参加登録について
日時：2 月 23 日（土）9：00 ～ 17：00
2 月 24 日（日）8：30 ～ 15：00
場所：龍谷大学 大宮キャンパス 東黌 1 階エントランスホール
当日参加費：
当日登録費
員

8,000 円

非会員

10,000 円

会
会

員（かつ財団会員） 7,000 円

非会員（かつ財団会員） 9,000 円
学

生

懇親会（情報交換会）

5,000 円
1,000 円

SIG（Special Interest Group[テーマ毎の分科会]）について
本学会大会では、Special Interest Group（SIG）を企画しています。それぞれのテーマについて
実際に取り組んでいる方、関心のある方が集まる情報共有の場を提供できればと考えています。
日時：2 月 24（日）9:00 ～ 10:00
下記のテーマの SIG を設定しております。事前の受付は必要ありません。当日、各会場にお越し
下さい。
※本大会参加者であれば、学会非会員でもご参加いただけます。
会場：龍谷大学 大宮キャンパス 東黌 2 階
201 がん患者遺族のグリーフケア（進行役：米虫 圭子）
202 グリーフを支援する人のケア（進行役：瀬藤 乃理子）
203 遺族会の運営（進行役：黒川 雅代子）
207 救急・災害領域 [ 自死含む ] でのグリーフケア（進行役：村上 典子）
208 さまざまな立場でグリーフを考える（進行役：坂口 幸弘）
209 子どもを亡くした遺族のグリーフケア（進行役：多田羅 竜平）
210 医療機関で遺族を診ること（進行役：大西 秀樹・石田 真弓）

ご案内事項
・会期中は、当日受付でお渡しする参加証をつけて下さい。
・会場内での撮影、および録音は禁止させていただきます。
・講演会場内での携帯電話のご使用は禁止させていただきます。また、会場内では、電源を切るか、
マナーモードに設定して下さい。
・クロークはございませんのでご注意下さい。
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連絡先
【運営事務局】
有限会社あゆみコーポレーション
〒 550-0001 大阪市西区土佐堀 1 丁目 4 番 8 号 日栄ビル 703A
TEL.06-6441-5260 FAX.06-6441-2055
E-Mail：gandb@a-youme.jp
【会期中】
1 階エントランスホール受付
E-mail：gandb@a-youme.jp

座長の皆様へのご案内
1.座長受付について
・座長受付は設けておりません。ご自身のセッション開始の 10 分前に会場にお越しいただき、会場
内前方にございます「次座長席」にご着席下さい。

2.進行
・講演の進行は座長の先生にご一任とさせていただきます。セッションの終了時刻は厳守していた
だきますようご協力の程よろしくお願いします。

演者の皆様へのご案内
1）ご講演の先生へ
1.PC 試写、受付について
・ご自身のセッションが始まる 1 時間～ 30 分前までに 1 階受付にお越し下さい。
・控室にご案内の後、控室の試写用 PC にてスライドを確認させていただきます。
・発表データは USB フラッシュメモリーにてご持参下さい。
・ご自身のセッション開始の 10 分前に会場にお越しいただき、会場内前方にございます「次演者席」
にご着席下さい。
＜以下の場合は、PC（および外部モニター出力端子）をご持参下さい＞
・Macintosh を使用される場合
・動画 / 音声データを使用される場合
【PC 持参の場合の注意事項】
・バックアップデータも合わせてお持込下さい。
・PC 本体はセッションが始まる講演 20 分前までに、控室の PC 受付にお持込下さい。
・学会でご用意する接続コネクターは HDMI 端子です。PC の外部モニター出力端子の形状をご確
認下さい。変換が必要な場合はご持参下さい。
HDMI 端子

・PC の AC アダプターは必ずご持参下さい。
・スライドと動画ファイルがございます場合は、全データを同じフォルダに入れて下さい。
・予めスクリーンセーバー並びに省電力設定は「なし」に、パスワード設定も解除して下さい。
・お持込いただく PC に保存されている貴重なデータの損失を避けるため、事前にデータのバック
アップをお勧めします。
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2. 進行について
・ご講演は予めご連絡をさせていただいております時間でお願いします。当日の進行は座長にご一
任しておりますので、よろしくお願いします。
3.PC 発表スライドの作成についてのご案内
・会場内備え付けの PC（Windows10）か、PC をお持込下さい。
・PowerPoint の解像度（スライドのサイズ）は「16：9（ワイド画面）」となります。この環境で
画面の全てが不具合無く表現される事を予めご確認下さい。その他、ご発表スライドの作成方
法については、下記をご参照下さい。
【データ持込の際の注意事項】
1. 学会でご用意している PC（Windows）には Windows10 の PowerPoint（2016）をインストー
ルしております。同環境にて正常に作動するデータをご用意下さい。
2. フォントは文字化けを防ぐため、MS ゴシック、MS 明朝、MSP ゴシック、MSP 明朝、Arial、
Century、Times New Roman のいずれかの Windows 標準フォントをご使用下さい。
3. ファイル名は「セッション名 _ 発表者名 .ppt」として下さい。
（例：シンポジウム 1_ 東京一郎 .ppt）
4. 発表データに静止画やグラフ等のデータをリンクさせている場合は、必ず元データを同じフォ
ルダに保存していただき、事前に動作確認をお願いします。
5. 静止画は JPEG 形式での作成を推奨します。
6. お持込になる USB フラッシュメモリーのウイルスチェックを事前に行って下さい。
7. お預けいただいたデータは発表後責任をもって事務局で消去します。
8. 以下の場合についてはご自身の PC をお持込下さい。
・Macintosh を使用される場合
・動画 / 音声データを使用される場合

2）ポスター発表の先生方へ
1. ポスター貼付、発表、撤去
ポスターは下記の時間で貼付、発表、撤去をお願いします。
貼付時間 2 月 23 日（土） 9：00 ～ 10：00（推奨）
発表時間 2 月 23 日（土）16：15 ～ 17：00
撤去時間 2 月 24 日（日）16：00 ～ 17：00（推奨）
※撤去時間を過ぎても撤去されていない場合は、事務局で処分させていただきますのでご了承下さ
い（保管、郵送による返却は行いません）。
※到着が遅れる場合、早く帰る必要がある場合は上記期間外に貼付、撤去して下さい。
2. 発表時間
座長は設けず、自由討論式となっております。開始の 10 分前までに、ご自身のポスターパネル
前にスタンバイをお願いします。
3. 進行
ポスターパネルに設置している発表者用の黄色いリボンを胸につけ
てご発表下さい。発表後は、リボンを元の場所にお戻し下さい。

75cm
15cm

4. ポスター作成要領は以下の通りです。
・ポスターパネルサイズは縦 115cm ×横 75cm です。
・演題番号（縦 15cm ×横 15cm）、養生テープは学会にて用意します
（画鋲不可）。
・演題番号の横に貼付する、演題名、発表者名、共著者名、所属（発
表者は先頭に記載し、氏名の前に○をつける）の表示を、縦 15cm
×横 60cm で準備して当日掲示して下さい。
・有効スペースは縦 100cm ×横 75cm で、A3 サイズ横向きで縦に 3
枚を目安にして下さい。

100cm

演題
番号

演題名
所属、氏名

15cm

60cm

発表内容を
貼付して下さい。
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次回のお知らせ
・大会名：第 2 回日本グリーフ＆ビリーブメント学会学術大会
・テーマ：
「遺族の悲嘆に、われわれは何ができるのか」
・会

長：村上

典子（神戸赤十字病院 心療内科 部長）

・会

期：2020 年 2 月 29 日（土）～ 3 月 1 日（日）

・会

場：龍谷大学 大宮キャンパス 東黌（とうこう）
〒 600-8268 京都市下京区七条通大宮東入大工町 125-1
JR 東海道本線・近鉄京都線「京都」駅下車、北西へ徒歩約 10 分（市バス約 3 分）
京阪本線「七条」駅下車、西へ徒歩約 20 分
阪急京都本線「大宮」駅下車、南へ徒歩約 20 分（市バス約 5 分）
【最寄りのバス停】市バス 七条大宮・京都水族館前

・内

容：基調講演、一般演題 [ 口演またはポスター ] など（予定）

