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第 40回九州手外科研究会のご案内 

1． 参加登録受付 

研究会参加登録の受付は平成 31年 2 月 16日（土）午前 8時 10分より、長崎大学坂本キャ

ンパス医学部記念講堂にて行います。抄録集巻頭綴じ込みの参加申込書に所属・氏名をご

記入の上、参加費 4,000 円を添えてお申し込みください。ネームカード（領収証兼用）に所

属・氏名を記入し、会場内では必ずご着用ください。ネームカードのない方の入場は固くお断

りいたします。 

2． 九州手外科研究会事務局受付 

年会費、新入会、住所変更の受付も設けますので、ご利用ください。 

年会費は 4,000 円、入会申込金は 2,000 円です。 

3． 抄録集 

研究会当日に 1 部 1,000 円で販売いたしますが、部数が限られております。会員の方々は抄

録集をご持参ください。 

4． 教育研修講演単位登録 

ランチョンセミナー、アフタヌーンセミナーは日本整形外科学会教育研修および日本手外科

学会教育研修の単位取得が可能です。受講を希望される方は、教育研修講演受付にて、抄

録集巻頭綴じ込みの「教育研修講演申込書」に必要事項をご記入の上、受講証明書代それ

ぞれ 1,000 円を添えて、お申し込みください。詳細については「教育研修講演申込書」をご確

認ください。 

【重要】日本整形外科学会教育研修の単位登録の手続きには、日本整形外科学会が発行し

ております IC会員カードが必要となります。上記単位申請をご希望の場合には、IC会員カ

ードを忘れずにご持参ください。 

5． 世話人会 

世話人会は、2月 16日（土）7時 30分より長崎大学坂本キャンパス医学部良順会館 1F 専

斎ホールにて行います。軽食をご用意いたします。 

6． クローク 

クロークは受付付近に設置いたします。学会プログラム終了後、お預けの荷物は速やかにお

引き取りください。 

7． 駐車場 

公共の交通機関をご利用ください。  

8． 呼び出し 

緊急の場合のみ会場内のサブスライドを用いて行います。受付にご相談ください。 

9． 喫煙 

会場内はすべて禁煙です。  
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座長へのお願い 

1. ご担当のセッション開始時刻の 10分前までに次座長席にご着席ください。 

2. 予定時間内で、活発な討論が行われますよう、お願いいたします。 

演者へのお願い 
口演発表について 

1． 発表時間 

セッション名 発表時間 

症例検討 12分 （発表・討論含む） 

一般口演 10分 （発表 6 分、討論 4分） 

2． 発表データの提出 

PC受付（記念講堂ロビー）にて、発表セッションの開始約 20分前までに試写をお済ませく

ださい。 

3． 発表データについて 

・PC受付および口演会場ではWindows 7 を搭載した PC を用意いたします。 

・画面は 1面となり、パソコンの解像度は XGA（1024×768）です。 

・メディア（CD-R、USB メモリー）、または PC本体持込みにて発表データをお持ちください。 

・Macデータの場合は、必ず PC本体をお持込みください。接続用ケーブルコネクター、電

源ケーブルをご持参ください。 

・動画や音声を使用する場合も PC本体をお持込みください。 

メディア（CD-R、USB メモリ / Windows のみ）を持参される方 

1) データは、CD-R または USB メモリーでご持参ください。 

2) 使用出来ますアプリケーションソフトは Microsoft Power Point 2010/2013/2016 となります。 

3) ファイル名は、【演題番号 演題名.ppt】としてください。 

4) フォントは Windowsの標準フォント（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。 

5) 最新のウイルス駆除ソフトでお持込頂くメディアをチェックしてください。 

6) 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。 

7) 受付時にデータを発表用 PCにコピーさせて頂きます。コピーした発表データは、学会終了

後に事務局が責任を持って削除いたします。 

ご自身の PC を持参される方 

1) PC付属の電源ケーブルを必ずお持ちください。 
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2) 会場でご用意する PC ケーブルコネクターの形状は mini 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、あらかじめ解除してお持

ちください。 

5) PCは会場のオペレーターにお預けください。プロジェクターとの接続はオペレーターが行い

ます。発表後は会場内で PC をご返却いたします。お忘れにならない様、ご注意ください。 

6) 発表時の操作は演台上のマウスで行ってください。 

7) トラブルに備えて、CD-R または、USB メモリーでのデータのご持参をお勧めいたします。 

4． その他注意事項 

・発表原稿が必要な方は、あらかじめプリントアウトをお持ちください。会場でのプリントアウトは

対応しておりません。 

・次演者は前の演者の登壇と同時に次演者席にお着きください。  

・発表時のページ送りは、演台上にセットされたマウスを使用し、

ご自身で操作をお願いいたします。  

・PowerPointの機能の中にある「発表者ツール」は使用出来ませ

ん。 

ポスター発表について 

・演者は、発表時間になりましたら、各自のポスターパネル前に

て待機してください。  

・ポスターパネルサイズ：縦 190cm、幅 90cm以内(右図参照)演

題番号は事務局で準備いたします。演題名・所属・ 演者名は

ご自身でご用意ください。 

・上記サイズに収まる大きさであれば、様式は問いません。 

・貼付のための画鋲は事務局にて用意いたします。 

・全ポスターを審査対象にしたポスターアワードがございます。 

・ポスター貼付・発表・撤去時間（撤去されなかったポスターは事務局で処分いたします） 

貼付時間 発表時間 撤去時間 

8:10～10:00 10:10～10:55 発表 2分、討論 1分 16:00～18:00 

日本手外科学会雑誌に抄録を掲載しますので、口演・ポスター発表の方は、当日 800 字 以内

の抄録を記録したデータを PC センターヘご提出ください。症例検討の演者の方で、討論内容

をふまえた抄録を提出される場合には、研究会終了後 2 週間以内に事務局(長崎大学形成外

科医局宛)までお送りください。  
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日時： 平成 31年 2月 16日（土）7：30～8：10 

場所： 長崎大学 坂本キャンパス 医学部良順会館 専斎ホール 

 

 

 

日時： 平成 31年 2月 16日（土）12：00～13：00 

場所： 長崎大学 坂本キャンパス 医学部記念講堂 

講演： 「デュピュイトラン拘縮に対する手術と酵素注射療法の実際」 

 酒井昭典 先生 

 産業医科大学 整形外科学教室 教授 

単位： 日整会教育研修単位 1単位 

  必須分野 ＜10手関節・手疾患（外傷を含む）＞ 

 日手会教育研修単位 1単位 

共催： 第 40 回九州手外科研究会 

 旭化成ファーマ株式会社 

 

 

 

日時： 平成 31年 2月 16日（土） 15：00～16：00 

場所： 長崎大学 坂本キャンパス 医学部記念講堂 

講演： 「神経損傷に対する治療－神経再生誘導術を含めて－」  

 石河利之 先生 

 溝口外科整形外科病院 副院長 

単位： 日整会教育研修単位 1単位 

 必須分野 ＜8神経・筋疾患（末梢神経麻痺を含む）＞ 

 日手会教育研修単位 1単位 

共催： 第 40 回九州手外科研究会 

 東洋紡株式会社 

 

 

  

アフタヌーンセミナー 

ランチョンセミナー 

世話人会 
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交通案内 

会場：長崎大学 坂本キャンパス 医学部 記念講堂・良順会館 

〒８５２−８５２３   長崎県長崎市坂本１丁目１２−４ 

 

【交通機関をご利用の場合】 

◆ＪＲ長崎駅から 

路面電車・・・「長崎駅前」（１系統「赤迫」行） 「原爆資料館」下車 徒歩５分 

長崎バス・・・「長崎駅前」（８番系統「下大橋（医学部経由）」行または「三川町」行）  

「医学部前」下車 徒歩１分 

◆ＪＲ浦上駅から 

路面電車・・・「浦上駅前」（１系統「赤迫」行） 「原爆資料館」下車 徒歩５分 

◆長崎空港から 

県営バス・・・「長崎空港４番のりば」（昭和町・浦上経由 長崎方面行） 

 「浜口町」下車 徒歩５分  

長崎大学病院 

長崎大学医学部 

ローソン 

みらい長崎 
ココウォーク 

浦上駅 

原爆資料館 
電停 

デイリー 
ヤマザキ 

浜口町 
バス停 
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会場案内図 
 
 
 

  

良順会館 
記念講堂 

長崎大学医学部 

良順会館 1F 

専斎ホール 
世話人会会場 

口演会場 

記念講堂 

ポスター会場 

受
付 
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日 程 表 
時 間 内  容 

７：30～８：10 世話人会 

８：25～８：30 開会の挨拶  会長 田中  克己 

８:30～９:20 一般口演１ 演題 O-01～05 座長 峯  博 子 

９：20～10：00 一般口演２ 演題 O-06～09 座長 田中  祥継 

10：00～10：10 休  憩 

10：10～10：34 ポスター１ 演題 Ｐ-01～08 座長 佐々木裕美 

10：34～10：55 ポスター２ 演題 Ｐ-09～15 座長 大久保宏貴 

10：55～11：05 休  憩 

11：05～11：55 一般口演３ 演題 O-10～14 座長 飯田  博幸 

11：55～12：00 休  憩 

12：00～13：00 

ランチョンセミナー 

「デュピュイトラン拘縮に対する手術と酵素注射療法の実際」 
 座長 金谷  文則 

 
 産業医科大学整形外科学教室 教授 酒井  昭典 

13：00～13：20 総  会 

13：20～14：20 症例検討 演題 C-01～05 座長 善家  雄吉 

14：20～14：50 一般口演４ 演題 O-15～17 座長 宮﨑 洋一 

14：50～15：00 休  憩 

15：00～16：00 

アフタヌーンセミナー 

「神経損傷に対する治療 〜神経再生誘導術を含めて〜」 
 座長 清川  兼輔 

 
 溝口外科整形外科病院 副院長 石河  利之 

16：00～16：05 休  憩 

16：05～16：35 一般口演５ 演題 O-18～20 座長 辻 本  律 

16：35～17：05 一般口演６ 演題 O-21～23 座長 寺本憲市郎 

17：05～17：55 一般口演７ 演題 O-24～28 座長 光安  廣倫 

17：55～18：25 一般口演８ 演題 O-29～31 座長 安樂  邦明 

18：25～18：30 閉会の挨拶  会長 田中  克己 

 

（敬称略） 


