
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

受付日時：5 月 14 日 （土）9：15 ～ 16：30
受付場所：宮崎市民プラザ　1 階　ロビー
受付方法：① 事前参加登録者（4 月 4 日までにお支払い済みの方）
　　　　　　 受付不要です。事前に参加証をお送りいたしますので当日ご持参いただき会場に設

置いたしますネームホルダーをご利用の上終日ご着用ください。
　　　　　②事前参加登録者（4 月 5 日以降にご登録された方）
　　　　　　 当日会場にて参加証を配布いたします。「当日参加受付」へお越しください。
　　　　　③ 当日参加の方
　　　　　　 当日参加受付を設けますので、受付前に設置いたします「参加申込書」へ必要事

項をご記入の上参加費と一緒に当日参加受付へご提出ください。
　　　　　　参加費：会員  3,000 円　 非会員  4,000 円　

お願い
・原則として、参加証・領収書の再発行はいたしませんので、紛失にご注意ください。
・  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ございます。

その他受付
【1 階ロビー、ホワイエ】

①総合受付
　各種お問い合わせ対応窓口です。単位受付も併設いたします。
②座長・演者受付
　プログラム開始 40 分前までに受付をお済ませください。一般演題の方は立ち寄り不要です。
③抄録集販売受付
④ PC 受付
　プログラム開始 30 分前までにデータ提出をお済ませください。
⑤日本褥瘡学会九州・沖縄地方会受付
　年会費納付や入会希望のお問合せはこちらへお願いいたします。

２）抄録集
会員および、事前に抄録集をご購入いただいた非会員の方へは本誌を事前にお送りしておりま
すので、会場へご持参ください。
また、当日会場にて 1,000 円で販売いたします。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。

３）その他のご案内
①クローク

場　　所：1 階オルブライトホール　ホワイエ
受付時間：9：15 ～ 18：00
※ 貴重品・傘・PC などはお預かりできません。各階にコインロッカーがございますのでご利用

ください。
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②駐車場
宮崎市民プラザ専用駐車場
地下駐車場　72 台＋身障者５台、１時間以内無料（２時間以上１時間 100 円）
　　　　　　利用可能時間：7：15 ～ 22：30
松橋駐車場　37 台＋身障者２台、無料、利用可能時間：8：30 ～ 22：30
・近隣に有料駐車場もございます。
・ 宮崎市河川敷駐車場は、原則、公園利用者のために開放されております。ご利用はお控えく

ださい。

４）お願い
①喫煙はご遠慮ください。
②会場内での携帯電話の使用は固くお断りいたします。
③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。

５）新型コロナウイルス感染対策について
感染拡大防止の観点から来場者の皆様へは下記をお願いいたします。
①マスクは、常時ご着用ください。

※ マスクを適切に着用されていない場合はお声がけさせていただく場合がございます。（鼻まで
覆ってください。）

②会場に消毒液を設置いたしますので、こまめに手指消毒を行ってください。
③入場時に検温いたします。37.5 度以上の方の入場をお断りいたします。
④飲食時は黙飲食をお願いいたします。
⑤ COCOA のダウンロードをお願いいたします。

主催者といたしましては、マスク等の着用、アクリル板の設置、こまめな換気を行います。また、
随時備品類の消毒を行うため講演入れ替え時にお時間をいただく場合がございます。ご理解の程
お願い申し上げます。

６）ランチョンセミナーについて（お弁当整理券）
会期前にマイページ内にて事前受付を実施いたします。当日お席に余裕がある場合のみ当日会
場にて整理券を配布いたします。
整理券配布場所：1 階ロビー
整理券配布時間：9：15 よりなくなり次第終了
※プログラム開始 3 分後に無効とし、キャンセル待ちの方にご入場いただきます。

７）スキンケアハンズオンセミナー（科研製薬㈱共催）について
午前・午後の 2 部制で実施いたします。講義と実演形式で行います。
会期前にマイページ内にて事前受付を実施いたします。
当日お席に余裕がある場合のみ当日 9：30 より会場にて受付いたします。

２．日本褥瘡学会九州・沖縄地方会世話人の方へ
下記の通り世話人会を開始いたします。

日時：5 月 14 日 （土）8：30 ～ 9：30
場所：宮崎市民プラザ　4 階　ギャラリー 1（B 会場）
受付：8：15 より正面玄関が開場されますので係員の誘導によりご入場ください。
※早く到着された場合は、しばらくお待ちいただくこととなります。
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３．企業展示について
日時：5 月 14 日 （土）9：15 ～ 16：30（予定）
場所：宮崎市民プラザ　1 階・4 階

４．座長・演者の方へ
◆主要プログラム・共催セミナー

１）セッション開始 40 分前までに「座長・演者受付」へお越しください。
２）  演者の方は、「PC 受付」にてセッション開始 30 分前までにデータファイルの受付をしてくだ

さい。
３）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。
４）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。
５）発表者ツールはご利用いただけません。

◆一般演題発表者の方
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 30 分前までに、PC 受付にてデータファイルの受付をしてください。
３）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。
４）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。
５）発表者ツールはご利用いただけません。

◆発表者の方（共通）
１）  Windows にて発表データを作成された場合は、USB メモリにてご提出いただくか、ノート

PC をご持参ください。Mac にて発表データを作成された場合は、必ずご自身の PC および変
換ケーブルをご持参ください。

2）発表について
・全ての講演は PowerPoint による PC プレゼンテーションのみの発表です。
・  演台上には、モニター、キーボード、マウスをご用意しておりますので、ご自身で操作をお

願いいたします。
・発表者ツールはご利用いただけません。
・発表のためお預かりしたデータは、学術集会終了後削除いたします。

3）発表データ作成方法

■当日発表データを持ち込まれる方（Windows のみ）
１）会場でご用意する PC の OS は Windows 10 です。
２）  Microsoft PowerPoint 2010/2013/2016/2019 で作成し、スライドサイズは 16：9、次の

OS 標準フォントをご使用ください。
　［日本語］  MS ゴシック・MSP ゴシック・MS 明朝・MSP 明朝
　［英　語］  Times New Roman・Arial・Arial Black・Arial Narrow・Century・Century Gothic・

Courier New・Georgia
３）  アニメーション・動画は使用可能ですが、Windows 10（OS）及び Windows Media Player 

12 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 形式を推奨します。発表データは動画を埋め込み作成ください。

４）  音声出力可能
５）  メディアを介したウィルス感染の事例がありますので、最新のウィルスチェックソフトでス

キャンを行ってください。
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※当日 PC をご持参いただく方
１）  利用機種、OS、アプリケーションに制限はありませんが、プロジェクターの接続端子は

HDMI 端子となります。お持込みになられるパソコン本体からの最終映像出力端子が HDMI
端子となるよう変換ケーブルを併せてご持参ください。一部のノートパソコンでは本体付属
のコネクターが必要な場合がございますので、必ず各自でご用意ください。

２）  スクリーンセーバー、省電力設定、ウィルスチェックならびに起動時のパスワードは予め解
除しておいてください。

３）電源ケーブルを必ずご持参ください。バッテリーでのご使用はトラブルの原因となります。
４）予備のバックアップデータ（USB）をお持ちください。
５）発表終了後は会場内左手前方の PC オペレーションデスクにて PC をご返却いたします。

５．第 19 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）一般社団法人日本褥瘡学会

：認定師更新単位参加 10 点、発表（筆頭演者）8 点

２）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

3）公益社団法人日本皮膚科学会
：後実績認定単位 3 点
　総合案内にて専用の参加証明書をお渡しいたします。
：新制度各 1 単位取得いただけます。（最大５単位）

対象プログラム
　10：00 ～ 11：00　教育講演 1
　11：00 ～ 12：00　特別講演 1
　13：10 ～ 14：10　教育講演 2
　14：40 ～ 16：10　シンポジウム
　16：20 ～ 17：20　特別講演 2

※日本皮膚科学会会員カードをご持参ください。
※  講演開始前に会員証を講演会場入口のカード読み取り機にかざしご入場ください。講演開始 15

分を過ぎた場合や途中退席された場合は単位取得できません。

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

※ 1・2・4 は参加証が証明書となりますので大切に保管してください。再発行はいたしません。
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６．オンデマンド配信について
下記期間中、一部プログラムのオンデマンド配信を実施いたします。
単位取得はできませんので予めご了承ください。

オンデマンド配信期間：5 月 20 日 （金）13：00 ～ 6 月 20 日 （月）23：59
オンデマンド視聴費：参加費プラス 1,000 円でご視聴いただけます。
オンデマンド参加受付期間：4 月 20 日 （水） ～ 6 月 15 日 （水）
対象プログラム：特別講演 1、特別講演 2、教育講演 1、教育講演 2、シンポジウム（予定）

・マイページ「お支払い」より「オンデマンド視聴費」の決済をお願いいたします。
・5 月 19 日 ( 木 ) までに視聴用パスワードをご登録のメールアドレスへお送りいたします。
※あらかじめメールアドレスのご確認をお願いいたします。

【オンデマンド視聴に関する禁止事項】
・講演の録音、録画、スクリーンショットを含む撮影
・参加登録者以外へのログイン情報の配布
・参加登録者以外との複数人での視聴
※上記不正が発覚した場合は参加権の取消、および法的措置をとる場合がございます。
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