
参加者へのご案内
1．参加登録受付

（₁）受付時間・場所
　　受付時間：10月13日（土）　8：30～18：30
　　　　　　　10月14日（日）　8：00～13：30
　　受付場所：広島国際会議場 B2F ロビー

（2）参加費
会員

※施設会員を含む 非会員

医師 10,000円 12,000円
コメディカル  8,000円 10,000円

企業 10,000円 12,000円
　　 参加費と引換に参加証をお渡しいたします。参加証には、ご所属、お名前を各自ご記入の上、はっ

きりと分かるよう着用してください。
　　 参加証の無い方のご入場はお断りいたします。参加証の再発行はいたしませんので、紛失などに

は十分にご注意ください。
　　 参加費には、プログラム・抄録集代を含みますが、追加でご入用の方には、一部3,000円にて販

売いたします。なお、部数に限りがございますので、売り切れの際はご容赦ください。

2．情報交換会
（₁）開催日時・場所
　　開催日時：10月13日（土）　18：30～20：30
　　開催場所：広島国際会議場 B2F ヒマワリ

（2）参加費・定員
　　参加費：3,000円
　　定　員：200名
　　総合受付（広島国際会議場 B2F ロビー）にて、当日のみ受付を行います。
　　 参加費と引換にシールを参加証に貼付いたしますので、必ず参加証をご着用の上、情報交換会会

場にお越しください。

3．ランチョンセミナー整理券
　配布時間：10月13日（土）　8：30～配布終了まで
　　　　　　10月14日（日）　8：00～配布終了まで
　配布場所：広島国際会議場 B2F ロビー
　※整理券はセミナ―開始 5 分後に無効となります。

4．クローク
　開設時間：10月13日（土）　8：30～21：00
　　　　　　10月14日（日）　8：00～15：30
　開設場所：広島国際会議場 B2F ロビー

お知らせお知らせお知らせ
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5．企業展示
　開催時間：10月13日（土）　8：30～18：00
　　　　　　10月14日（日）　8：00～14：00
　開催場所：広島国際会議場 B2F コスモス

6．休憩・ドリンクコーナー
　開設時間：10月13日（土）　8：30～18：00
　　　　　　10月14日（日）　8：00～14：00
　開催場所：広島国際会議場 B2F コスモス

7．日本アクセス研究会への入会手続きについて
　 総合受付にて入会手続きが可能です。規約により、会誌『腎と透析別冊』への投稿は正会員と施設

会員に限らせていただきます。

8．日本透析医学会専門医の単位取得について
　単位取得のための参加証は総合受付内、「単位受付」にて発行いたします。

9．会場内でのお願い
　◦ 発言される際はマイクを使用し、最初に所属と氏名を明らかにしてください。限られた時間内に

討論ができますよう、発言者は予めマイクの前にお並びください。
　◦ 会場内での呼び出しはお断りいたします。
　◦ 会場内は禁煙となっております。喫煙時は会場外指定の喫煙所をご利用ください。
　◦ 会場内では携帯電話はマナーモードに設定の上、通話はご遠慮ください。

座長の先生方へのご案内
ご担当セッションの開始15分前までに、各会場の次座長席にご着席ください。
なお、発表時間および討論時間を厳守いただき、学術集会の円滑な運営にご協力をお願いいたします。

口演発表者の方へのご案内
1．発表形式

　口演はPC発表のみとします。プロジェクターは 1 台のみ使用可能です。

2．PCの仕様
　学術集会で用意するPCの仕様は下記の通りです。
　◦ OS：Windows10
　◦ アプリケーション：Microsoft Power Point2016
　◦ 発表はWindowsによるプレゼンテーションに限定いたします。Macintoshでデータを作成された

場合はご自身のPC、アダプターをお持ち込みください。

3．発表データ作成要領
　◦ 一般演題発表時間は、 1 演題 発表 7 分、討論 3 分です。
　◦ フォントはOS標準で装備されているものをご使用ください。画面レイアウトの崩れを防ぐには、

日本語表記：MSゴシック、MSPゴシック、MS明朝、MSP明朝、英語表記：Arial、Century 
Gothic、Century、Times New Romanの使用を推奨いたします。
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　◦ Windows Power Pointで作成にて作成したスライドは、スライドのサイズ設定を（ 4 ： 3 ）に
設定してください。

　◦ 動画をご使用になる場合は、念のために必ずご自身のPC、アダプターをご持参ください。なお、
動画データにつきましては、Windows Media Playerで再生可能なものに限ります。

4．発表データ受付ならびに操作方法
　◦ セッション開始30分前までに、PC受付にてデータの提出および出力確認を行ってください。
　◦ 発表データは、CD-RまたはUSBフラッシュメモリーでご持参ください。データは、学術集会が

用意するサーバに一旦コピーいたしますが、ご発表後は責任を持って削除いたします。
　◦ 演台上にはモニター、キーボード、マウスが用意してありますので、操作は演者自身でお願いい

たします。
　◦ 会場PCとの接続コネクターは、ミニD-sub15ピンとなります。

　　

　　 上記のコネクターが付いていないPC（MacBookや薄型ウルトラブック）につきましては、必ず
ミニD-sub15ピンに変換をお願いいたします。

　◦ 省電力設定、パスワード設定は予め解除しておいてください。

ポスター発表者の方へのご案内
1．貼付、閲覧、発表、撤去時間

　ポスター貼付、閲覧、発表、撤去時間は下記の通りです。

　◆10月13日（土）
　　貼付： 8：30～11：00
　　掲示：11：00～17：00
　　発表：17：00～17：40
　　撤去：17：40～18：30

　◆10月14日（日）
　　貼付： 8：30～11：00
　　掲示：11：00～13：20
　　発表：13：20～14：00
　　撤去：14：00～15：00

2．発表形式
　 発表時間は 1 演題 発表 4 分、討論 2 分です。

座長の指示に従って、時間厳守で発表をお願い
いたします。

3．ポスターパネル
　◦ パネルの大きさは縦210cm、横90cmで、掲

示スペースは縦160cm、横90cmです。
　◦ 演題番号は学術集会で準備いたしますが、タ

イトル（縦20cm、横70cm以内：演題名、所属、
演者名）は、各自ご用意ください。

　◦ 目的、方法、結果、結論の順に表記してくだ
さい。

　◦ 文字の書体および大きさは自由ですが、約
2 mの距離から判読できるよう考慮してくだ
さい。

　◦ 掲示のためのピンは学術集会にて準備いたし
ます。

事務局にて準備

演題番号
演題名・所属

演者名

本文

（余白）

● ●90cm
● ●70cm● 20cm

●
 

●

●
 

●
●
 

20cm

160cm

30cm
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利益相反（COI）に関する情報開示について
当日の発表時に利益相反について情報開示をお願いいたします。
口演発表の場合：
　発表の最初か最後に利益相反自己申告に関するスライドを加えてください。
ポスター発表の場合：
　ポスターの最後に利益相反自己申告に関する情報を開示してください。
※開示例については学術集会ホームページをご覧ください。
　http://web.apollon.nta.co.jp/jsda2018/endai.html

会員へのご案内
総会

　日時：10月13日（土）13：20～13：45
　会場：第 1 会場（広島国際会議場 B2F ヒマワリ）

理事会
　日時：10月12日（金）　17：00～17：50
　会場：ANAクラウンプラザホテル広島 4F ラベンダー

評議員会
　日時：10月12日（金）　18：00～19：00
　会場：ANAクラウンプラザホテル広島 3F オーキッド東

評議員懇親会
　日時：10月12日（金）　19：00～21：00
　会場：ANAクラウンプラザホテル広島 3F オーキッド中

その他ご案内
会誌『腎と透析別冊』への投稿について

　 1 ． 表論文（掲載用論文）は後日、印刷した原稿とともにCD-RまたはUSB電子媒体を第22回日本
アクセス研究会学術集会・総会運営事務局宛てに宅配または郵送にてご提出下さい。掲載漏れ
など防ぐために、学会当日ならびに運営事務局以外では一切受付致しません。郵送物（原稿と
CD-RまたはUSB電子媒体）に不足がある場合はメールにて連絡致します。再提出がなければ
受理できません。

　 2 ． 投稿様式は『腎と透析』（東京医学社）の投稿規定に準じますが、掲載ページ数等については
編集委員会の決定により下記と致します。

　　　◦ 投稿は刷り上り 2 ページ以内（2500字以内）を厳守して下さい。図表 1 枚につき400字減と
致します。また規定ページを超過する場合には、採択を見送らせていただきます。主要演題
については大会長の判断で増減を認めることもあります。

　　　◦ 付記）引用文献については著者 1 名とし、その他の著者は「他」「et al」と省略して下さい。
　　　◦ 投稿者は、会員（正会員、施設会員）に限らせていただきます。
　　　◦ その他は、『腎と透析』投稿規定を参考にして下さい。
　　　　http://tokyo-igakusha.co.jp/img/jin.pdf
　 3 ．編集委員会での決定のうえ、修正、不採択となることもあります。
　 4 ．提出期限は2019年 1 月31日（木）
　　　消印厳守と致します。それ以上の延長は一切認められませんのでご了承下さい。
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　 5 ． 学術集会開催後に運営事務局より再度発表者様に上記内容「会誌『腎と透析別冊」への投稿に
ついて』をメールにて案内致しますので、ご確認下さい。

　 6 ． 期限までに提出がない発表者様に対しては運営事務局より確認のメールを送信致します。ただ
し、確認のみの案内であり、提出期限の延長などは一切認められません。

　 7 ． 受理致しました掲載用論文は発表者様へメール通知を行った後、運営事務局より東京医学社へ
お渡しし、校正などの取扱いについての責任を譲渡致します。

　 8 ．原稿送付先
　　　第22回日本アクセス研究会学術集会・総会 運営事務局
　　　株式会社 日本旅行 西日本MICE営業部
　　　〒530-0001　大阪市北区梅田1-11-4　大阪駅前第 4 ビル5F
　　　TEL：06-6342-0212 
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