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１．参加費・参加受付

【学術集会参加費】

事前参加登録 当日参加登録

日本臨床整形外科学会員 16,000円 18,000円

非会員開業医 17,000円 19,000円

非会員勤務医 10,000円 11,000円

メディカルスタッフ・その他 7,000円 8,000円

日整会研修会員 ― 無料

※申込資格：学術集会への参加は、日本臨床整形外科学会会員に限りません。
　勤務医、看護師、理学療法士、作業療法士、研修医の方など大歓迎です。
　ただし、参加費は異なりますので、お申し込みの際にはご注意ください。
※本学術集会における日整会研修医会員の参加受付は当日のみとなりますのでご了承ください。
　当日、証明書類をご持参の上、受付にご提示ください。

【参加受付について】

事前参加登録をされた方

予め参加証をお送りいたします。当日は、お忘れないようお持ちください。

当日参加登録をされる方

参加受付は神戸国際会議場　3Ｆ　ロビーに設置しております。

7月14日（日）　　　7：30 ～ 17：00

7月15日（月・祝）　7：30 ～ 14：00

【懇親会】

7月14日（日）18：30 ～　　会場：神戸ポートピアホテル南館　1F　大輪田

※事前申し込みのみ。着席式でお席を決めるため、当日のお申し込みはできません。

参加費（事前申込のみ）

学会員/非会員 18,000円
同伴者 18,000円

・当日欠席された場合の参加費の返金はできません。

２．各種単位取得および共催セミナーについて

単位受付を神戸国際会議場　3Ｆ　レセプションホールに設置します。

7月14日（日）　　　7：30 ～ 17：00　※7月15日分もお申込みいただけます。

7月15日（月・祝）　7：30 ～ 12：40

取得可能な単位 受講料 取得方法

日本整形外科学会※ 1単位につき1,000円 申込みが可能です。
日本リウマチ学会 1単位につき1,000円

会期中の申込みのみとなります。
学会当日、単位受付にお越しください。

日本リウマチ財団 1単位につき1,000円
日本手外科学会 1単位につき1,000円
日本リハビリテーション医学会 1セミナーにつき1,000円
日本医師会認定産業医制度 無料 事前登録　※学会HPを参照ください。
日本作業療法士協会 無料 会期中、単位受付にお越しいただく必要はあ

りません。後日、参加したことが分かるもの
を添付し所属の協会へお申し出ください。

日本理学療法士協会 無料
日本骨粗鬆症学会 無料

※日整会教育研修講演単位：2018年4月1日以降、1日又は1学会で取得できる単位の上限がなくなりました。
※日本リハビリテーション医学会専門医・認定臨床医生涯教育：1講演10単位。最大取得は、2日間で20単位。
　（日本専門医機構リハビリテーション科専門医：1講演1単位。最大取得は、2日間で2単位）

参加者へのご案内
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【日本整形外科学会教育研修単位】

日本整形外科学会教育研修単位についての詳細および注意事項はP（18）にてご確認ください。

単位取得可能な講演・セミナーは別表（P（20）～（23））にてご確認いただけます。

■ランチョンセミナー

・ランチョンセミナーのみ整理券制となります。整理券の配布はなくなり次第終了します。配布時間終了

後、整理券が残っている場合は、各セミナー会場前で配布いたします。

・入場は整理券をお持ちの方を優先とさせていただきますので、予めご了承ください。

・整理券はセミナー開始と同時に無効となりますので、開始前までにセミナー会場へお越しください。

・セミナー整理券と研修単位受講申し込みは同一ではありません。研修単位が必要な方は、別途単位受付

にて受講前に受付してください。

※開催当日分のみ配布

　配布場所：神戸国際会議場　3Ｆ　レセプションホール

　配布時間：7月14日（日）　　　7：30 ～ 12：00

　　　　　　7月15日（月・祝）　7：30 ～ 12：10　※ただしLS12は11：30まで

◎日整会の教育研修単位を事前申込みされた方

該当するランチョンセミナーの整理券を参加証と共に事前発送いたしますので、上記の整理券配布所に

お越しいただく必要はありません。

■モーニングセミナー、イブニングセミナー

軽食とお飲み物をご用意しております。

整理券の発行はございませんので、各会場へ直接お越しください。

【日本作業療法士協会】

対　　象：発表者・参加者

ポイント：参加（90分以上～1日）：1ポイント、参加（2日以上）：2ポイント

発　　表：1筆頭演者につき1ポイント加算

　　　　　講師（90分～1日）：1ポイント加算、講師（2日以上）：2ポイント加算

申　　請： 学会後、参加・発表したことが分かるものを添付し、所属する都道府県作業療法士会へ申請す

ることにより、ポイントの取得が可能。

問 合 先：日本作業療法士協会事務局

　　　　　TEL：03-5826-7871　FAX：03-5826-7872

生涯教育制度基礎研修ポイント付与に関しまして、詳しくは日本作業療法士協会ホームページをご参照く

ださい。

【日本理学療法士協会】

対　　象：発表者・参加者

単　　位：参加10ポイント（認定・専門理学療法士履習ポイント基準1-7に該当）

　　　　　発表5ポイント（認定・専門理学療法士履習ポイント基準4-6に該当）

申　　請： 申請に際しては、必ず以下の協会ホームページに記載されている「履修ポイント登録の申請に

ついて」を熟読ください。http://www.japanpt.or.jp/members/lifelonglearning/point/

　　　　　 認定・専門理学療法士申請時に、申請本人が参加の場合は参加証のコピー、発表の場合は抄録

のコピーを添付して協会事務局に送付する。

問 合 先：公益社団法人日本理学療法士協会事務局

　　　　　TEL：03-5414-7911　FAX：03-5414-7913　E-mail：ninteisenmon@japanpt.or.jp

生涯学習ポイント付与に関しまして、詳しくは日本理学療法士協会ホームページをご参照ください。

参加者へのご案内
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【日本骨粗鬆症学会】（認定番号：190095）

研修単位：認定医5単位（非基本）、骨粗鬆症マネージャー3単位

単位取得方法： 本人の名前の記載された学術集会参加証（コピー可）を日本骨粗鬆症学会認定教育研修会

受講証として取り扱います。

　　　　　　　学会参加の証として、認定更新時までご自身で保管してください。

　　　　　　　当日、受講証は配布しません。また、参加者名簿の記載も不要です。

　　　　　　　詳細は日本骨粗鬆症学会へご確認ください。

３．その他ご案内

【抄録集】

抄録集は会期中ご持参ください。なお、当日受付でも1,500円で販売いたしますが、部数に限りがござい

ますので、予めご了承ください。

【ネームカード】

会場内では、常にネームカードのご着用をお願いいたします。

【企業展示、書籍販売】

7月14日（日）　　　　9：00 ～ 17：00

7月15日（月・祝）　　9：00 ～ 14：30

企業展示： 神戸国際会議場　3Ｆ　レセプションホール、5Ｆ　ラウンジ

神戸商工会議所　3Ｆ　第1会議室

書籍販売： 神戸国際会議場　1Ｆ　メインホール前ホワイエ、4Ｆ　ロビー

【クールビズについて】

学会場は冷房完備でございます。上着・ネクタイ着用にても過ごしやすいように温度設定をしています。

しかしながら、猛暑ではございますので、クールビズでのご参加も可能です。

その際は、えりのあるシャツ（ポロシャツ等）をご着用ください。

Tシャツ、短パン、サンダルはご遠慮ください。

【Wi-Fi】

館内のほぼ全域でWi-Fi無料接続サービスを利用いただけます。なお、場所によっては電波が弱く利用が

難しい場合もございますのでご了承ください。

【抄録集アプリケーション[M
マ イ ス

ICE n
ナ ビ

avi]について】

本学術集会では、スマートフォンやタブレット端末で日程表、プログラム、抄録を閲覧できる抄録アプリ

（MICE navi）をご利用いただけます。ポケットプログラムとしてもご利用いただけますので、是非ご自

身のスマートフォン、タブレット端末へ事前にダウンロードの上、会場にてご利用ください。

・公開日：2019年7月上旬予定

・ご利用方法

１．App Store、Google Play storeから「MICE navi」を検索し、インストールしてください。

２．「MICE navi」アプリを開いて、アカウントを作成し、ログインしてください。

３．「MICE navi内で、「32JCOA」などで検索し、ダウンロードしてください。

・利用料：無料（アプリのダウンロードには別途通信料が発生します）
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関西国際空港

飛行機で

伊丹空港

リムジンバスベイ・シャトル リムジンバス

神戸空港

ポートライナー タクシーポートライナー

三宮駅

市民広場駅

約10分

約2分

約20分

新幹線で

市営地下鉄タクシー

ポートライナー

三宮駅

ＪＲ新神戸駅

市民広場駅

神戸ポートピアホテル
神戸国際会議場
神戸商工会議所

■ 神戸国際会議場

5F

4F

3F

2F

1F

B1F

第4会場（501会議室）、

第5会場（502会議室）、企業展示

第6会場（神商ホールA）、第7会場（神商ホールＢ）、

第8会場（会議室2・3）、企業展示、PCセンター

第2会場（国際会議室）、企業展示、単位受付、

総合受付、PCセンター、休憩コーナー

第1会場（メインホール）、書籍販売

クローク

■ 神戸商工会議所

3F

2F

1F

■ 神戸ポートピアホテル南館

懇親会会場（大輪田） ※7/14（日）1F

第3会場（401＋402会議室）、書籍販売、

学会本部

エコーハンズオンセミナー（イベントホール）

※7/14（日）

徒歩3分

・対応機種

iOS：10.0以降。iPhone、iPad、iPod touchに対応。

　　Android：4.4以上。スマートフォン、タブレットに対応。

※抄録アプリのご利用にはパスワードの入力が必要です。

※ アプリケーションをダウンロードしなくても、学術集会ホームページより日程表、プログラムの閲覧を

することができます。

【宿泊について】

宿泊に関する問い合わせは下記にお願いします。

※宿泊受付業務につきましては、株式会社JTBに委託しております。

株式会社JTB　西日本MICE　事業部

〒541-0058　大阪府大阪市中央区南久宝寺町3丁目1番8号　MPR本町ビル9階

第32回日本臨床整形外科学会学術集会　係

TEL：06-6252-5044　FAX：06-7657-8412

E-mail：c_shimozakura084@jtb.com

営業時間：9：30 ～ 17：30（土・日・祝祭日　休業）

【お問い合わせ先】

学術集会に関するお問い合わせは下記にお願いします。

第32回日本臨床整形外科学会学術集会　運営事務局

㈱コングレ九州支社　内

〒810-0001　福岡市中央区天神1-9-17-11F

TEL：092-716-7116　FAX：092-716-7143　

E-mail：32jcoa@congre.co.jp

学術集会HP：http://www.congre.co.jp/32jcoa/

お問い合わせ時間：土・日・祝祭日を除く　10：00 ～ 17：00

参加者へのご案内
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【日本整形外科学会　教育研修単位】

受講料：1単位につき1,000円（受講は事前および当日申込みが可能です）。

対　象：別表（P（20）～（23））にてご確認ください。

参加単位申込み

事前登録／当日登録
➡

会場前

入室チェック

※学術集会参加登録後、単位申込みを行ってください。

※当日、単位申込みをされる場合は、単位受付にてお手続

き（受講申込み・受講料支払）をお願いします。

※申し込みをしたセミナー/講演の会場前にて、セッション

開始10分前から10分後までにIC会員カードを端末にか

ざして入室してください。

※事前登録されている場合は、当日、単位受付

にお越しいただく必要はありません。受講す

るセミナー／講演会場前にて入室チェックを

行ってください。

＜受講者の皆様へ注意事項＞

日本整形外科学会　教育研修会単位受付は従来の受講証明書による単位取得報告から、デジタル化された

単位取得報告となっております。

会員カードを利用して教育研修会の受講管理が行われます。

受講証明書を記入し投函していた従来方式に代わり、IC会員カードを端末にかざすことにより、教育研

修会単位取得とする方式となります。

教育研修会単位取得には、必ず日本整形外科学会のIC会員カードをご持参ください。

※IC会員カードをお忘れの方には、仮カード発行窓口で仮IC会員カードを作っていただきます。ただし、

作成には保証金（2,000円）が必要となりますのでご了承ください。保証金はお帰りの際に仮カードと

引き換えに発行窓口で返金いたします。

1） 取得可能単位数について：日本整形外科学会教育研修会の単位取得は2018年4月1日以降、上限がなく

なりました。

2） 教育研修単位取得講演の受講手続きについて

① 教育研修受講受付にて、講演開始10分前までに受講手続きをお取りください。ただし、規定の人数

に達した場合、入場できないことがありますので、ご了承ください。

② 講演会場での手続き

 講演開始10分前から、講演開始後10分までにIC会員カードまたは仮IC会員カードを講演会場入口の

カード読み取り機にかざして出席登録を行ってください。10分を過ぎた場合や、受講手続きが完了し

ていない場合は、途中退場された場合には単位取得はできませんのでご注意ください。受講手続きを

行った講演と実際に受講する講演が異なった場合は、入場時にIC会員カードまたは仮IC会員カード

をカード読み取り機にかざしますと警告音が鳴り、単位取得ができませんのでご注意ください。

③ 研修単位取得状況の確認と受講必須分野の振り替えについて

 研修単位取得状況の確認と受講必須分野の振り替えは日整会ホームページ上で行うことができます。

 カードをかざして取得した単位は、自動的に整形外科専門医単位の小さな方の分野番号として付与さ

れます。例）N1、N3、Rの選択肢があった場合、自動的にN1に入ります。

 他の分野番号への変更は、日整会会員専用ページの「専門医制度取得単位照会」⇒「単位振替システ

ムへ」⇒「単位取得履歴一覧」でご変更ください。資格期限内であれば、何度でも変更可能です。

日本整形外科学会　教育研修単位について詳細・注意事項


