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第２６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喜び申しあげます。 
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。 
 
 さて、標記大会につきまして、令和３年１１月２３日（火・祝）に開催いたしますので、

下記のとおりご案内申しあげます。 
 

今年度より参加費は無料とさせていただきますが、準備の都合上、ご参加される場合は

必ず事前登録いただき当日参加はご遠慮ください。新型コロナウイルス感染症対策として、

会場の人数制限を設けております。事前のお申し込みがなく当日ご参加された場合、参加

をお断りする場合もございますので、事前登録へのご協力をお願いいたします。 
 
詳細につきましては、別紙をご参照ください。参加申込書は１０月２２日（金）までに

E-mail（wabyokyo@silver.ocn.ne.jp）でお申し込みください。 
 
なお、新型コロナウイルス感染症予防及び感染拡大防止の為、別紙の感染症対策を講じ

た上で開催させていただきます。また、状況により予定を変更することがございますので、

皆様におかれましてはご理解とご協力をお願い申し上げます。 
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記 

新型コロナウイルス感染症対策のため、各会場内で人数制限を設けます。また立ち見は

不可といたしますので、ご理解ご協力ください。 
 なお、各会場の入場上限数は下記のとおりです。 
 

第１会場（鳳凰の間 東）、第２会場（鳳凰の間 中）、第３会場（鳳凰の間 西） 100 席 
第４会場（孔雀の間 東）、第５会場（孔雀の間 西） 75 席 
第６会場（羽衣の間）   70 席 

 
１．日 時  令和３年１１月２３日（火・祝）９時３０分～１５時３０分 
 
２．場 所  「ホテルアバローム紀の国」 
         和歌山市湊通丁北２丁目１－２ 
         ＴＥＬ ０７３－４３６－１２００ 
３．受 付 
 ２階にて準備が整い次第、受付開始 
 
４．受付時間 

・発表者並びに座長 
 「演者受付」「座長受付」でリボンをお渡しします。午前９時３０分までに

受付をお済ませください。 
 発表の時間が遅い方も必ず午前９時３０分までにお願いいたします。 

・参加者 
 事前登録された方に送付する冊子が参加証になります。当日の受付は必要あ

りません。 
 
５．事前登録申込方法 
Ⅰ．「病院」に勤務している方 
※ 「病院単位」でのお申し込みとなります。 

各病院において、参加希望者を取りまとめ、「病院単位」でのお申し込みとなりま

すので、「勤務先の病院」へお申し込みください。 
※「個人」でのお申し込みはご遠慮下さい。 

Ⅱ．「クリニック・診療所」に勤務している方 
※「メディカル・スタッフ団体」からのお申し込みをお願いします。 

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

のうえ、和歌山県病院協会事務局へ E-mail で送付ください。（PDF 不可） 
※メディカル・スタッフ団体で、お取りまとめが難しい場合 

「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うえ、和歌山

県病院協会事務局へ E-mail で送付ください。（PDF 不可） 
 ◆ 申込期限 令和３年１０月２２日（金） 



 
６．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 
 事前申込人数分の大会冊子を各メディカル・スタッフ団体あてに送付します。 
 大会冊子が参加証となりますので、必ず事前に参加者へお渡しください。 

 
「個人」でのお申し込みの場合 

    別紙２に記載されたご住所に、大会冊子を郵送いたします。 
 
７．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）１００席 

  ◎ランチョンセミナーⅡ  （３階 孔雀の間 東） ７５席 
 引換券配布   準備出来次第～ 無くなり次第終了 
 引換券配布場所 ２階ランチョンセミナー受付 
 引き換え時間 各会場前で準備出来次第～１２時１０分まで 
 ＊１２時１０分を過ぎるとお弁当の引き換え券の権利が消滅します。 
 
８．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、お近くの和歌

 山県民文化会館の有料駐車場（約４７６台）もご利用ください。 
  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

 をもってお越しください。 
        
９．公共交通機関の利用方法 

和歌山バス 最寄りの停留所「県庁前」下車  徒歩約５分 
ＪＲ和歌山駅から  所要時間  約１０分 
南海和歌山市駅から 所要時間  約１０分 

 
１０．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 
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第２６回和歌山県病院協会学術大会予定プログラム 
１．日  程 令和３年１１月２３日（火・祝） 
       ９：３０～１５：３０（受付 準備出来次第～） 

         ＊ランチョンセミナーの引換券配布 準備出来次第～ 
  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 ＴＥＬ０７３－４３６－１２００ 

３．運  営 
  （１）開会式              ９：３０～ ９：４０ 

 表  彰  第２５回和歌山県病院協会学術大会 最優秀賞表彰 
（２）演題発表          ９：４０～１１：５２ 

  オリエンテーション（各会場） ９：４０～ ９：４５ 
  第１会場（２階 鳳凰の間 東）    ９：４５～１１：３４ 
  第２会場（２階 鳳凰の間 中）    ９：４５～１１：５２ 
  第３会場（２階 鳳凰の間 西）    ９：４５～１１：５２ 
  第４会場（３階 孔雀の間 東）    ９：４５～１１：３４ 
  第５会場（３階 孔雀の間 西）    ９：４５～１１：５２ 
  第６会場（４階 羽衣の間）  ９：４５～１１：５２ 

 

（３）ランチョンセミナー        １２：００～１２：５０ 

      ◎ランチョンセミナーⅠ   （２階 鳳凰の間 東） 

演 題 「認知症について」 

演 者 医療法人恵友会 恵友病院 参与 中井國雄 

    （公益社団法人和歌山県病院協会 副会長） 

◎ランチョンセミナーⅡ   （３階 孔雀の間 東） 

演 題「がん治療の最近の動向」 

      演 者 日本赤十字社和歌山医療センター 院長 平岡眞寛 

    （公益社団法人和歌山県病院協会 副会長） 

 

（４）基調講演（２階 鳳凰の間 中・西） １３：００～１４：００ 
演 題 「COVID-19 アップデート」 

  講 師 日本赤十字社和歌山医療センター 
感染症内科部長/感染管理室長 古宮伸洋 先生 

 
（５）シンポジウム（２階 鳳凰の間 中・西） １４：１０～１５：３０ 
  テーマ 「コロナ禍での感染症対策」 
  座 長 和歌山県病院協会 副会長 山田陽一（海南医療センター 名誉院長） 
      和歌山県看護協会 柳瀬安芸（和歌山県立医科大学附属病院 看護部長） 
  発 表 シンポジスト団体 

和歌山県看護協会 和歌山県放射線技師会 
和歌山県病院薬剤師会 和歌山県作業療法士会 
和歌山県言語聴覚士会 

  総合討論 



 

第２６回和歌山県病院協会学術大会 

開催にあたっての新型コロナウイルス感染症対策について 

 
 
◆当日は必ずマスクを着用し、発熱・咳等の症状など体調が優れない方の参加はお

控え願います。 
 
◆アバローム入口にアルコール消毒液を設置いたします。ご来場の際には手指消毒

にご協力ください。 
 

◆会場内に消毒用アルコールを設置いたします。こまめな手指消毒にご協力くださ

い。 
 
◆換気の悪い密閉空間を避けるため、一部のドアや窓を開放する等、発表中及び講

演中に空気の入れ替えを行います。 
 
◆受付は密集をさけるため、来場者が多くなってきた時点で準備が整い次第開始さ

せていただきます。受付付近に留まらず、速やかに会場にご着席ください。 
 

◆学術発表会場は第１会場～第６会場です。ソーシャルディスタンスの確保が困難

なポスターセッションの開催はございません。 
 
◆会場内での立ち見は禁止させていただきます。会場内に空席がない場合はご入場

いただけませんのでご了承ください。 
 
◆会場内では、大声や近接した距離での会話はお控えください。 
 
◆会場での密集を避けるため、会場収容人数を定員の５０％に制限させていただき

ます。定員を超える申込があった場合、１病院あたりの参加人数に制限を設ける

場合がございますのでご了承ください。 
 
◆今後の新型コロナウイルス感染症の状況により変更となる可能性があります。 

 

感染予防・感染防止対策を講じた上で開催させていただきます。ご参加いただく皆

様方におかれましてはご理解ご協力を賜りますよう何卒よろしくお願い申し上げま

す。 
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