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※エレベーターでのご移動となり、大変ご不便をおかけいたします。

　当日は、混雑が予想されるため、早めのご移動をお願いいたします。
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参加者へのご案内

１．参加受付について

　　　●受付

　　　　場所：�KFC�Hall�&�Rooms�3F

　　　　受付時間：9月17日（土）�8：30～17：00

　　　　　　　　　9月18日（日）�8：30～13：00

　　　●参加費

　　　　（1）医師・歯科医師� 　10,000円

　　　　（2）医療関係者� 　6,000円

　　　　（3）学生� 1,000円� ※受付で学生証を提示してください。

　　　　（4）企業関係者等� 　10,000円

特定の疾患を取り上げる学会であるため、学術総会において発表される症例報告などに個人情報が含まれる可能性が

あります。そのため、参加者は医療関係者のみとさせて頂いておりますこと、ご了承ください。

　　　●懇親会

　　　　会　場：KFC�Hall�&�Rooms�3Fポスター会場

　　　　日　時：9月17日（土）18：00～19：00

　　　　参加費：無料　（ただし学術集会参加者のみ）

２．教育研修制度の認定について
（1）日本整形外科学会（1単位につき受講料1,000円）

開催日時 セッション名 演題名 講師 単位認定

9月17日（土）＜1日目＞
10：00～11：00
第1会場　KFC Hall

特別講演 ゲノム編集技術と医学研究・難病治療への
応用 浅原 弘嗣 専門医資格継続単位 1単位

（分野：1. 整形外科基礎科学）

9月17日（土）＜1日目＞
11：00～12：00
第1会場　KFC Hall

特別講演
人類初の古細菌による感染症
―認知症や運動障害を呈する新しい脳脊髄
炎の発見―

髙嶋 博
専門医資格継続単位 1単位
（分野：6. リウマチ性疾患・感染症
　分野：8. 神経・筋疾患 ）

9月17日（土）＜1日目＞
17：00～18：00
第1会場　KFC Hall

イブニング
セミナー 線維筋痛症の痛みの定量化 岡 寛

専門医資格継続単位 1単位
（分野：6. リウマチ性疾患・感染症
　分野：8. 神経・筋疾患 ）

9月18日（日）＜2日目＞
12：00～13：00
第2会場　Room115

ランチョン
セミナー4 線維筋痛症とオピオイド治療の注意点 三木 健司 専門医資格継続単位 1単位

（分野：6. リウマチ性疾患・感染症）

　※単位申請には、3F単位受付にて受付が必要です。
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（2）日本リウマチ学会認定教育研修会（1単位につき受講料1,000円）

開催日時 セッション名 演題名 講師 単位認定

9月17日（土）＜1日目＞
10：00～11：00
第1会場　KFC Hall

特別講演 ゲノム編集技術と医学研究・難病治療へ
の応用 浅原 弘嗣 教育研修単位　1単位

9月17日（土）＜1日目＞
12：00～13：00
第2会場　Room115

ランチョン
セミナー1

線維筋痛症におけるSNRI製剤の治療の 
位置付け 岡 寛 教育研修単位　1単位

9月18日（日）＜2日目＞
12：00～13：00
第3会場　Room111

ランチョン
セミナー5

慢性疼痛症におけるアセトアミノフェン
の治療の位置づけ 岡 寛 教育研修単位　1単位

　※単位申請には、3F単位受付にて受付が必要です。

（3）日本リウマチ財団認定教育研修会
　　（単位取得証明料：登録医1単位につき受講料1,000円、リウマチのケアに関する教育研修単位証明書料：単位数に関わらず一律1,000円）

開催日時 セッション名 演題名 講師 単位認定

9月17日（土）＜1日目＞
9：15～10：00
第1会場　KFC Hall

理事長講演 慢性疼痛から見えてきた新しい病態 ① 西岡 久寿樹
登録医教育研修単位　1単位
（2演題受講で）

リウマチのケアに関する教育研
修 カリキュラムコード（看護
師：2-1、薬剤師：①2-1, 2-2,  
3-4 ②2-1, 2-3, 3-4）

9月17日（土）＜1日目＞
10：00～11：00
第1会場　KFC Hall

特別講演 ゲノム編集技術と医学研究・難病治療 
への応用 ② 浅原 弘嗣

9月17日（土）＜1日目＞
17：00～18：00
第1会場　KFC Hall

イブニング
セミナー1 線維筋痛症の痛みの定量化 ③ 岡 寛

登録医教育研修単位　1単位

リウマチのケアに関する教育研
修 カリキュラムコード（看護 
師：2-1、薬剤師：2-1, 2-2,  
3-4）

9月18日（日）＜2日目＞
11：00～12：00
第1会場　KFC Hall

シンポジウム4 脳イメージングからみた線維筋痛症の病態
と精神科的アプローチ ④ 臼井 千恵 

登録医教育研修単位　1単位
（３演題受講で）

リウマチのケアに関する教育研
修 カリキュラムコード（看護 
師：2-1、薬剤師：2-1, 3-1, 
3-4）

9月18日（日）＜2日目＞
11：00～12：00
第1会場　KFC Hall

シンポジウム4 線維筋痛症における関節超音波検査の役割 ⑤ 西森 美佐子

9月18日（日）＜2日目＞
11：00～12：00
第1会場　KFC Hall

シンポジウム4 仙腸関節MRI所見により，非X線的軸性 
脊椎関節炎が判明した線維筋痛症の検討 ⑥ 浦野 房三

9月18日（日）＜2日目＞
12：00～13：00
第2会場　Room115

ランチョン
セミナー4 線維筋痛症とオピオイド治療の注意点 ⑦ 三木 健司

登録医教育研修単位　1単位

リウマチのケアに関する教育研
修 カリキュラムコード（看護 
師：2-1、薬剤師：2-1, 2-2,  
2-3）

9月18日（日）＜2日目＞
12：00～13：00
第3会場　Room111

ランチョン
セミナー5

慢性疼痛症におけるアセトアミノフェンの
治療の位置づけ ⑧ 岡 寛

登録医教育研修単位　1単位

リウマチのケアに関する教育研
修 カリキュラムコード（看護 
師：2-1、薬剤師：2-1, 2-2, 
2-3）

＜リウマチのケアに関する教育研修単位　カリキュラムコード＞
　リウマチケア看護師：�①②③④⑤⑥⑦⑧�2-1
　リウマチ財団登録薬剤師：�①③�2-1,�2-2,�3-4��②�2-1,�2-3�,3-4　④⑤⑥�2-1,�3-1,�3-4　⑦⑧�2-1,�2-2,�2-3
　※単位申請には、3F単位受付にて受付が必要です。

（4）日本手外科学会

開催日時 セッション名 演題名 講師 単位認定

9月18日（日）＜2日目＞
11：00～12：00
第3会場　Room111

教育講演 線維筋痛症における分子整合栄養医学に
基づいた栄養療法の効果 姫野 友美 教育研修単位　1単位

9月18日（日）＜2日目＞
12：00～13：00
第2会場　Room115

ランチョン
セミナー4 線維筋痛症とオピオイド治療の注意点 三木 健司 教育研修単位　1単位

　※単位申請には、3F単位受付にて受付が必要です。
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（5）日本医師会生涯教育制度

学会名 認定単位 単位申請に関する問い合わせ・連絡先

東京都医師会認定
申請可能なカリキュラムコード・プログラム一覧を
会場の受付にて受け取り、後日、各自で東京都医師
会に申請

公益社団法人 東京都医師会
〒101-8328 東京都千代田区神田駿河台2-5　
TEL：03-3294-8821

3F単位受付にて申請に必要な一覧表を配布しますので、後日各自で申請してください。� �

（6）その他

学会名 認定単位 単位申請に関する問い合わせ・連絡先

日本ペインクリニック学会 専門医更新 3点

一般社団法人 日本ペインクリニック学会
〒101-0052 東京都千代田区神田駿河台1-8-11  
東京YWCA会館210号室
TEL：03-5282-8808　FAX：03-5282-8809
E-mail：info@jspc.gr.jp

日本心身医学会 専門医・認定医 認定更新 3単位

一般社団法人 日本心身医学会 事務局
〒103-0026 東京都中央区日本橋兜町15-12  
八重洲カトウビル8F
TEL：03-6661-9230　FAX：03-6661-9231
E-mail：mail@shinshin-igaku.com

日本心身医学会 認定医療心理士認定更新 3単位

一般社団法人 日本心身医学会 事務局
〒103-0026 東京都中央区日本橋兜町15-12  
八重洲カトウビル8F
TEL：03-6661-9230　FAX：03-6661-9231
E-mail：mail@shinshin-igaku.com

日本児童青年精神医学会 認定医更新１点

一般社団法人 日本児童青年精神医学会学会事務局
〒603-8148 京都市北区小山西花池町1-8 
（株）土倉事務所内
TEL：075-451-4844　FAX：075-441-0436
E-mail：jde07707@nifty.com

日本心療内科学会 専門医の更新時に必要な研修実績としての 
取得可能単位 3単位

特定非営利活動法人 日本心療内科学会 事務局
〒272-0827 千葉県市川市国府台3-2-20  
エルカーサ103
FAX：047-374-8302
E-mail：jspim@nifty.com

日本精神神経学会 精神科専門医制度 40点

公益社団法人 日本精神神経学会 事務局
〒113-0033 東京都文京区本郷2-38-4  
本郷弓町ビル5F
E-mail：info@jspn.or.jp

日本薬剤師研修センター グループ研修・自己研修の単位申請可能

公益財団法人 日本薬剤師研修センター
〒107－0052 東京都港区赤坂1丁目9番13号  
三会堂ビル5F
TEL：03-3568-8201
E-mail：jpec@jpec.or.jp

各自で各学会へ申請してください。
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座長・発表者へのご案内

1. 座長の先生方へ

●ご担当セッション開始15分前までに、会場内右側最前列の次座長席にご着席ください。

●セッション時間厳守にご協力ください。

2. 口演発表の先生方へ

●発表機材

1）�発表は、PCプレゼンテーションのみです。スライドフィルム、OHP、VTR（ビデオテープレコーダ）等

はご使用いただけませんのでご注意ください。パソコン本体を持ってくるか、データのみをお持ちくだ

さい。

2）�動画ファイルがある場合は、再生トラブルが考えられるのでパソコン本体をお持ちいただくことを�

お勧めします。

●発表にデータのみ持参される先生方へ

1）�発表30分前までに、第1会場発表者は3Ｆの第1会場PC受付、第2、第3会場発表者は11Ｆ第2/3会場のPC

受付にてデータの受付（試写）を済ませてください。

2）お持込いただけるメディアは以下のとおりです。

USBフラッシュメモリーもしくはCD-R

＊CD-Rの書き込みはハイブリッドフォーマットをお使いください。

＊メディアは、ウイルス定義データを最新のものに更新された状態のセキュリティーソフトで、�

メディアにウイルスが感染してない事を確認の上お持込下さい。

3）データの容量は最大640MBまでです。

4）アプリケーションは以下のものをご用意します。Windows版Power�Point�2007以降

5）フォントはOS標準のもののみ、ご用意いたします。

6）�発表に使用するPCは全てXGA（1024×768）に統一してありますので、ご使用のPCの解像度をXGAに�

合わせてからレイアウトを確認してください。

7）ファイル名は「演題番号_演者名」としてください。（例：ol001_発表太郎）

8）動画などの参照ファイルがある場合は、全てのデータを同じフォルダに入れてください。

＊動画ファイルの注意点�Windowsの場合、Windows�Media�Player11の初期状態に含まれるコーデックで

再生できる動画ファイルをお持ちください（動画ファイルはWMV形式を推奨いたします）。

9）動画や音声をご使用になる場合は、データの受付の際に必ずお知らせください。

10）�ご発表データは、会場のパソコンに一時保存いたしますが、本学会終了後、運営事務局が責任を持って

廃棄いたします。
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●パソコン本体をお持ちいただく先生方へ

1）発表30分前までにご自身の発表会場のPC受付へお越しください。

2）�試写用モニターにてケーブルの接続を確認してください。D-sub15ピン（ミニ）のケーブルをご用意いたし
ます。一部のノートパソコンでは外部出力コネクターが必要な場合がありますので、必ずお持ちください。

3）�ノートパソコンから外部モニターに正しく出力されるか確認してください。個々のパソコンやOSにより
設定方法が異なりますので、事前にご確認ください。

4）�デスクトップ上の分かりやすい場所に発表データのショートカット（エイリアス）を「演題番号_演者
名」として作成してください。（例：o-1001_発表太郎）

5）�画面の解像度はXGA（1024×768）推奨です。このサイズより大きいまたは小さい場合、画質の劣化に�
つながります。

6）動画や音声をご使用になる場合は、PC受付にて必ずお知らせください。

7）予め、スクリーンセーバー、省電力設定を解除してください。

8）会場にて電源をご用意しておりますので、ACアダプターを必ずお持ちください。

9）�発表時には、演台に設置されているモニター、マウスをご使用ください（演台上にはPCは設置いたしま
せんので発表者ツール、タッチパネル操作はできません）。

10）念のため、USBフラッシュメモリー等でバックアップデータをお持ちください。

11）�PCをお預かりしたPC受付で、パソコンをご返却いたします。講演終了後、出来るだけ速やかに�
PCをお引き取りください。

3. ポスター発表の先生方へ

●�9月17日（土）9：00～12：00の間に3Fポスター・展
示会場所定のパネルにポスターを提示してください。

●�ポスターパネルは縦210cm、幅90cmです。パネル上
部左20cmは演題番号（運営事務局で用意します）、
残り70cmは演題名・演者名・所属に使用してくださ
い。展示有効スペースは縦160cm×幅90cmです。

●�9月17日（土）18：00～19：00にポスター発表を�
行います。
　�ポスター演者の方はご自身のポスターの前で、座長の
指示に従って発表してください。発表時間は5分です。

●�ポスター発表と合わせて、発表会場では懇親会を�
行います。

●�掲示したポスターは9月18日（日）13：30～14：00の
間に撤去してください。

　�撤去時間以降に残っているポスターは学会終了後に運
営事務局にて処分いたします。


