参加者へのご案内
会

期
2018 年 1 月 18 日（木）～ 19 日（金）

会

場
奈良春日野国際フォーラム 甍～ I・RA・KA ～
〒 630-8212 奈良市春日野町 101
TEL：0742-27-2630
http://www.i-ra-ka.jp/

参加受付

1．受付日時・場所
日 時：1 月 18 日（木）8：10 ～ 17：30
1 月 19 日（金）7：40 ～ 11：50
場

所：1 階

ロビー

2．参加費
学会参加費、合同教育セミナー受講料は別々にお支払いください。
（受付を別々に設けております。）
参加費
■てんかん外科学会のみ

10,000 円

■てんかん外科学会 + 定位・機能神経外科学会

15,000 円

■医師以外の医療従事者

5,000 円

■医学生・初期研修医・留学生※ 1,2

無料

※1

医学生・初期研修医・留学生は、指導医のサインが入った証明書が必要です。

※2

学生は学生証の掲示が必要です。

■合同教育セミナー

10,000 円

3．お支払方法
「一般社団法人日本脳神経外科学会会員証」を用いて、参加費のお支払い・専門医クレジットのご登録が

出来ます。
（一般社団法人日本脳神経外科学会会員のみ）

（A）一般社団法人日本脳神経外科学会会員証

（B）会員 UFJ クレジットカード（持参は不要）

受付には（A）のみをご持参下さい。（B）UFJ 会員クレジットカードの持参は不要です。
◆（A）
（B）両方を取得済みの方
受付には（A）のみご持参ください。

参加費をクレジット決済し、専門医クレジット登録も同時に行います。
◆（A）のみ取得の方
受付には（A）をご持参ください。専門医クレジット登録を行います。

参加費は現金でお支払いください。
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◆（A）を取得されていない会員の方、カードをお忘れになった方
専門医番号または氏名で検索して参加登録・専門医クレジット登録はできます。

参会費は現金支払いとなります。
◆一般社団法人日本脳神経外科学会会員

以外の方

受付に用意してある参会者カードに氏名・所属をご記入の上、参会費とともに提出して下さい。

参加費は現金でお支払いください。

4．合同教育セミナー受付
事前登録されている方は、運営事務局がメールにて送付致しました受講票をプリントアウトして受付へ
お持ちください。当日登録も可能です。
受講料は受付にて現金でお支払いください。※クレジット決済は出来ません。
テキストを受付にてお渡し致します。

5．プログラム・抄録集
会員には事前に送付しておりますので必ずご持参ください。ご希望の方には、当日 3,000 円にて販売いた
しますが、部数に限りがありますので不足の場合はご了承ください。

6．日本てんかん外科学会へのご入会
ご希望の方は、事前に日本てんかん外科学会ホームページ新入会登録画面または当日新入会受付で所定
の手続きをお取りください。
『日本てんかん学会事務局』

自治医科大学脳神経外科
〒 329-0498

栃木県下野市薬師寺 3311-1

TEL：0285-58-7373

FAX：0285-44-5147

E-mail：jess-office@umin.ac.jp
URL：http://plaza.umin.ac.jp/~jess/

日本脳神経外科学会クレジット
この学会の一般社団法人日本脳神経外科学会生涯教育クレジット点数は 5 点です。

脳神経外科学会診療領域講習の単位
現脳神経外科専門医の先生は 2018 年以降、脳神経外科診療領域講習の単位取得が必要（5 年間 20 単位）と
なります。
本学会では最大 2 単位の取得が可能です。以下の講習が単位取得の対象となります。
1 月 18 日（木）12：00 ～ 13：00 ランチョンセミナー 1
14：20 ～ 15：20 特別講演
1 月 19 日（金）12：00 ～ 13：00 ランチョンセミナー 2
●専門医の先生方へ
今回より、専門医資格更新のための講習会が開催されます。
専門医の先生方には、参会受付だけでなく、総合受付にある入退場受付にもお立ち寄りいただき、会員
カードで受付を行います。
当日、会員カードお忘れの方は、別途窓口がございますのでそちらで必ず受付を行っていただきますよ
う、お願い申し上げます。

世話人会
日 時：1 月 19 日（金）7：00 ～ 8：00
会 場：ホテル日航奈良 4 階「羽衣」
＊軽食をご用意しておりますので、世話人の先生方はお集まりください。
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議事総会
日
会

時：1 月 19 日（金）9：40 ～ 9：50
場：第 1 会場（能楽ホール）

＊会員の先生方はお集まりください。

合同懇親会
日
会

時：1 月 19 日（金）19：00 ～ 20：30
場：奈良国立博物館 葉風泰夢

＊第 57 回日本定位・機能神経外科学会と合同の懇親会を行います。皆様奮ってご参加ください。
参加費は無料です。ご参加の際は、ネームカードをご着用ください。

合同懇親会イベント（奈良国立博物館見学会）
1 月 19 日（金）に行われます合同懇親会前に奈良国立博物館の見学を行います。
日
時：1 月 19 日（金）17：30 ～ 19：00
会

場：奈良国立博物館
〒 630-8213 奈良市登大路町 50 番地
TEL：NTT ハローダイヤル 050-5542-8600

FAX：0742-26-7218

http://www.narahaku.go.jp/
入 場 料：無料
定
員：解説案内：180 人（空きがあれば当日申し込み可）
（博物館内講堂において所属学芸員による仏像館の解説 40 分程度）
入館のみ：100 人（空きがあれば当日申し込み可）
※貸し切りにはなっておりませんので、一般の来場者もいらっしゃいます。

東大寺

奈良県庁

「葉風泰夢」
地下回路より
県庁東

奈良国立博物館
一の鳥居

大仏殿交差点

説明会
（東新館）

奈良公園

春日大社

見学会（奈良仏像館）

荒池

奈良春日野国際フォーラム
甍〜I・RA・KA〜

浮見堂

【学会会場から奈良国立博物館までの経路】
学会会場出口を出て左手に見える道路を下り、最初の交差点「大仏殿」交差点を直進し、
左手にある奈良国立博物館東新館入口よりご入場下さい。（徒歩 7 分）
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機器展示・書籍展示
日

時：1 月 18 日（木）8：35 ～ 18：30
1 月 19 日（金）8：00 ～ 18：30

会

場：1 階・2 階

ロビー

クローク
日

時：1 月 18 日（木）8：10 ～ 18：50
1 月 19 日（金）7：40 ～ 18：45

会

場：1 階

小会議室 1・2

参加者へのご連絡
会期中はスライドでのお呼び出しはいたしません。会員連絡版をご利用ください。

学会事務局
医療法人 熊谷総合病院 脳神経外科
〒 360-8567 埼玉県熊谷市中西 4-5-1
TEL：048-521-0065
Email：essj2018-office@umin.ac.jp

運営事務局
株式会社ドゥ・コンベンション
〒 101-0063 東京都千代田区神田淡路町 2-23,5F
TEL：03-5289-7717 FAX：03-5289-8117
Email：essj2018-office@umin.ac.jp
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座長・演者へのご案内
座長へのお願い
1．セッション開始 15 分前までに会場右手前方の次座長席にご着席ください。

演者へのお願い
1．各セッションの発表および質疑応答の時間は、次の通りです。なお、一部の演題で別途時間を指定させ
ていただいております。
セッション

発表時間

質疑応答

合計

特別企画 1

15 分

3分

18 分

特別企画 2

12 分

3分

15 分

シンポジウム

8分

2分

10 分

ポスター発表

3分

2分

5分

2．学会での発表の際の COI 表記のお願い
・COI（利益相反）自己登録について【重要】
第 41 回日本てんかん外科学会で演題を発表するにあたっては、筆頭演者が COI（利益相反）自己登
録を日本脳神経外科学会に対して完了している、ということが条件になりました。
筆頭演者の方が COI 自己登録を完了していない場合は、学会発表ができませんので、ご注意ください。
自己登録が未了にもかかわらず完了として発表されますと、「医学研究の COI に関する指針」に反す
る違反とみなされ措置がとられる可能性がありますので、ご留意ください。
・学会での発表の際のお願い
第 41 回日本てんかん外科学会で発表される際は、発表スライドの最初（演題名、演者名などが書い
てあるもの）の下の方に、開示すべき COI があるかどうかを入れてください。
・開示すべき COI がない例、ある例について以下にスライド見本を示します。

（a）開示すべき COI がない場合（スライド見本）

脳動脈瘤の外科治療（演題名）

日本脳神経外科病院（施設名）
脳卒中太郎（氏名）

筆頭演者は日本脳神経外科学会へ過去3年間のCOI自己申告を完了しています
本演題の発表に際して開示すべきCOIはありません

（b）開示すべき COI がある場合（スライド見本）
寄付講座在籍の研究者や奨学寄附金などの外部資金によって
雇用されている研究者からの演題応募の場合には、
所属は母教室ではなく、
所属施設・機関で使われる正式名称を記載し
その資金を提供している企業名を併記することが求められる

筆頭演者のCOI開示

脳動脈瘤の外科治療（演題名）

日本脳神経外科学会へのCOI自己申告を完了しており、
過去3年間
（いずれも1月〜12月）
において本講演に関して開示すべきCOIは以下の通りです

日本脳神経外科病院（施設名）
脳卒中太郎（氏名）

筆頭演者は日本脳神経外科学会へ過去3年間のCOI自己申告を完了しています

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

役員，
顧問職
株の保有
特許権使用料
講演料
原稿料
研究費
その他

なし
なし
なし
あり
（〇〇製薬）
なし
あり
（〇〇製薬）
なし

寄付講座のみ表記
〇〇大学

YZ寄付講座
（同寄付講座はA製薬の寄付金にて支援されている）
or

金額は開示不要

寄付講座と母教室の併記
〇〇大学

脳神経外科・YZ寄付講座
（同寄付講座はA製薬の寄付金にて支援されている）

日本脳神経外科病院（施設名）
脳卒中太郎（氏名）
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複数の企業からの寄付金や外部資金による場合は
年間200万円以上の企業については該当する企業名をすべて記載

3．発表時間の 15 分前までに会場左手前方の次演者席にお着きください。
4．発表データは CD-R（RW 不可）か USB メモリもしくは PC 本体をお持ち込みください。
5．発表データをメディアでお持ち込みになる場合、使用できるデータは Microsoft PowerPoint 2007 ～
2016 で作成したものに限ります。
6．Windows に標準搭載されているフォントをご使用ください。
7．動画を使用される方及び Macintosh を使用される方は、必ずご自身のコンピュータで発表してください。
（AC アダプタも必ずご持参ください。）
8．会場内のスクリーンへの投影のために、外部ディスプレイ出力端子を準備しているコンピュータを使用
してください。会場に設置の液晶プロジェクターへの接続は標準的な Mini D-sub15 ピンです。それ以
外のインターフェイスを装備している場合は、必ず各自で変換アダプタを持参してください。
ミニ D-sub15 ピン

9．コンピュータの突然の故障等の不測の事態に備え、プレゼンテーションデータファイルのバックアップ
を USB メモリか CD-R でご持参ください。その際に最新の定義データを使用したウイルスチェッカー
でウイルスの混入がないことをご確認ください。不測の場合に会場で使用できるプレゼンテーションア
プリケーションは、Windows7 Microsoft PowerPoint 2007/2010/2013/2016 です。
10．発表の 1 時間前までに、PC 受付にて動作確認を行ってください。PC 持込の場合は特に外部ディスプレ
イを接続した時の動画の再生をご確認ください。また、コンピュータの消音、スクリーンセーバーの不
起動、スリープ防止、自動電源オフ解除をご確認ください。
【PC 受付日時・場所】
日 時：1 月 18 日（木）8：10 ～ 17：30
会 場：1 階 ロビー

1 月 19 日（金）7：40 ～ 11：30

11．動作確認されたコンピュータはそのまま会場にお持ちいただき、会場内左手前方の PC オペレーターに
お預けください。
12．発表時は演台上のキーボード・マウス・ディスプレイに接続されていますので、ご自身で演台上のマウ
ス等を操作してご発表ください。
13．発表終了後は必ずご自身のコンピュータをお受け取りください。
お預かりしたデータは、会期終了後主催者の責任で破棄いたします。

ポスター発表について
（1）発表時間は、「発表 3 分／質疑 2 分」 時間厳守でお願いいたします。
座長の進行に従ってご発表ください。
20㎝
（2）座長はセッション開始 15 分前までにポスター受付（ポスター会場前）
にお越し頂き、座長用ホルダーをお受け取りください。
（3）セッション開始 10 分前までにご自身のポスター前に待機してください。
（4）ポスター発表のご案内
・ポスターパネルサイズは、縦 210cm ×横 90cm です
・演題番号は、（左上：縦 20cm ×横 20cm）事務局で用意致します。
・演題名・所属・氏名（右上：縦 20cm ×横 70cm 内）及び発表内容
（縦 190cm ×横 90cm 内）は、ご自身でご用意ください。
・貼付用の画鋲は各パネルに用意してあります。
（5）ポスター掲示時間、撤去時間は下記の通りとなります。
・掲示時間：1 月 18 日（木）12：00 までに掲示願います。
・撤去時間：1 月 18 日（木）18：00 までに撤去願います。
※撤去時間以降に残されたポスターは事務局にて処分いたします。
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190㎝

20㎝

70㎝

演題
番号

（各自でご用意ください）

演題名・所属・演者名

演題番号は事務局で
準備いたします

210㎝

ポスター掲示スペース

90㎝

