参加者へのお知らせとお願い
１．学術集会参加について
１）受付（9：30 〜 16：30）

・５月 11 日（土）午前 9 時 30 分より第１会場（アルモニーサンク北九州ソレイユホール）1 階
にて開始します。

・当日参加の方は、「当日受付」にて参加費をお支払ください。参加費と引き換えに参加証（領
収書付）をお渡しします。

・事前参加登録をされた方は、事前にお送りした参加証を忘れずにご持参ください。
当日の受付への立寄は不要です。原則として、参加証の再発行はいたしません。

・参加証は所属とお名前をご記入の上、会場内においては必ず着用してください。
着用がない場合には学術集会会場への入室をお断りする場合があります。

《参加登録費（当日登録）》
会

員

3,000円

非 会 員

4,000円

２）学生の参加について

学生（社会人学生を除く）については当日のみ参加登録を受付けます。
学生証ご持参の上受付へお越しください。
参加登録費：2,000 円

※抄録集はご希望の場合別途購入ください。

なお、研修医については「医師」扱いといたします。
３）プログラム・抄録集

会員の方は本誌を事前にお送りしておりますので、会場へ持参してください。

また、当日会場にて 1,000 円で販売します。部数が限られておりますので、無くなり次第販売
を終了いたします。

４）医療従事者以外の方の学術集会参加は基本的にはお断りします。医療従事者以外の方で、学会参
加希望者またはマスコミ関係者で取材希望の場合には、必ず事前に運営事務局までお問い合わせ
ください。

５）クローク（9：30 〜 18：30）

第１会場（アルモニーサンク北九州ソレイユホール）2 階「クローク」にてお荷物をお預かりし
ます。

ただし、貴重品、パソコンなどの壊れやすい物、および傘はお預かりできません。

学会懇親会時のお荷物のお預かりについては、P6「２．学会懇親会について」をご覧ください。
６）駐車場

駐車場は有料となっております。

アルモニーサンク北九州ソレイユホール附設駐車場

：30 分 100 円／最大 12 時間 900 円
（駐車場台数：82 台）

北九州市立男女共同参画センター・ムーブ附設駐車場：30 分 100 円／最大なし
（駐車場台数：100 台）
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７）お願い

喫煙はご遠慮ください。

講演中の携帯電話の使用は固くお断りいたします。会場内での許可のない写真・ビデオ撮影、音
声録音は固くお断りいたします。
８）ランチョンセミナーについて

・参加ご希望の方は整理券をお受け取りください。
整理券配布時間：9：30 ～
場

お弁当数は限りがありますので予めご了承ください。

所：第１会場（アルモニーサンク北九州ソレイユホール）１階ホワイエ
「ランチョンセミナー整理券配布所」

※各ランチョンセミナー整理券は開始 5 分後より無効となります。

２．学会懇親会について
１）学会懇親会詳細
日

時：5 月 11 日（土） 18：30 ～ 20：30（受付開始：18：00 ～）

会

費：3,000 円

会

司

場：ホテル アルモニーサンク

大宴会場

（事前申込制。お席に余裕があれば当日受付もいたします。）

会：鶴田弥生（ラジオパーソナリティ）

ゲスト：佐伯チズ（株式会社チズコーポレーション）
BAZZI （BAZZI プロモーション）

２）クローク（18：00 ～ 21：00）

大宴会場クロークにてお荷物をお預かりします。
ただし、貴重品についてはお預かりできません。

３．日本褥瘡学会九州・沖縄地方会世話人の方へ
５月 11 日（土）8：45 ～ 9：45
北九州市立男女共同参画センター・ムーブ Ｄ会場（５Ｆ 大セミナールーム）にて、世話人会
を開催します。

４．座長・演者の方へ
１）演者の方は、第１会場（アルモニーサンク北九州ソレイユホール）１階「PC 受付」にてセッショ
ン開始 40 分前までにデータファイルの受付をしてください。

２）セッション開始 15 分前までに、各会場内「次座長席」または「次演者席」にご着席ください。
３）各セッションの進行は座長ご一任といたしますが、終了時間は厳守ください。
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５．一般演題（口演）演者の方へ
１）一般演題は、口演時間５分、質疑応答３分です。時間厳守でお願いします。
２）口演の 40 分前までに、PC 受付にてデータの確認を行ってください。
また、口演の 15 分前までに、会場内の次演者席にご着席ください。
３）発表は、Power Point による PC プレゼンテーションのみの発表です。
４）発表機材・発表データ
・PC プレゼンテーション（1 面映写）でのみ発表が可能です。
・発表は演台上に設置されているモニターで確認しながら、ご自身でマウスおよびキーボード
を操作して進めてください。

・会場には、Windows 版 Power Point 2010 ／ 2013 ／ 2016、解像度 XGA（1,024 × 768）
を準備いたします。発表データは以下の環境で動作可能なデータをご持参ください。
Windows

Macintosh

メディア持込

○

×

PC本体持込

○

○

OS

Windows 7、8、10

データ形式

Power Point 2010 ／ 2013 ／ 2016

動画ソフト

Windows Media Player

※メディア持込の場合の注意点
・発表データは、USB フラッシュメモリに保存してご持参ください。（CD-R 不可）

また、保存いただく際には発表データのファイル名を「（演題番号又は演題名）_（演者名）」
としてください。

・データは Windows Format にてご持参ください。

・動画は Windows Media Player で再生可能なものに限定いたします。バックアップおよびト
ラブル対策のために、PC 本体もご持参ください。

・プレゼンテーションに他のデータ（静止画、動画、グラフ等）をリンクさせている場合は、
必ず他のデータも一緒に保存し、作成した PC とは別の PC にて事前に動作確認をお願いい
たします。

・メディアを介したウィルス感染の事例がありますので、最新ウィルス駆除ソフトでチェック
してください。

・お預かりしたデータは学術集会終了後、事務局にて責任を持って消去いたします。
※ PC 本体持込の場合の注意点
・発表データ制作に Macintosh をご使用の場合、PC 本体をご持参ください。

・万が一に備え、バックアップ用として、USB メモリーに保存されたデータをご持参ください。
・プロジェクターのモニター端子は、ミニ D-Sub（通常の

モニター端子）です。変換コネクターが必要な場合はご自身

プロジェクター側

でお持ちください。

・電源アダプターは必ずご持参ください。

・スクリーンセーバー、省電力設定は事前に解除してください。
・「PC 受 付 」 に て 動 作 確 認 後、 ご 自 身 で 会 場 内 左 側 前 方

PC側

の PC オペレーター席まで PC をお持ちください。

発表終了後、PC オペレーター席でご返却いたします。

※演台上でご自身の PC を使用することはできません。
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５）進行

・演者は、口演開始 15 分前までに「次演者席」での待機をお願いいたします。
・演者は、座長の指示のもと、発表を行ってください。

６．ポスター発表の方へ
１）討論時間
ポスターセッションは座長を指定し、討論により発表を行います。個々の発表時間は発表３分、
質疑応答２分です。
２）ポスター受付
ポスター会場前（アルモニーサンク北九州ソレイユホール
画鋲を受け取り、所定の場所に各自貼付ください。

３F ホワイエ）のポスター受付にて

ポスター貼付、撤去時間は次の通りです。
ポスターの前で待機ください。

20cm

尚、発表者は発表・討論時間の 15 分前までにはご自身の

20cm

●貼付時間…   9：30 ～ 10：30

15：20 ～ 15：50

ポスター２

15：55 ～ 16：30

撤去時間を過ぎても残っておりますポスターは、運営事務

局にて撤去・処分をさせて頂きますのでご了承ください。

本文掲示
スペース

※見えづらい為、こちらの場所には
できるだけ貼らないでください。

３）ポスター制作要領
ポスター全体の掲示スペースは、
縦180cm×横90cmです。

【演題番号】事務局にて用意し、右図の左上に掲示します。
サイズ：縦 20cm ×横 20cm

【タイトル】演題名、所属、氏名を明記し、各自ご用意くだ
さい。

サイズ：縦 20cm ×横 70cm

【本文掲示スペース】サイズ：縦 160cm ×横 90cm
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90cm

210cm

●撤去時間…16：30 ～ 18：00

160cm

15：50 ～ 15：55

30cm

休憩

演題名、所属、氏名

（発表者各自でご用意ください）
演題番号は事務局にて用意します。

●閲覧時間…10：30 ～ 15：00
●発表時間…ポスター１

演題
No.

70cm

７．第 16 回日本褥瘡学会 九州・沖縄地方会 学術集会参加に伴う所定単位
1）一般社団法人日本形成外科学会
：機構専門医資格更新単位			

発表（筆頭演者、司会・座長）1 点

：学会専門医資格更新単位			

出席 3 点、

							

発表（筆頭演者）3 点、

							

（共同演者 /2 人まで）1 点

2）公益社団法人日本皮膚科学会
：★専門医後実績（現行制度）更新単位

参加 3 点

：専門医共通講習（新制度）更新単位

シンポジウムⅠ

注）単位受付：9:50 ～ 10:35

1 単位

A 会場にて受付いたします。

日本皮膚科学会の「会員証」をお持ちください。
※会員証を忘れた場合：
「仮会員証」をお渡ししますのでご利用ください。

利用終了後、学会本部にご返却をお願いいたします。
会員証の返却がない場合、受講単位は認められません。
なお、「仮会員証」を紛失した場合には、再発行手数料の支払いを以って
受講手続きが終了、単位取得となります。
再発行手数料：1,000 円

3）一般社団法人日本褥瘡学会
：認定師更新単位				

参加 10 点、発表（筆頭演者）8 点

4）公益社団法人日本看護協会
：認定看護師

自己研鑽ポイント		

							

参加 3 点、
発表（筆頭演者）10 点、（共同演者）5 点

5）日本医師会
：★生涯教育講座開催指定申請		

シンポジウムⅠ

							
							

シンポジウムⅡ

CC12

1 単位、

CC58

0.5 単位

CC4

1 単位

★印は「単位受付」にて専用の参加証の受け取り、もしくは出席者名簿へのご記入が必要となります。
会期後の発行はございません。
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