
【会場発表】

・会場にて対面でのご発表になります。

・発表日時を指定することはできません。

・発表にはパワーポイントを用いてください。

・発表時間は、発表７分、討論３分、計１０分です。

 

【オンデマンド配信発表】

・ご自身で作成いただいた発表動画を用いてオンデマンド配信でご発表いただきます。

・発表にはパワーポイントを用いてください。

・発表時間は、発表７分です。

・発表動画の作成方法などは後日ご案内いたします。

・動画提出の〆切は 6月 30日（金）を予定しています。

発表方法は会場やプログラムの都合上、変更される場合があることを承認の上、演題登録を

お願い致します。

カテゴリーの選択方法

・下記のカテゴリーから選択をお願いします。

＝一般演題＝

《一般演題》在宅における生活習慣病

《一般演題》在宅における摂食嚥下機能障害

《一般演題》在宅における低栄養（褥瘡・サルコペニア）

《一般演題》在宅におけるターミナルケア

《一般演題》在宅における認知症

《一般演題》トランジショナルケア（入退院支援）

《一般演題》地域包括ケア（栄養ケアステーション、地域ケア会議）

《一般演題》地域共生社会（医療的ケア児 ( 者 )・障害児 ( 者 )・母子）

《一般演題》その他 

演題名の記載方法

・文字数は副題を含めて 50 文字以内とします。

演題登録要綱

演題募集期間

＜一般演題＞　2023 年 3月1日（水）13：00～ 4月 16日（日）24：00

演題登録フォームから演題登録と要旨の投稿を行ってください。

筆頭発表者は１人１演題とします。一度ご提出いただいた要旨は、差し替えできません。

共同演者の氏名、施設名など、また本文の誤字・脱字・変換間違えなどをよくご確認のうえ

提出してください。ご登録の際は、登録フォームに直接要旨などの原稿情報を打ち込むので

はなく、一度登録フォームをご覧いただいたうえで、ワードなどで作成したものをコピーして

ご登録されることをお勧めいたします。

筆頭研究者（発表者）の記入方法

・筆頭研究者氏名 ( 姓 ) 、氏名 ( 名 ) ：テキストボックスに記載ください。

・氏名ふりがな ( 姓 ) 、氏名ふりがな ( 名 )：平仮名でテキストボックスに記載ください。

・施設名・所属名：テキストボックスに記載ください。

（施設名、所属名がない場合は「無し」と記入してください。）

・電話番号：ハイフンなしで記載してください。

・E-mail( メールアドレス )：テキストボックスに、半角固定 ( 半角英数記号 ) で記載ください。

・E-mail※確認用( メールアドレス )：再度記載ください。

・会員番号：4  桁の数字で記載をお願いします。

（《入力例》会員番号 708 番の場合は、0708 と入力をお願いします。）

・所属ブロック：ご自身の所属するブロックを選択してください。

共同研究者の記入方法

共同研究者の氏名・所属を記載ください。

（《入力例》栄養花子（栄養大学）、在宅太郎（在宅医療センター））

文字数制限：200文字以内

・単独発表の場合は「共同研究者なし」と入力してください

・共同研究者が書き込めない場合は事務局へご相談ください

演題発表方法の選択

会場発表とオンデマンド配信発表のいずれかを選択してください。

いずれもパワーポイントを使用した口頭発表になります。

要旨の内容

・【緒言】・【方法】・【結果】・【考察】からなる構造化抄録としてください。

要旨の記載方法

・発表演題要旨（抄録）の本文は、８００文字以内にまとめてください。

８００文字を超える場合は、受け付けられませんのでご注意ください。

・登録フォームの文字数制限をかけている欄について、改行して作成した場合、改行は 1 文

字と認識しますので、改行位置によっては 800 字をオーバーする場合があります。その場合

は改行しない書式で抄録集に掲載されますことをご了承願います。

・発表演題要旨の本文に図表を添付することはできません。

・ご提出いただきました要旨は、修正、差し替えは受け付けませんので、よく確認して投稿し

てください。

・英数字は半角、句読点はかな入力（「。」「、」）、緒言などの小見出しは【】で囲んでください。

倫理委員会承認の明記

・人（患者やボランティア等）を対象とした研究等で、倫理委員会の承認を取得している場合

には、登録フォームの該当欄に入力してください。

＜利益相反（COI）の申告に関するお願い＞

日本在宅栄養管理学会学術集会では、講演・発表される筆頭演者は、利益相反

（conflict of interest：COI）の有無にかかわらず、利益相反の状態を申告する必要があります。

本会の COI 規定を参照のうえ、当日の発表時に利益相反についての情報開示をお願いいたし

ます。

１．開示対象期間

抄録提出時より前年 1  年分（講演・発表する内容に関してのみ）。

２．一般演題（口演）発表者へのお願い

発表スライドに利益相反自己申告に関するスライドをタイトルの次（2 枚目）に加えてくだ

さい。 

在宅訪問管理栄養士認定資格更新単位について

一般演題発表により、学術集会参加単位 2単位に加え、2単位（共同研究者 1単位）が加算

されます。
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