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第33回全国介護⽼⼈保健施設⼤会 兵庫

演題登録⽇程：【受付開始】4⽉13⽇（⽔）正午〜 【締切】6⽉15⽇（⽔）正午 

新しく演題を登録する際は、「新規登録」ボタンを押してください。登録済みの⽅は、「登録編集」ボタンからログインしてくだ

さい。

演題名、抄録要旨、発表の狙い、抄録本⽂等を演題登録締切までにすべてご登録ください。

 ※締切時点で登録情報に不⾜がある場合は、採択されない可能性もありますのでご注意ください。

発表⽤PDFデータは「採択」された演題のみアップロード可能です。

受付中 

登録期間：2022年4⽉13⽇〜6⽉15⽇

受付中 

更新期間：2022年4⽉13⽇〜6⽉15⽇

受付期間外 更新期間：2022年7⽉25⽇〜9⽉9

⽇

演題登録に関するお問い合せ

第33回全国介護⽼⼈保健施設⼤会 兵庫 運営事務局 

⽇本コンベンションサービス株式会社 関⻄⽀社 

〔担当〕 後藤・平出・⼭⼝

〒541-0042 ⼤阪市中央区今橋4-4-7 京阪神淀屋橋ビル2階 

TEL：06-6221-5937 

E-mail：info-33roken_hyogo@convention.co.jp 

営業時間：9:30〜17:30（⼟・⽇・祝⽇休業）
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お問合わせ 使い⽅

トップページ 登録編集 演題登録マイページ

新規登録

登録編集

PDF登録

ログアウト
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演題登録コード

演題登録コード

演題登録コードは、⼤会参加登録後に送付される確認メールに記載されています。 

⼤会参加登録を⾏っていない⽅は、まずは、⼤会ホームページより⼤会参加登録を⾏ってください。

戻る 送信
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お問合わせ 使い⽅

トップページ 登録編集 演題登録マイページ
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仮登録メール送信フォーム

演題を新しく登録します。メールアドレスは半⾓英数で⼊⼒してください。 

登録されたメールアドレスに本登録URL、演題登録番号、パスワードを記載したメールを endai@roken.or.jp より送信します。 

72時間以内に本登録を⾏わない場合、送信された「演題登録番号、パスワード」等は無効となりますので、その場合は、改めて

仮登録を⾏ってください。

 ※施設共通メール等、同じメールアドレスで複数の演題を登録することも可能です。 

 ※演題登録番号とパスワードは仮登録を⾏うたびに異なる番号、パスワードが発⾏されます。

メールアドレス（連絡先） toiawase@sample.jp

メールアドレス（確認!）

■メールの受信設定について

  メールアドレスのセキュリティ設定や迷惑メール対策等でメールが届かない場合があります。 

  仮登録メールを送信する前に（@roken.or.jp）ドメインからのメール受信許可設定をお願いいたします。 

  特に、携帯電話・スマートフォンのメールアドレス、フリーメールアドレスの⽅は、必ずご確認ください。

  メールの受診設定⽅法については、ご利⽤の携帯電話会社、メールサービスプロバイダーにご確認ください。

戻る 送信
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お問合わせ 使い⽅

トップページ 登録編集 演題登録マイページ

新規登録

ログアウト
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仮登録メール送信完了

登録されたメールアドレスへ、endai@roken.or.jpより本登録URL、登録番号等を送信いたします。 

仮登録メール送信後から72時間以内に本登録を⾏わない場合、仮登録が無効となりますので、ご注意ください。 

 ※仮登録メールが「迷惑フォルダ」に振り分けられているケースもありますので、 

  未着の場合、まずは「迷惑フォルダ」をご確認ください。
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お問合わせ 使い⽅

トップページ 登録編集 演題登録マイページ

新規登録

ログイン

ログアウト
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ログイン

演題登録番号

パスワード

仮登録メールに記載されている「演題登録番号」と「パスワード」を⼊⼒してください。

ログイン

「演題登録番号」と「パスワード」が不明な場

合は「お問合わせ」フォームよりご照会くださ

い。
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お問合わせ 使い⽅

トップページ 登録編集 演題登録マイページ

演題登録

お問合わせ

ログアウト
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所属組織登録

1.施設共通メール等、同じメールアドレスで複数の演題を登録することも可能です。 

2.演題登録番号とパスワードは登録を⾏うたびに異なる番号、パスワードが発⾏されます。 

都道府県名： ---

勤務先・会員施設名検索:

全⽼健正会員と⽀部名を選択することが可能です。 

勤務先・会員施設名称の⼀部で検索できます。 

勤務先が表⽰され無い場合⼜は個⼈賛助会員はお問合わせください。

検索

検索結果： 3,626 件の勤務先・会員施設名を表⽰ 

該当会員施設⼀

覧：

⽼⼈保健施設苫⼩牧健樹園  (北海道) 

介護⽼⼈保健施設健寿苑  (北海道) 

介護⽼⼈保健施設リラコート愛全  (北海道) 

旭川⽼⼈保健施設ふれあい  (北海道) 

介護⽼⼈保健施設コミュニティホーム⽩⽯  (北海道) 

介護⽼⼈保健施設みどりの苑  (北海道) 

介護⽼⼈保健施設グラ ドサ ⻲⽥ (北海道)

所属組織名は変更できません。ご確認の上「登録ボタンを押してください」

登録
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お問合わせ 使い⽅

トップページ 登録編集 演題登録マイページ

新規登録
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演題名：

筆頭発表者名：  

STEP1 発表者情報 登録・更新

※は必須項⽬です。

演題登録番号 3310189

パスワード ********

メールアドレス 0000000@00000.com

所属機関1 ○○ ⽼⼈保健施設

住所

電話番号※ 000-000-000

内線番号

FAX番号※ 000-000-000

登録担当者⽒名

フリガナ

筆頭著者⽒名※

機種依存⽂字 髙、﨑、などでの登録が可能ですが、お使いのPCによってはお送りし

たメール内で？として表⽰されます。

フリガナ※

職種※ 選択してください

その他職種⼊⼒

上記「職種」で「その他」を選択した場合必須

所属機関2

お問合わせ 使い⽅

トップページ 登録編集 演題登録マイページ

演題登録

姓： 名：

セイ： メイ：

姓： 名：

セイ： メイ：

ログアウト
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所属機関3

共同発表者1⽒名

所属機関 1 2 3

共同発表者2⽒名

所属機関 1 2 3

共同発表者3⽒名

所属機関 1 2 3

共同発表者4⽒名

所属機関 1 2 3

共同発表者5⽒名

所属機関 1 2 3

所属機関の登録情報等に変更がある場合は「お問合わせ」フォームより演題登録番号と変更内容等をお送りください。

戻る 確認

copyright(c) 公益社団法⼈ 全国⽼⼈保健施設協会 . All Rights Reserved.

姓： 名：

姓： 名：

姓： 名：

姓： 名：

姓： 名：
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演題登録期間を過ぎると、更新・編集等はできません。登録締切時点の⼊⼒内容が最終登録内容となります。 

締切⽇程までにSTEP1〜3までの必要項⽬を⼊⼒し、不備や間違い等がないか、必ず確認してください。 

登録情報に不⾜等がある場合は、採択されません。 

問合せの多い質問と回答を、「使い⽅サイト」に掲載していますのでご確認ください。

演題名：

筆頭発表者名： テスト 太郎

採択状況:「未採択」

※採択されるまで「未採択」と表⽰されます。採択された演題は「採択」と表⽰されます。

演題登録：2022年4⽉13⽇〜6⽉15⽇

発表者⽒名、演題カテゴリを登録します。

演題登録：2022年4⽉13⽇〜6⽉15⽇

演題名、発表の狙い、抄録要旨を登録します。

抄録本⽂⼊⼒：2022年4⽉13⽇〜6⽉15⽇

本⽂、図表を登録します。

登録されている演題を公開⽤抄録形式で表⽰確認することができ

ます。 

公開⽤抄録形式

登録されている演題をWord形式のファイルでダウンロードし確

認することができます。 

上記ファイルは、あくまで登録確認⽤の形式です。公開⽤抄録の

レイアウトとは異なります。 

3310189.docx.zip

 

 

「STEP4 発表⽤PDFアップロード」は「採択」演題のみアップロードボタンが表⽰されます。
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お問合わせ 使い⽅

トップページ 登録編集 演題登録マイページ

演題登録マイページ

STEP1 発表者情報 登録・更新

STEP2 演題概要 登録・更新

STEP3 本⽂・図表 登録・更新

ログアウト
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演題名：

筆頭発表者名： テスト 太郎

STEP2 概要 登録・更新

※は必須項⽬です。

演題発表形式 ※ ⼝演

演題カテゴリ 

第1群 ※
101 ⼊所

演題カテゴリ 

第2群 ※
201 種々の経験に基づく意⾒

演題カテゴリ 

第3群 ※
Ａ3301_全般的なケア/利⽤者の状態（ADL等）の向上

演題名 ※ 介護⽼⼈保健施設における○○○○に する取り組み

制限⽂字数は残り1⽂字です。この字数を超えると登録できません。 

改⾏およびスペース（全⾓半⾓共に）は、1⽂字としてカウントします。  

例）介護サービスの質の向上をめざして

副題 ○○についての考察

制限⽂字数は残り16⽂字です。この字数を超えると登録できません。 

改⾏およびスペース（全⾓半⾓共に）は、1⽂字としてカウントします。  

抄録要旨

（対象、⽅法、

結果考察） ※

抄録要旨抄録要旨抄録要旨抄録要旨抄録要旨抄録要旨抄録要旨抄録要旨抄録要旨抄録要旨抄録要旨抄録

要旨抄録要旨抄録要旨抄録要旨抄録要旨抄録要旨抄録要旨抄録要旨抄録要旨抄録要旨抄録要旨抄録要旨

抄録要旨抄録要旨抄録要旨

制限⽂字数は残り96⽂字です。この字数を超えると登録できません。 

改⾏およびスペース（全⾓半⾓共に）は、1⽂字としてカウントします。

※演題発表の際の振り分けの参考に使⽤するとともに⽇程集に掲載いたします。  

抄録本⽂の趣旨（要旨）を簡潔にご記⼊ください。

抄録集へ掲載時、改⾏を除いて掲載されます。

発表の狙い

（発表⽬的） ※
⽼健での介護がより安定した物にするため

制限⽂字数は残り31⽂字です。この字数を超えると登録できません。 

改⾏およびスペース（全⾓半⾓共に）は、1⽂字としてカウントします。  

※演題発表の際の振り分けの参考に使⽤するとともに⽇程集に掲載いたします。 

抄録集へ掲載時、改⾏を除いて掲載されます。

演題中の個⼈情

報の取扱につい

て ※

対象者より同意書を得ている

個⼈情報の取扱について詳しくはこちらをご参照ください。  

同意書は筆頭発表者⾃⾝で保管して頂き、求められたらすぐに提出でき量に保管してください。

「演題名」「抄録要旨」「発表の狙い」等の登録内容に著しい不備等がある場合、採択されませんのでご注意ください。

戻る 確認
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お問合わせ 使い⽅

トップページ 登録編集 演題登録マイページ

演題登録

ログアウト
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第33回全国介護⽼⼈保健施設⼤会 兵庫

演題名： 介護⽼⼈保健施設における○○○○に する取り組み

筆頭発表者名： テスト 太郎

STEP3 本⽂・図表 登録・更新

※は必須項⽬です。

抄録本⽂ ※ 抄録本⽂制限⽂字数は2400⽂字です。抄録本⽂制限⽂字数は2400⽂字です。抄録本

⽂制限⽂字数は2400⽂字です。抄録本⽂制限⽂字数は2400⽂字です。抄録本⽂制限

⽂字数は2400⽂字です。抄録本⽂制限⽂字数は2400⽂字です。抄録本⽂制限⽂字数

は2400⽂字です。抄録本⽂制限⽂字数は2400⽂字です。抄録本⽂制限⽂字数は

2400⽂字です。抄録本⽂制限⽂字数は2400⽂字です。抄録本⽂制限⽂字数は2400

⽂字です。抄録本⽂制限⽂字数は2400⽂字です。抄録本⽂制限⽂字数は2400⽂字で

す。抄録本⽂制限⽂字数は2400⽂字です。抄録本⽂制限⽂字数は2400⽂字です。抄

録本⽂制限⽂字数は2400⽂字です。抄録本⽂制限⽂字数は2400⽂字です。抄録本⽂

制限⽂字数は2400⽂字です。抄録本⽂制限⽂字数は2400⽂字です。抄録本⽂制限⽂

制限⽂字数は残り2001⽂字です。この字数を超えると登録できません。 

改⾏およびスペース（全⾓半⾓共に）は、1⽂字としてカウントします。 

制限⽂字数は2400⽂字です。この字数を超えると登録できません。 

改⾏タグの⼊⼒は不要です。「通常の改⾏した⽂」を改⾏として認識いたしますの

で、word・メモ帳等で作成し、コピー・貼付けすることをお勧めします。 

 ※改⾏およびスペース（全⾓半⾓共に）は、1⽂字としてカウントします。 

 ※演題登録時に""（半⾓ダブルクォーテーション）は使⽤しないでください。

図表1 「図表」の登録は最⼤5点まで、画像ファイル形式はJPEG、GIF、PNGで1ファイルの

最⼤サイズは3MB以下とします。 

test.pngファイルを選択

ファイルの選択を解除する

図表2 選択されていませんファイルを選択

図表3 選択されていませんファイルを選択

図表4 選択されていませんファイルを選択

図表5 選択されていませんファイルを選択

「抄録本⽂」の登録内容に著しい不備等がある場合は、採択されませんのでご注意ください。

戻る 確認
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第33回全国介護⽼⼈保健施設⼤会 兵庫

演題名： 介護⽼⼈保健施設における○○○○に する取り組み

筆頭発表者名： テスト 太郎

STEP4 発表⽤PDFアップロード

発表⽤データはPDFのみです。 

 ※アップロードできるPDFファイルは1ファイルのみで、ファイルサイズは50MB以下です。

 ※スライド枚数は10ページ以下としてください。 

 ※会場で使⽤するPCのOSはWindows7以上でアプリケーションはAcrobat readerです。

発表⽤PDFデータ 選択されていませんファイルを選択

アップロードしたPDFが⼤会当⽇の発表データとなります。

戻る 確認

  

pdfファイルをアップロードいただいてから、ダウンロード可能となるまでに多少の時間が掛かります。少々お待ちください。 

  

万⼀アップロードができない場合、アップロードができていない場合は「File not found」と表⽰されます。 

こちらからお問合わせください。
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