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ごあいさつ / 開催概要

第33回全国介護老人保健施設大会 兵庫
大会会長 森村 安史

（公益社団法人全国老人保健施設協会 兵庫県支部長）

第33回全国介護老人保健施設大会 兵庫は、令和4年9月22日(木)と23日(金)の2日間の日程で、

神戸ポートピアホテルと神戸国際会議場で開催します。

大会テーマは「新たな時代をいきぬくために ～今、老健ができること～」。少子高齢化社会が

進み、様々な問題を抱えている現在の日本で、コロナ禍後の社会がどのように変わっていくのか、

また、その社会ではどのような対応が老健に求められているのかを老健で働く皆様とともに考えて

いく大会にしたいと思っております。

コロナウイルス感染症が猛威を振るい、第31回大会及び第32回大会が中止となり、3年ぶりの全

国大会開催は、新しいスタイルでの初めての開催となりますが、感染症予防には最大の注意を払い、

充分配慮しながら準備も進めております。

今後全国どの地でも大会を開催してほしい、また、これからの社会構造の変化等をも考え、会場

への参加人員規模を2,500名とさせていただきました。

今まで様々な諸事情等で全国大会への参加ができなかった皆様にも是非大会に参加いただきたく、

大会初の試みとしてオンライン配信でも大会に参加できるようにご用意しております。

ぜひ、神戸の会場へお越しいただき、そして、オンラインから大会に参加いただき、皆様と共に

過ごせる時間を楽しみに心からお待ち申し上げております。

◆ 大会テーマ 新たな時代をいきぬくために ～今、老健ができること～

◆ 開催会期 令和４年９月２２日（木）～９月２３日（金）

◆ 会 場 神戸ポートピアホテル 、神戸国際会議場

◆ 大会会長 森村 安史（公益社団法人全国老人保健施設協会 兵庫県支部長）

◆ 主 催 公益社団法人全国老人保健施設協会

◆ 参加募集人数 会場参加：２,５００名 、Web参加：１,５００名（予定）

◆ 募集演題数 ６３０演題 （口演発表のみ）

本大会は、会場参加・Web参加を併用したハイブリッド方式にて開催いたします。
現地開催にあたりましては、万全の感染対策を行いますので、安心してご参加ください。
併せて大会ホームページ上に特設サイトを設置し、Web参加者にライブ映像を視聴いただく予定
となっております。また、会期後の録画配信を予定しております。
※ 録画配信期間は、ホームページをご確認ください。

■ ごあいさつ

■ 開催概要
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日程

※ ：Web視聴可能・録画配信予定有

※ 2日目のサブ会場は、会場参加のみ聴講可能となります。

会場参加 Web参加（ライブ配信） 録画配信

開会式・表彰式
特別講演
パネルディスカッション
教育講演Ⅰ・Ⅱ
シンポジウム
トークショー
閉会式

〇 〇 〇

演題発表（口演発表のみ） 発表/聴講
〇

聴講のみ
〇

〇

一般講演
教育講演Ⅲ

〇 ― ―

福祉・医療機器展 〇 ― ―

※ 講演者が許可しない場合の撮影（録画）・録音は、固くお断りいたします。ライブ配信・録画配信視聴につきましても、
録音・映像の撮影（スクリーンショットを含む）・コピー・データダウンロード等は一切禁止いたします。
なお、主催者は報道関係・記録等のための写真撮影や録画配信用の動画撮影を行っていることをご了承ください。

メイン会場 メイン会場 サブ会場

17:00

18:00

１日目　〔令和4年9月22日(木)〕

福
祉
・
医
療
機
器
展

演
題
発
表
(口演)

トークショー
野球評論家・梨田昌孝氏

13：20～14：50

パネルディスカッション
全老健が考える
未来の”LIFE”

　～サービスの質の評価、
次なる展開へ～
13：30～15：10

演
題
発
表

(口演)

14:00

15:00
閉会式
15:00～15：20

教育講演Ⅰ
（COVID-19）
講師：勝田吉彰氏

15：30～16：45

16:00

10:00

シンポジウムと
研究事業報告

介護施設の転倒について

語ろう
10：10～12：00

開会式
表彰式
10:30～11:30

神戸ポートピアホテル・神戸国際会議場

２日目　〔令和4年9月23日(金)〕

その他会場 その他会場

9:00

教育講演Ⅱ
講師：松田晋哉氏
9：00～10：05

一般講演
（遊びﾘﾃｰｼｮﾝ）

講師：上野文規氏

9：00～10：30
演
題
発
表

(口演) 福
祉
・
医
療
機
器
展

教育講演Ⅲ
講師：河田恵昭氏

10：45～12：00

11:00

特別講演
（厚生労働省）
11:30～12:30

12:00

昼　食

昼　食13:00

※ 〇印は参加・視聴可能

※ プログラムの内容・時間は、変更になる場合がありますので、
随時大会ホームページにてご案内いたします。
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参加登録・演題登録等のスケジュール / 感染予防対策について

Ⅰ．感染対策について
会場内では、皆様に安心してご来場いただくたため、政府・自治体及びイベント開催のガイド
ラインを基に、十分な感染防止策を講じたうえで、大会を開催いたします。

■ 感染予防対策について

■ 参加登録・演題登録等のスケジュール

大会参加登録、各種申込、演題登録は全て大会ホームページからのオンライン登録となります。
演題登録は、会場参加で大会参加をした場合のみ、可能です。
また演題登録の際は、演題登録締切までに抄録本文入力も必要となります。
詳しくは、下記スケジュール及びホームページをご確認ください。

4月 5月 6月 7月 8月 9月

参加登録・宿泊受付
（新規登録：4月13日(水)正午～8月5日(金)正午 、参加申込変更・取消：8月5日（金）正午迄）

演題登録（抄録本文入力を含む）
（4月13日(水)正午～6月15日(水)正午）

参加費等の入金
（7月20日(水)正午～8月22日(月)正午）

発表用データアップロード
（8月上旬～9月9日(金)正午）

お弁当・ランチョンセミナー受付
（7月7日(木)正午～8月5日(金)正午）

Ⅱ．ご来場の際のご協力について
以下に該当する方はご入場いただけませんので、来場をご遠慮ください。
（Ⅰ） 37.5 度以上の熱・咳、のどの痛みなどの症状がある方、全身倦怠感など体調がすぐれない方。
（Ⅱ） 新型コロナウイルス感染症陽性者との濃厚接触がある方。
（Ⅲ） 過去 2 週間以内に政府から入国制限、入国後の観察期間を必要とされている国・地域等への

訪問歴、または、該当在住者との濃厚接触がある方。

会場では、以下についてご協力をお願いいたします。
（Ⅰ） 会場では入場に際し、マスクの着用・検温・手指の消毒をお願いします。
（Ⅱ） ご来場の際には事前に体調を確認し、発熱や体調不良がある場合は、来場をご遠慮いただき、

Web特設サイトからのLIVE視聴・録画視聴をご利用ください。

※「大会参加登録・各種申込システム」と「演題登録システム」では別々のⅠＤ・パスワードを設定いただきます。
プリントアウトするなどして、忘れることのないよう記録しご自身で管理してください。
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募集要項

■ 申込方法

4月13日（水）正午～ 8月5日(金)正午迄
※締切日時になりますと、受付サーバーは自動的に停止いたします。

項目 概要

大会参加
（会場参加・Ｗｅｂ参加共通）

会 員：お一人につき １６,０００円（非課税）
非会員：お一人につき ２６,０００円（非課税）
※募集人数 会場参加：２,５００名、Ｗｅｂ参加：１,５００名

お弁当（お茶付）
（会場参加のみ）

９月２２日(木)、２３日(金) 各日１,3００円（消費税込み）
※大会ホームページより事前の申込みが必要です。

ランチョンセミナー
受講予約
（会場参加のみ）

９月２２日(木) １２：４０ ～ １３：２０（予定）
２３日(金) １２：１０ ～ １２：５０（予定）

ランチョンセミナー（お弁当・お茶付）は無料です。
※大会ホームページより事前の申込み（先着順）が必要です。

Ⅰ. 会場参加の方
事前申込制となります。現地での当日参加は受付いたしませんので、必ず期間内にオンラインで登録を
お願いいたします。なお、会場参加の方でも、会期後の録画配信は視聴可能です。
会場参加登録後、参加費等の入金確認が出来た方には、9月頃を目途に日程集と一緒に参加券を郵送
いたします。
録画配信視聴に必要な ID・パスワードは改めてご案内いたします。
また、お弁当・ランチョンセミナーの申込みは、7月7日（木）からオンラインにて行いますので、
申込期間内に併せてご登録をお願いいたします。

※ 演題登録・発表者は、必ず現地にて発表が必要となりますので、会場参加をお選びいただきます
ようお願いいたします。

Ⅱ. Web参加の方
大会会期中、大会ホームページからライブ配信にて視聴いただけるほか、会期後の録画配信の視聴が
可能です。Web参加の場合でも、事前申込が必要となりますので、必ず期間内にオンラインでご登録を
お願いいたします。
Web視聴に必要な ID・パスワードは、参加費の入金確認後、改めてご案内いたします。

はじめに『大会参加・各種申込システム』より「メールアドレス」及び「任意パスワード」等、
初期設定の上、大会の参加登録を行ってください。
大会参加登録完了後、参加登録確認メールにて「演題登録コード」が登録メールアドレスに届きます。

※大会参加のお申込み受付については、大会事務局との業務委託契約により東武トップツアーズ(株)が行います。旅行契約には該当いたしません。
※お弁当は、旅行契約には該当いたしません。付帯のサービスとしてお申込みを承ります。

会員価格の対象は、全国老人保健施設協会の正・準会員施設職員、個人・団体賛助会員です。

■ 大会参加登録の受付期間

■ 参加費

『大会参加・各種申込システム』
URL:https://sec.tobutoptours.co.jp/web/evt/roken33/

※上記URL・QRコードより、申込システムへ接続してください。大会HPからも接続可能です。
4月13日(水)正午より、ご登録可能です。 『大会参加・各種申込システム』
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登録の流れ

大会参加登録、各種申込、演題登録は、全て大会ホームページからのオンライン登録となります。
なお、演題登録・発表は会場参加の方に限りますので、ご留意ください。

大会参加登録、各種申込 演題登録の流れ

※演題発表ができるのは次の方です。
○ 全老健 正・準会員及び会員施設職員
○ 全老健 個人賛助会員
○ 全老健支部 役職員及び委員会委員

大会参加登録、宿泊 受付開始
4月13日(水)正午から

入金受付開始
7月20日（水）正午から

入金締切
8月22日（月）正午まで

演題登録締切（抄録本文入力含む）
6月15日（水）正午まで

演題名 ： 25文字以内
発表の狙い ： 50文字以内
抄録要旨 ： 200文字以内
抄録本文 ： 2,400文字以内

演題採択通知
7月下旬

発表用データアップロード締切
9月9日（金）正午まで

※宿泊プラン（ホテル一覧・ホテルマップ） 及び
交通アクセスマップ等については、大会ホーム
ページよりご確認ください。

◆ランチョンセミナーについて
企業決定後、申込受付等大会ホームページに
掲載いたしますので、ご確認ください。

※締切日以降の変更・取消はできません。

※当日の発表用データ（PDF）は、事前に演題登録
システムからアップロードしてください。

◇演題登録前に「大会参加登録」が必要です。
◇演題発表資格等については、演題規程をご確認
ください。

お弁当・ランチョンセミナー受付開始
7月7日(木)正午から

大会参加登録、お弁当・宿泊・
ランチョンセミナー申込締切

各種変更取消
8月5日（金）正午まで

※発表データの当日差し替えは原則不可となって
おりますのでご注意ください。

〇 締切日までに登録取消手続きを行わなかった場合
には参加費等をお支払いいただくことになります。

（入金がない場合にも大会参加の扱いとなり、
大会終了後に参加費等を請求いたします。）

〇【8月22日（月）正午】までにお支払いがない場合
は、「参加登録確認証」「日程集」等の送付は
できません。
また、日程集だけの事前販売も行いません。

演題登録 受付開始
4月13日(水)正午から

発表用データアップロード 受付開始
8月上旬

※ 本大会の諸手続きでご登録いただいた個人情報は、大会参加登録や演題登録の内容確認でご連絡する場合や、宿泊等の
手配・手続きで使用するほか、座長の選出等、本大会の運営に必要な範囲で使用することがありますので、予めご了承
ください。

※ 本大会はWEB配信併用となりますので、会場参加の方は映像に映る可能性があります。予めご了承ください。




