会　　場：第 3会場（白鳥ホール南）
　参 加 費：3,000 円
　申込方法： 合同懇親会受付（名古屋国際会議場 1階アトリウム）でお申込みください。定員に達し次第、

締め切ります。

Ⅳ．ランチョンセミナー整理券の配布（7学会共通）
　当日開催されるランチョンセミナーの整理券を 7学会共通で次の場所にて配布いたします。整理券をお持
ちの方にはランチョンセミナーの会場前にて「ランチョンセミナー整理券」とお弁当を交換させていただき
ます。
　配布場所：名古屋国際会議場 1階　騎馬像横
　配布日時：6月 14 日（水）8：00 ～ 11：30
　　　　　　6月 15 日（木）8：00 ～ 11：30
　　　　　　6月 16 日（金）7：45 ～ 11：30
　（注） ●整理券は、参加者 1名につき 1枚配布されます。
 ●  ランチョンセミナー開始時刻には、必ず会場へお越しください。整理券をお持ちでもセミナー開始

時に入場されない場合には、入場をお断りすることがございますことをあらかじめご了承ください .
 ●整理券がなくなり次第配布終了となります。

Ⅴ．クローク（7学会共用）
　設置場所：名古屋国際会議場 1階　1号館－ 2号館通路
　開設日時：6月 14 日（水）8：00 ～ 19：30
　　　　　　6月 15 日（木）8：00 ～ 18：30
　　　　　　6月 16 日（金）7：45 ～ 18：00
　（注）貴重品はお預かりできません。必ず各自で管理してください。

Ⅵ．企業展示・書籍展示
　場所：1号館 1階 イベントホール、　2号館ロビーなど
　開設時間： 6 月 14 日（水）9：00 ～ 17：10
　　　　　　6月 15 日（木）9：00 ～ 17：20
　　　　　　6月 16 日（金）9：00 ～ 17：20
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Ⅶ．認定医・専門医研修単位について
■ 認定制度委員会指定研修　該当プログラム

　第 28 回学術大会では、認定医・専門医研修単位を以下のとおり取得できます。認定資格者および申請予定
者は会員証（IDカード）を持参のうえ、聴講してください。
　学術大会に参加された場合、10 単位を取得できます。
　会員証（IDカード）を白鳥ホールロビー学会事務局受付（14 日 9：00～18：30／15 日 8：30～18：00／
16 日 8：00～17：30）にてご提示ください。

　また、以下プログラム（認定制度委員会指定研修）を聴講された場合には、各 4単位を取得できます。
　各プログラム終了後、各会場の出入り口付近で約 10 分間実施いたしますので、会員証（IDカード）を会
場受付にてご提示ください。

日付 会場 時間 プログラム

6月 14日（水）

第 2会場／
白鳥ホール北 15：10～17：10 合同シンポジウム「一億総活躍社会における後期高齢者の介護予防は『複合プログラム』で！」 
ポスター会場／
イベントホール

10：30～12：00 認定医審査ポスター 
17：20～18：20 優秀ポスター賞 コンペティション ポスター発表

6月 15日（木）

第 2会場／
白鳥ホール北 14：40～15：40 特別講演「Personalized Aging : using genomics and technology to optimize healthy aging ‒ implications for oral health」 

第 3 会場／
白鳥ホール南

09：00～10：15 課題口演１「フレイル、介護予防と口腔機能（検査・診断・治療技術を含む）」
10：30～11：45 課題口演２「各ステージ（急性期、回復期、維持期等）の口腔管理」

15：40～17：00 学術用語委員会シンポジウム「歯科医学用語を考える―『口腔ケア』って何ですか？　研究者、医療者、行政、市民の立場から」 

6月 16日（金）第 2会場／白鳥ホール北

09：30～10：50 シンポジウム２「老年歯科医学の卒前・卒後の一貫教育」 
11：00～12：00 教育講演「口腔乾燥症の基本的な診査・診断と治療」 
15：10～17：10 学術委員会シンポジウム「『口腔機能低下症』について理解を深めよう」

■専門医申請者研修　該当プログラム

日付 会場 時間 プログラム
研修項目「高齢化と社会」

6月 14日（水）第 2会場／白鳥ホール北 15：10～17：10 合同シンポジウム「一億総活躍社会における後期高齢者の介護予防は『複合プログラム』で！」
研修項目「老化と身体」

6月 15日（木）第 2会場／
白鳥ホール北

14：40～15：40 特別講演「Personalized Aging: using genomics and technology to optimize healthy aging ‒ implications for oral health」
6月 16日（金） 11：00～12：00 教育講演「口腔乾燥症の基本的な診査・診断と治療」
研修項目「歯科訪問診療」

6月 15日（木）第 3会場／白鳥ホール南 10：30～11：45 課題口演２「各ステージ（急性期、回復期、維持期等）の口腔管理」

研修項目「摂食嚥下リハビリテーション」

6月 14日（水）ポスター会場／イベントホール 09：30～10：30 摂食機能療法専門歯科医師審査ポスター 

6月 16日（金）第 2会場／白鳥ホール北 15：10～17：10 学術委員会シンポジウム「『口腔機能低下症』について理解を深めよう」
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Ⅷ．「かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所の施設基準」に係わる講習について
　平成 29 年 6 月 15 日（木）9：00～12：00 
　入門セミナー１～３ 

受講区分

ア　偶発症に対する緊急時の対応、医療事故及び感染症対策等の医療安全対策に係る研修
イ　高齢者の心身の特性、口腔機能の管理及び緊急時対応等に係る研修

講習名 講習演題 区分 
入門セミナー１ フレイルとサルコペニアを理解する イ
入門セミナー２ 歯科医師が知っておきたい栄養評価とその対応 イ
入門セミナー３ 高齢者の診療に必要な全身状態評価とその対応 ア

　上記講習をすべて受講されると、「かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所の施設基準」に係わる講習の受
講証明書を本会より発行いたします。
　受講証は、該当講習開始時刻（9時）までに会場に入場された方に、会場入り口でお渡しします。

Ⅸ . 日本歯科医師会生涯研修単位について
■ 学術大会参加単位 10単位
　白鳥ホール前の本会事務局で随時受付けております。

　研 修 会 名：日本老年歯科医学会第 28 回学術大会
　研修コード：9416
　単　位　数：10 単位
　短縮コード：146284

Ⅹ．歯科衛生士シンポジウムについて
　6月 16 日（金）15：40 ～ 17：10 開催の歯科衛生士シンポジウム（白鳥ホール南）は、日本歯科衛生士会
認定歯科衛生士（老年歯科）の「認定更新生涯研修」対象です。シンポジウム開始前および終了後に会場出
入り付近にて参加証明となるスタンプの押印を受けてください。

Ⅺ．認定歯科衛生士相談コーナー
　認定歯科衛生士相談コーナーを白鳥ホールロビーに開設しております。相談時間につきましては以下のと
おりとなります。
　開設時間：6月 15 日（木）15：00 ～ 15：30
　　　　　　6月 16 日（金）10：00 ～ 10：30

Ⅻ．会場内でのお願い・注意事項
　●会場内での携帯電話等の通信機器の使用はご遠慮ください。
　●発表内容の写真撮影（カメラ付携帯電話等も含む）および録音・録画などはご遠慮ください。
　　 撮影・録音・録画等を希望の場合は、許可が必要となります。
　●  公共交通機関をご利用ください。会場および会場周辺の駐車場を利用し、事故および盗難・紛失等があっ
た場合、日本老年歯科医学会は一切の責任を負いません。

　●  会場内でのお呼び出し等は行っておりません。ご必要な方は白鳥ホールロビーに設置しております掲示
板・伝言板をご利用ください。

　●災害発生時には、各会場にて避難のアナウンスおよび係員の指示に従い避難してください。
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1． 座長の方は、参加登録（事前参加登録または当日参加登録）終了後、白鳥ホールロビーにございます「指
定演者・座長受付」にて受付を行ってくださいますようお願いいたします。また、担当セッションの開始
時刻の 15 分前までに、次座長席にご着席ください。

2．進行は、時間厳守でお願いいたします。

利益相反の開示について
　開示すべき利益相反がある場合、筆頭演者は、ご発表の際にご自身と共同発表者全員の利益相反の開示を
お願いいたします。（平成 29 年度学術大会より変更）
　詳細は大会ホームページ「発表者へのご案内」にてご確認ください。

演者（口演）の方へ

1．発表時間について
　時間厳守でお願いします。

発表 質疑・討論 計

一般口演 7分 3分 10 分

課題口演 10 分 5 分 15 分

指定演題 シンポジウムなどの指定演題は座長の指示に従ってください

2．発表データについて
　口演はPCによる発表のみとさせていただきます。スライドやビデオ（DVD含む）による発表はできません。
演台には、モニター、マウス、キーパッド、レーザーポインターをご準備いたします。

　原則としてUSB メモリによるメディア持ち込みとさせていただきます。発表データをMacintosh で作成
された場合のみ、ご自身の PCのお持ち込みが可能です。Macintosh で作られたデータをWindows で見た場
合、文字ずれ等問題を起こす事があるので、持込を推奨しています。
　発表用のファイル名は、｢演題番号 + 演者名｣ としてください。

　老年歯科医学会会場（白鳥ホール）のプロジェクターは 16：9 FHD解像度のものをご用意しています。発
表データは４：３または 16：９でご用意ください。　

■USBメモリ持ち込みの場合 

　①アプリケーションソフトはMicrosoft Office PowerPoint に限定いたします。
　　　データは PowerPoint 2007 以降にてご用意ください。
　②フォントは文字化けを防ぐため下記フォントに限定いたします。
　　　日本語…MSゴシック、MSPゴシック、MS明朝、MSP明朝
　　　英　語…Times New Roman、 Arial Narrow、 Century、 Century Gothic
　③事前に必ず作成に使用したパソコン以外でのチェックをしてください。
　④  PC センターにてデータをサーバーにコピーします。コピーされたデータは、LAN回線を使用して、発

表会場に配信されます。なお、コピーされたデータは総会終了後、事務局で責任を持って消去いたします。

座長の方へのご案内

発表者へのご案内
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■PC持ち込みの場合 

　①会場で用意する PCケーブルコネクタの形状はD-sub15 ピン（ミニ）です。
　　　この形状に変換するコネクタを必要とする場合には必ずご自身でお持ちください。

D-sub15ピン（ミニ） 附属外部出力 ケーブル　例

　②スクリーンセーバー、省電力設定、パスワードの設定は予め解除してお持ちください｡ 　
　③アダプターは必ずご用意ください。
　④ PCに保存されたデータの紛失を避けるため、発表データは必ずバックアップを取っておいてください。 
　⑤  PC センターにて出力確認が終了したら、発表会場の PCオペレーター席（会場ステージ向かって左側）

まで PCをお持ちください。オペレーターが接続、外部出力のチェックを行います。 
　⑥お預かりした PCは、発表終了後に会場の PCオペレーター席で返却いたします。

3．発表データ受付について
　ご発表時間の 40 分前までに「PCセンター」にて発表データの確認を行ってください。6月 15 日、16 日に
ご発表の方は前日の受付も可能です。朝のセッションでご発表される方は、できる限り発表前日の PC受付
開設時間内にお済ませください。

　受付時間は下記の通りです。受付されたデータは、LAN回線を使用して、各発表会場に配信されます。な
お、受付されたデータは総会終了後には消去されます。
　PC本体をお持ち込みの場合は、PCセンターにて出力チェック後、ご自身で会場内左手前方演台付近のオ
ペレーター席まで PCをお持ちください。 

■PCセンター設置場所

　名古屋国際会議場　白鳥ホール前ロビー
　（学会ごとに PCセンターが異なりますのでご注意ください）

■PCセンター受付時間

　6月 14 日（水）8：00 ～ 17：00
　6 月 15 日（木）8：00 ～ 17：00
　6 月 16 日（金）7：45 ～ 16：00
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4．その他
　演者の方は発表データ受付をお済ませのうえ、セッションの開始 15 分前
までに次演者席にお越しください。

一般演題（ポスター）、認定医審査、摂食機能療法専門歯科医師審査
　●展示には横 90cm×縦 210cmのパネルを用意いたします。 
　●演題番号（20cm× 20cm）は学術大会事務局が用意いたします。 
　●  ポスターの文字や図表は 2m程度離れていても、判読できる大きさ（概
ね 30 ポイント以上のフォント）で記載してください。

○一般演題ポスター

　●  一般演題ポスター発表では口頭プレゼンテーションは行いませんが、
質疑応答時間を設定します。 

　●  優秀ポスター賞の各部門に応募された演題の中から、事前抄録を参考
にして候補演題を各カテゴリー 5演題選出し、大会当日の質疑応答時
間に口頭プレゼンテーションによる審査を行います。詳細は、優秀ポ
スター賞候補演題に選ばれた筆頭発表者へ別途お知らせします。

　※ 優秀ポスター賞表彰式を 6月 15 日（木）会員懇親会にて行います。ファイナリストは会員懇親会に申し
込みの上でご参加ください。

○日本老年学会（総会）合同ポスターセッション

　●  合同ポスターセッションでは 6月 14 日 13 時より口頭プレゼンテーションを行います。
　● 1 演題につき 8分（口演 5分、質疑討論 3分）を予定しています。

○ポスター貼付、発表、撤去

 貼付 発表 撤去
6 月 14 日（水）
・合同ポスター
・認定医
・摂食機能療法
・優秀ポスター賞

9：00～9：30

 9：30～10：30　 摂食機能療法専門歯科医師審査
ポスター

10：30～12：00　認定医審査ポスター
13：00～15：48　老年学会総会合同ポスター
17：20～18：20　優秀ポスター賞コンペティション

18：10～18：30
※ 合同ポスター・優秀ポス
ター賞ファイナリストは
6/16 の撤去（3日間掲示）
をお願いいたします

6月 15 日（木）
・一般演題

8：30～9：00 17：10～17：40　一般演題 P1-01～P1-79 17：40～18：00

6 月 16 日（金）
・一般演題

8：30～9：00 13：10～13：40　一般演題 P2-01～P2-77 17：00～17：20

　日　　時：6月 15 日（木）17：10 ～ 18：00
　会　　場：第 2会場（白鳥ホール北）
　そ の 他： 会員の皆様には社員総会の傍聴が認められております。現在の学会の活動内容等を知ることが

できますので、ぜひ社員総会にご参加ください。なお、議決権は代議員のみになります。

総会のご案内

20cm 70cm

20cm 番号 演題・所属・氏名

190cm
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　一般演題（口頭発表・ポスター発表）、課題口演の発表者は下記の要領で事後抄録原稿をご提出ください。

■事後抄録
　●  演題名、氏名、所属名（それぞれ英文併記）を記載した表紙を添付のうえ、A4 判横書きで本文 1,000 字
以上 1,200 字以内に発表の内容をまとめたものを、2017 年 6 月 19 日（月）までにご提出いただきます。

　●  事後抄録は、「老年歯科医学」に掲載される講演抄録集に収録されます。図表の掲載はできません。
　●  発表者は必ず事後抄録の提出をいただくことになっておりますため、万一提出がない場合は発表自体の
業績が認められない点をご留意願います。

　●  認定医審査ポスターおよび摂食機能療法専門歯科医師審査ポスター発表者は、事後抄録提出の必要はあ
りません。

　●  提出は、学術大会ホームページの「事後抄録登録フォーム」から行ってください。

■事後抄録の記載方法
【原稿記載様式】
1． 口語体、特に英文またはカタカナ書きを必要とする部分以外は漢字混じりひらがな書き、新仮名づかい、
A4判に横書きで26文字×32行の書式で本文1,000字以上1,200字以内に発表の内容をまとめてください。

2． 1 頁目（表紙）に演題番号、演題名（和文）、演題名（英文）、氏名（和文）、氏名（英文）、所属（和文）、
所属（英文）の順に記載してください。

 　なお、英文タイトルの主要単語の頭文字を大文字にしてください。
 例）介護老人福祉施設における栄養介入と機能的口腔ケアの効果
 Effect of Professional Oral Health Care on Nutritional Improvement in Nursing Home Residents
3． 所属は、開業医の場合は都道府県名のみを書き、歯科医師会事業の場合には歯科医師会名を記してくださ
い。発表者・共同発表者の所属が複数機関にわたる場合には、氏名・所属機関名の右肩に数字 1）、2）等
を付して発表者・共同発表者の所属機関を示してください。所属機関が単一の場合は数字を付す必要はあ
りません。

4． 2 頁目以降の本文は、①目的、②方法（症例報告の場合は“症例および処置”、その他の場合は“対象お
よび方法”、“材料および方法”などの用語を用いてください）、③結果と考察（“まとめ”、“結論”、“経過”
を含めて記載してください）の順に項目を付けて記載してください。なお、図表の掲載はできません。

  　利益相反の有無に関わらず、事後抄録の末尾に申告すべきCOI 状態を記載してください（例：（COI 開示：
なし）（COI 開示：老年株式会社））。

  　倫理的配慮や研究対象者への配慮について必要に応じて本文に記載してください。「老年歯科医学」投
稿規定をご参照ください。

  　文献、研究協力者、協力施設等への謝辞は事後抄録には記載しないでください。
5． 用語につきましては「日本老年歯科医学会編　老年歯科医学用語辞典第 2 版（医歯薬出版、2016）」を参
考に作成してください。

【事後抄録問い合わせ先】
「老年歯科医学」編集委員会
〒 170-0003 東京都豊島区駒込 1-43-9 駒込 TSビル 5階　一般財団法人口腔保健協会内
TEL：03-3947-8894 　FAX：03-3947-8073
E-mail：hensyu3@kokuhoken.or.jp

事後抄録
※今回より提出方法が変更となりましたのでご注意ください。 
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1．ポスター発表日時　
　6月 14 日（水）10：30 ～ 12：00

2．会場
　ポスター会場（イベントホール）

3．ポスター発表方法
　1）掲示について
　　ポスター貼付：6月 14 日（水）　9：00 ～ 9：30
　　ポスター撤去：6月 14 日（水）18：10 ～ 18：30
　　ポスターパネルのサイズは一般ポスター発表と同様です（横 90cm×縦 210cm）。
　　演題番号（20cm× 20cm）および画鋲は運営事務局で用意いたします。
　2）口頭試問について
　 　 6 月 14 日（水）10：30 ～ 12：00 の間に審査委員による口頭試問を受けていただきます。その他、審査
に対する詳細は認定制度委員会からの連絡に従ってください。

4．筆記試験について
　 　6 月 14 日（水）13：30 ～ 14：00 に、第 23 会場（会議室 431）にて筆記試験を受けていただきます。そ
の他、審査に対する詳細は認定制度委員会からの連絡に従ってください。

1．ポスター発表日時　
　6月 14 日（水）9：30～10：30

2．会場
　ポスター会場（イベントホール）

3．ポスター発表方法
　1）掲示について
　　ポスター貼付：6月 14 日（水）　9：00～ 9：20
　　ポスター撤去：6月 14 日（水）18：10～18：30
　　ポスターパネルのサイズは一般ポスター発表と同様です（横 90cm×縦 210cm）。
　　演題番号（20cm× 20cm）および画鋲は運営事務局で用意いたします。
　2）口頭試問について
　　 6 月 14 日（水）9：30～10：30 の間に審査委員による口頭試問を受けていただきます。その他、審査に
対する詳細は摂食嚥下リハビリテーション委員会からの連絡に従ってください。

認定医審査

摂食機能療法専門歯科医師審査
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1．大会に関するお問い合わせ
　一般社団法人日本老年歯科医学会　第 28 回学術大会運営事務局
　日本コンベンションサービス株式会社　中部支社内
　〒 460-0008　名古屋市中区栄 2-10-19　名古屋商工会議所ビル 6F
　TEL‥052-218-5822　FAX‥052-218-5823　E-mail‥gero28@convention.co.jp

2．学会に関するお問い合わせ先（入会、年会費、認定資格等）
　一般社団法人日本老年歯科医学会事務局
　〒 170-0003　東京都豊島区駒込 1-43-9　駒込TSビル 3F
　（一財）口腔保健協会内
　TEL‥03-3947-8891　FAX‥03-3947-8341　E-mail‥gakkai30@kokuhoken.or.jp 

各種お問い合わせ窓口


