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第１８回和歌山県病院協会学術大会の参加申込みについて 

 
時下ますますご清栄のこととお慶び申しあげます。 
平素は和歌山県病院協会事業運営につきまして、格別のご理解とご協力を賜り厚くお礼申

しあげます。 
 
 来る平成２５年１１月２３日（土・祝）に標記大会を開催いたしますので、会員並びに関

係職員皆様の多数のご出席を賜りたく、下記のとおりご案内申しあげます。 
 

なお、学術大会にご参加の皆様には、参加費として「事前登録」の場合は１，５００円、 

「当日登録」の場合は２，０００円のご負担をお願いしておりますので何卒ご協力のほどよ

ろしくお願い申しあげます。 
 
参加申込み及びお支払いの方法につきましては、別紙に記載しておりますので、ご参照下

さい。参加申込書は１０月２１日（月）までに E-mail（wabyokyo@silver.ocn.ne.jp）でお

申し込みいただけますようお願い申しあげます。 
 
なお、演題一覧につきましては、後日お送りさせていただきます。 



 
 

記 

１．日 時  平成２５年１１月２３日（土・祝） 
 
２．場 所  「ホテルアバローム紀の国」 
         和歌山市湊通り丁北２丁目１－２ 
         ＴＥＬ ０７３－４３６－１２００ 
３．受 付 
 受付開始  午前９時 
 受付場所  ２階 
  ※ランチョンセミナーの引換券配布開始  ９時～ 無くなり次第終了 

 
４．受付時間 

・発表者並びに座長 
 午前９時３０分までには、「演者受付」「座長受付」で受付をお済ませ下さい。 
 発表の時間が遅い方も必ず午前９時３０分までに受付をお済ませ下さい。 

・参加者 
 参加希望の研究部門の開始１５分前までには、２階受付で手続きを済ませ下さい。  
 各病院におかれましては、多数の職員の参加につきましてご配慮下さいますよう

お願いいたします。 
 
５．申込方法（事前登録） 
Ⅰ．「病院」に勤務している職員の場合 

※ 「病院単位」でのお申し込みとなります。 
 各病院において、参加希望者全員の氏名と事前登録費を取りまとめ、「病院単位」

でのお申し込みとなっております。「勤務先の病院」へお申し込み下さい。 
※「個人」でのお申し込みはできません。 

 
Ⅱ．「クリニック」又は「診療所」に勤務している職員の場合 

※「メディカル・スタッフ団体」でのお申し込みとなります。 
 各メディカル・スタッフ団体で取りまとめいただき別紙１の参加申込書にご記入

の上、和歌山県病院協会事務局あて必ず E-mail で送付下さいますようお願いいた

します。（PDF 等不可） 
 

 ※「メディカル・スタッフ団体で、お取りまとめが無理な場合 
 「個人」でのお申し込みになります。別紙２に必要事項をご記入の上、和歌山県

病院協会事務局あて必ず E-mail で送付下さいますようお願いいたします。（PDF
等不可） 



 
 
 
６．支払い方法 

「メディカル・スタッフ団体」でのお申し込みの場合 
 別紙１に記載した全員分の参加費を、各メディカル・スタッフ団体で取りまとめ、

下記口座へお振り込み下さい。振込名は必ずメディカル・スタッフ団体名にして下

さい。 
「個人」でのお申し込みの場合 
  事前登録費を下記口座へお振り込み下さい。 
 

 ◆振込先 
       紀陽銀行  東和歌山支店 
       普通預金  １８９８２８５ 
       口座名義  和歌山県病院協会学術大会参加費用              

        ※振込み手数料はご負担下さい。          
 ◆ 振込の締切  平成２５年１０月２１日（月）【必着・厳守】 
 ◆ 参  加  費  １名 １，５００円  事前登録  
 

  参加される全ての方（発表者・座長・実行委員等お手伝いをして下さる方他）に 
参加費が必要となります。 

  当日欠席された場合でも参加費はお返しできませんので、ご了承下さい。 
 
７．大会冊子・参加証 

「メディカル・スタッフ団体」でのお申し込みの場合 
 振込み確認後、申込人数分の大会冊子及び参加証を各メディカル・スタッフ団体

あてに送付いたします。 
 お手数ですが、参加予定者に大会冊子と参加証をお渡し下さい。 
 当日は、その参加証を必ずご持参下さいますよう、参加予定者に周知願います。 

 
「個人」でのお申し込みの場合 

    振込を確認後、別紙２に記載されたご住所に、大会冊子と参加証を送付いたします。 
 

＊ 当日は参加証と領収書を切り離し、参加証のみご持参下さい。 
 ＊ 参加証には、事前に病院名・氏名のご記入をお願いいたします。 

 ＊ 参加証は、再発行はできません。 
  紛失された場合やお忘れになった場合は、事前登録がなかったものとしてお１人

につき当日参加費２，０００円をお支払いいただきますのでご了承ください。 
 
８．当日参加（「事前登録出来ない方」） 
   当日２階「受付」で参加費をお支払い後、大会冊子と参加証をお渡しいたします。 



 
 
 
９．ランチョンセミナーについて 
 ２会場で開催  無料 

  ◎ランチョンセミナーⅠ  （２階 鳳凰の間 東） 

  ◎ランチョンセミナーⅡ  （３階 孔雀の間 西） 
  引換券配布開始  午前９時～ 無くなり次第終了 
  受付場所     ランチョンセミナー受付 ２階 
  引き換え期間   各会場前で１１時５０分～１２時２０分まで 
 ＊１２時２０分を過ぎるとお弁当の引き換え券の権利が消滅します。ご注意下 さい。 
 
１０．駐車場について 
  ホテルアバローム紀の国に駐車場がございますが台数が少ない為、お近くにありま

 す和歌山県民文化会館の有料駐車場（約４７６台）もご利用下さい。 
  当日、駐車場は大変混み合いますので、発表者並びに関係者の方々は時間に余裕を 
 もってお越し下さいますようお願いいたします。 
        

公共交通機関の利用方法 
和歌山バス   
所要時間  約１０分  「県庁前」下車  徒歩約５分 
ＪＲ和歌山駅 ２番のりば 

 
    和歌山市駅  ９番のりば 
 系統 １１番・１３番、１６～１７番・４８番・６０番 
  １１６番・１６０番                  
          １０番のりば 
 系統 １番・４番・５番・３０番                

 
１１．申込先・問い合わせ先 
            公益社団法人和歌山県病院協会 事務局 

        〒６４０－８３１９ 和歌山市手平二丁目１－２ 
県民交流プラザ 「和歌山ビッグ愛」６階 
TEL   ０７３－４３６－０４３７  

       FAX   ０７３－４２４－５６７６ 
       E-mail    wabyokyo@silver.ocn.ne.jp 

 



第１８回和歌山県病院協会学術大会プログラム 

 
１．日  程     平成２５年１１月２３日（土・祝） 

                   ９：３０～１７：００（受付午前９：００～） 
               ＊ランチョンセミナーの引換券配布 午前９：００～ 
  ２．場  所   「ホテルアバローム紀の国」 
                 和歌山市湊通り丁北２丁目１－２ 
                    ＴＥＬ ０７３－４３６－１２００ 

３．運  営 
  （１）開会式              ９：３０～ ９：４５ 

（２）要望演題・一般演題            ９：４５～１１：５０ 
  第１会場（２階 鳳凰の間 東）    ９：４５～１１：４０ 
  第２会場（２階 鳳凰の間 中）    ９：４５～１２：００ 
  第３会場（２階 鳳凰の間 西）    ９：４５～１２：００ 
  第４会場（３階 孔雀の間 東）    ９：４５～１２：００ 
  第５会場（３階 孔雀の間 西）    ９：４５～１１：４０ 
  第６会場（４階 羽衣の間）    ９：４５～１２：００ 
  ポスターセッション（２階 ｷﾞｬﾗﾘｰ龍門） ９：４５～１２：００ 

     ※なお、演題数により多少時間変更する場合があります。 

（３）ランチョンセミナー        １２：１０～１３：００ 

      ◎ランチョンセミナーⅠ   （２階 鳳凰の間 東） 

演 題 「東日本大震災を考える」 

演 者 日医工株式会社 DPC 病院グループ 我妻 仁 先生 

   （前 石巻赤十字病院 薬剤部長） 

◎ランチョンセミナーⅡ   （３階 孔雀の間 西） 

演 題 「大規模災害に備えた植え込み型デバイス 

            遠隔モニタリングシステム導入の試み」 

      演 者 社会保険紀南病院 心臓センター循環器科 

         和歌山県立医科大学 循環器内科  田中 篤 先生 

 
（４）基調講演（２階 鳳凰の間 中・西）１３：１０～１４：５０ 

  演題：「 過去の震災に学ぶ今後の地震対策 」 

  講師： 名古屋大学減災連携研究センター センター長・教授 福和伸夫 氏 
 
（５）シンポジウム（２階 鳳凰の間 中・西）１５：００～１７：００ 

         共通テーマ 「大規模災害への対応」 
         座  長   和歌山県病院協会 副会長 山田 陽一 
                和歌山県看護協会 木谷 恵 

   発  表   シンポジスト 
 和歌山県看護協会 和歌山県病院薬剤師会 
  和歌山県栄養士会 和歌山県臨床工学技士会 
 和歌山県庁 

         総合討論 


