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回復期リハビリテーション病棟関係者の皆様におかれましては、新型コロナウイルス感染拡大に対して、日々大変な

ご苦労をされているとお察しいたします。 

ご承知の通り、感染拡大防御の視点から第 35 回札幌大会、第 37 回熊本大会、さらにはリハケア大会（第 36 回大阪

大会）と回復期リハビリテーション協会主催の研究大会が 3 大会続けて中止となりました。3 密を避けるためには大

規模大会の中止はやむを得ない対応と考えておりますが、日頃現場で実践されている工夫や研究を発表・共有する場

が約 2 年間に渡って途絶えることは、回復期リハビリテーション病棟の発展・活性化の妨げとなります。 

そこで、下記のような WEB での研究発表会を企画いたしました。手作りの研究発表会ですので、何かと制約・ 

ご不便をおかけしますが、是非ご参加いただきますようにお願いいたします。 

研究発表会要項 

＊以下にて、会期・事前参加登録・演題登録にてご案内致します。 

■会期■ 

 

【一般口演】 

「事前録画」した発表内容（一般口演）を上記①および②の期間に、動画にて配信致します。なお、どちらも 

（①および②）同じ発表内容の配信（一般演題：252題）となります。 

※プログラム（案）は、ホームページよりご確認ください。 

 

【一般ポスター】

個人参加 1人3,000円 ○（視聴可能） ×（視聴不可）

施設参加

1施設30,000円

（会員施設）

1施設50,000円

（非会員施設）

○（視聴可能） ○（視聴可能）

【一般口演】

ホームページにて、WEB閲覧可

（口頭発表はなし）

①リアル配信

2021年3月1日（月）～2日（火）

②オンデマンド配信

2021年3月3日（水）～31日（水）

※24時間視聴可能

2021年3月1日（月）～31日（水）事前参加登録区分



①リアルタイム配信 

2021年 3月 1日（月）9:00-18:00 頃～3月 2日（火）9:00-18:00 頃まで 

※WEB（ZOOM）での２日間リアルタイム配信となります。 

 

②オンデマンド配信 

2021年 3月 3日（水）11:00~3月 31日（水）23:59まで 

※上記期間内であれば、24 時間何度も繰り返し視聴頂くことが可能でございます。 

※配信開始時間は、11 時を予定しておりますが、作業等により多少タイムラグが発生する可能性がございます。 

予めご了承ください。 

【一般ポスター】 

以下期間、当協会ホームページにて、WEB閲覧可能です。 

2021年 3月 1日（月）11:00~3月 31日（水）23:59まで 

※掲載開始時間は、11 時を予定しておりますが、作業等により多少タイムラグが発生する可能性がございます。 

予めご了承ください。 

 

■事前参加登録■ 

事前参加登録期間※WEB開催のため、当日参加受付はございません 

「事前参加登録」は、以下①演題登録あり（個人参加）、②演題登録なし（個人参加）、③演題登録なし（施設参

加）の３パターンです。「演題登録」の有無により締め切りが異なりますので、ご注意ください。 

 

①事前参加登録（個人参加）＋演題登録：2020年 12月 2日（水）～12月 22日（火）15:00まで 

②事前参加登録のみ（個人参加）：2020年 12月 2日（水）～2021 年 2月 1日（月）15:00まで 

③事前参加登録のみ（施設参加）：2020年 12月 2日（水）～2021 年 2月 1日（月）15:00まで 

※「演題登録」をする方は、上記①よりお願い致します。個人単位での「参加登録」も必須となります。 

※締切後の個別対応は行いません。余裕をもってご登録くださいますようお願いいたします。 

 

登録方法 

回復期リハビリテーション病棟協会研修会 WEB 申込システムにて、以下①～③のパターンより申込をお願い致しま

す。 

※当協会ホームページの TOP ページ【2020 年度研究発表会 WEB 開催】から研修会 WEB 申込システムにお進みく

ださい。 



＜掲載場所イメージ＞ 

 

参加費※以下①～③の申込パターンより申込をお願いします 

 

※個人単位の申込は、回復期リハビリテーション病棟協会に所属する会員病院の職員に限ります。 

※「演題登録」に応募される方は、必ず上記①より申込をお願い致します。 

※上記①より、申込頂きました方には、受付完了自動配信メールに、「演題登録サイト」の URL がございますので、

そちらから、「演題登録」をお願い致します。なお、「演題登録」締切は、12月 22日（火）15時ですので 

余裕を持って、登録をお願い致します。 

 

＊ご案内事項＊ 

①「事前参加登録」の申込が完了すると、申込担当者のメールアドレスに受付完了の自動送信メールが届きます。 

（配信元：manabu@rehabili.jp）24 時間以内に届かない場合は、受付が完了していない可能性がございますので、

事務局（kaifukuki@rehabili.jp）にご連絡ください。 

なお、内容をご確認の上、「事前参加登録」の入力の誤りや修正を行いたい場合は、事務局（kaifukuki@rehabili.jp）

に速やかにご連絡ください。 

②いただいた個人情報は、当協会プライバシーポリシーに従い、研究発表会の目的及び統計上のデータとしての利用

以外には使用しません。 

参加者区分 参加費

① 個人参加＋演題登録 個人単位 1人3,000円 申込可能

② 個人参加のみ 個人単位 1人3,000円 申込不可

③ 施設参加のみ 施設単位※非会員可
1施設30,000円（会員施設）

1施設50,000円（非会員施設）
申込不可

事前参加登録
演題登録申込パターン



支払方法 

「参加費」の振込案内は、2 月上旬頃にメールにてご連絡をさせて頂く予定です。（個人参加・施設参加とも申込担当

者へ連絡予定です） 

 

キャンセル料 

研修会 WEB 申込システムにて、お申込頂いた時点で参加費が発生致します。申込後にキャンセルされた場合は、

やむを得ない事情で大会が開催されない場合を除いて、いかなる理由があっても返金致しかねますので 

あらかじめご了承ください。 

なお、キャンセルされる場合は、電話では受付しておりませんので、事務局（kaifukuki@rehabili.jp）までメール

にてご連絡をお願い致します。 

認定コースのポイント申請 

本研究発表会は例年の研究大会同様に、回復期リハビリテーション看護師、回復期セラピストマネジャー資格更新の

ポイントとなります。但し、ポイント付与対象は「個人参加」の方に限ります。個人参加の方には（上記認定者に関

わらず）、2 月中旬以降（予定）参加証明書を郵送にてお送り致します。 

聴講URL等のご案内 

以下を予定しておりますので、宜しくお願い致します。スケジュール等に変更等が生じた場合は、当協会ホームペー

ジにてご案内致します。 

 

 

 

【一般ポスター】

視聴・閲覧可否 ○（視聴可能） ×（視聴不可）
ホームページにて、WEB閲覧可

（口頭発表はなし）

視聴・閲覧方法
約10日前にZOOMの聴講URL等を

本人へメールにて通知

約10日前にパスワードを

本人へメールにて通知

（閲覧は、当協会ホームページにて可）

視聴・閲覧可否 ○（視聴可能） ○（視聴可能）
ホームページにて、WEB閲覧可

（口頭発表はなし）

視聴・閲覧方法
約10日前にZOOMの聴講URL等を

申込担当者へメールにて通知

約10日前に

パスワードを申込担当者へメールにて通知

（視聴は当協会よりホームページより

可）

約10日前にパスワードを

申込担当者へメールにて通知

（閲覧は、当協会ホームページにて可）

2021年3月1日（月）～31日（水）

個人参加

施設参加

会期

【一般口演】

参加登録

区分

①リアル配信

2021年3月1日（月）～2日（火）

②オンデマンド配信

2021年3月3日（水）～31日（水）

※24時間視聴可能

mailto:kaifukuki@rehabili.jp


■演題登録■ 

発表形式：「一般口演」および「一般ポスター」の2種類の演題形式にて募集致します 

※一般口演の演題数には上限があるため、口演希望が予定演題数を上回った場合は 1病院からの口演発表数を制限さ

せていただき、ポスター発表に変更させていただきます。恐れ入りますが、応募時の発表形式のご希望に添えない場

合もございますので、ご了承ください。 

 

①一般口演（発表時間 6 分、質疑応答 3 分） 

事前にセッション（1 セッション 6 演題）ごとに ZOOM Meeting にて収録を行います。 

演者は ZOOM Meeting にて各自「画面の共有」機能を利用して発表していただきます。発表後、セッションに参加し

ている 7 名（座長および演者 6 名）で質疑応答を行います。 

そのため口演発表の演者は ZOOM Meeting の機能を習熟しておいてください。 

研究発表会 2 週間前までに（2 月 1 日〜2 月 15 日頃を予定）1 時間の収録時間を設定しますので、その時間には必ず

参加してください。詳細については、改めてご連絡致します。 

 

②一般ポスター 

ポスターはＰＤＦにて提出していただき、当協会ホームページへ掲載し、3/1〜3/31 まで閲覧できるようにさせて頂

きます。詳細については、改めてご連絡致します。 

 

主題：いずれかの項目より応募をしてください 

 

 

 

1 ADL・QOL・参加

2 チームアプローチ　

3 退院支援・家族支援

4  摂食嚥下・栄養

5 高次脳機能・認知機能 

6  歩行・装具・ロボット・AI

7 医療安全

8 スタッフ教育・人材育成 

9  COVID-19

10 その他

カテゴリー



応募資格 

筆頭著者は、回復期リハビリテーション病棟協会会員病院の職員に限ります。 

※できるだけたくさんの方の発表機会を確保するため、一人一演題の応募に限らせて頂きます。 

ご了承ください。 

演題登録方法 

①演題の応募は、当協会の研修会 WEB 申込システムにて、事前参加登録（個人参加）が完了後に、受付完了メール内

に演題登録システムの URL がございますのでそちらから、応募をお願い致します。 

（配信元：manabu@rehabili.jp） 

②原則、文章の誤りや誤字脱字について、事務局では修正をいたしませんので十分に気を付けてください。 

③プログラム等の作成の都合上、共著者は「10 名・10 施設」まで入力が可能です。 

④演題名の文字数は（40 文字以内）、演題本文の文字数は、1000 文字以内（図表はなし）となっております。 

「演題本文」は、予め Word 等の文章作成ソフトで作成し、演題登録システムの入力欄にコピーしていただくことを

お勧めします。なお、誤字脱字には十分に気をつけてください。 

⑤こちらから何か連絡が必要な際は、基本的に筆頭著者の方へご連絡致します。 

⑥演題登録完了後、登録完了メールが自動送信されます。24時間以内にメールが届かない場合は、回復期事務局ま

でご連絡ください。登録した演題は演題登録期間中は、（12 月 22 日 15 時まで）何度でもご自身で演題登録 

システムにて修正することができます。12 月 22 日 15 時以降の変更等は、演題システムから出来ませんので、回

復期事務局へ必ずメール（kaifukuki@rehabili.jp）にてお知らせください。 

⑦ご登録いただきました演題を取り下げる場合は、原則不可ですが、やむを得ない事情で取り下げる場合は、回復期

事務局へ必ずメール（kaifukuki@rehabili.jp）にてお知らせください。なお、取り下げ時期により、プログラム

の所属、氏名が削除出来ない可能性がございます。予めご了承ください。 

応募にあたり注意事項※必ずご確認いただき、応募をお願い致します 

①応募した演題タイトル・内容と実際の発表内容が大幅に変わることのないようにしてください。 

②演題申込をする前に、必ず共著者全員の了解を得た上で応募してください。 

③他学会や雑誌等で既に発表済みの演題や、内容が極めて類似している演題の応募はできません。 

④採択する演題は、本大会の目的や趣旨にふさわしい内容で、回復期リハビリテーションの普及・発展に有益なもの

といたします。 

⑤演題の採否、形式および分類の最終決定は会長が行います。また、プログラム編成の都合により、演題応募時に選

択した形式・分類と異なる場合があります。 

⑥採択された演題の取り消しや形式等の変更はできません。 

⑦筆頭著者が発表できない場合は、必ず共著者が発表を行ってください。 

⑧抄録に関する著作権は回復期リハビリテーション病棟協会および筆頭著者に帰属します。 

 

mailto:kaifukuki@rehabili.jp
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応募演題発表に関する倫理上の注意 

①ヘルシンキ宣言に沿った研究であることをご確認ください。特にプライバシーの侵害や人体に影響を与える研究に

関しては、対象者に説明と同意を得たことを本文中に必ず明記してください。 

②原則として厚生労働省の「臨床研究に関する指針」などの医学研究に関する指針に従ってください。 

③個人情報保護のため、以下の倫理的配慮をお願いいたします。 

④患者の氏名、患者ＩＤ番号、イニシャルまたは「呼び名」、画像情報などの番号は記載しないでください。 

⑤患者の住所は記載しないでください。但し、疾患の発生場所が病態等に関与する場合は区域 までに限定して記載す

ることを可とします。（東京都、新宿区など） 

⑥日付は、個人が特定できないと判断される場合は年月まで記載することを可とします。 

⑦他院などで治療やケアを受けている場合、その施設名ならびに所在地を記載しないでください。 

⑧発表スライドに顔写真を提示する際は、個人が特定できないように加工をしてください。 

⑨以上の配慮をしても個人が特定される可能性のある場合は、発表に関する同意を患者自身（または遺族か代理人、

小児では保護者）から得るか、倫理委員会の承認を得てください。 

⑩当日の発表に際しては、演題発表に関する利益相反(conflict of interest:COI)の開示を行ってください。なお、利

益相反の有無にかかわらず、全ての発表者にご開示いただく必要がございますので、宜しくお願い申し上げます。 

発表形式の決定通知 

基本的には、筆頭著者が発表者扱い（一般口演・一般ポスター※ポスターは発表はございません）となります。 

また、演題の発表形式の決定は、会長にご一任をお願い致します。 

決定の発表は、本大会ホームページに掲載する予定です。（2021 年 1 月中旬を予定）。必ずホームページ上で 

ご確認ください。 

認定コースのポイント申請 

発表に関しても、本研究発表会は例年の研究大会同様に、回復期リハビリテーション看護師、回復期セラピストマネ

ジャー資格更新のポイントとなります。詳細は改めてご案内します。 

その他 

一般口演・一般ポスターともに、大会中に期間を限定して WEB での質問を受け付ける予定ですので、質問を受けた

演者は質問に対する返答をお願いします。詳細は改めてご案内致します。 

 

以上、詳細等については、確定次第、当協会ホームページにて随時ご案内させて頂きます。皆様のご参加を心よりお

持ちしております。 

＜問い合わせ先＞ 

一般社団法人回復期リハビリテーション病棟協会（事務局） 

〒101-0047 東京都千代田区内神田 1-18-12 内神田東誠ビル 9 階 

TEL：03-5281-8531、FAX：03-5281-8535 

Email：kaifukuki@rehabili.jp 


