
お知らせとお願い

参加者の皆様へ………………………………………………………………

●参加受付

1）日時

9 月 2 日（金）8：00～18：00
9 月 3 日（土）7：30～14：00

2）場所

甲府富士屋ホテル　1階　ホワイエ
3）参加費

医師 10,000 円
非医師 6,000 円

4）受付方法

　本誌巻頭綴じ込みの「参加費納入書」に必要事項をご記入のうえ、学会参加費を
添えてお申し込みください。ネームカードをお渡しいたしますので、所属・氏名を
ご記入のうえ、会場内では必ずご着用ください。

5）クローク

甲府富士屋ホテル　1階

●日本腰痛学会事務局受付

　第 24 回日本腰痛学会当日に、年会費・新入会・住所変更の手続きを行っておりますの
でご利用ください。

●抄録集
　学会員には事前に郵送しておりますので、必ずご持参ください。別途購入希望の方には、
第 24 回日本腰痛学会当日、1冊 2,000 円で販売いたします。入会される方は無料です。
　但し、部数に限りがありますのでご了承ください。

●掲示板・伝言板
　受付付近に設置いたしますので、ご自由にご利用ください。
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●食事
　モーニングセミナー（軽食）、ランチョンセミナー（お弁当）、イブニングセミナー（軽
食）にてご用意しますのでご利用ください。なお、数に限りがありますので、予めご了承
ください。セミナーの整理券はありません。

●各種会議のご案内
理事会 9 月 1 日（木）16：00～17：00
  甲府富士屋ホテル　10 階　クリスタルルーム
評議員会 9 月 1 日（木）17：00～18：00
  甲府富士屋ホテル　1階　昇仙閣（南）
総会 9 月 2 日（金）13：00～13：30　
  甲府富士屋ホテル　1階　昇仙閣（中・東）（第 1会場）

●全員懇親会
日　時：9月 2日（金）19：00～
会　場：甲府富士屋ホテル　1階　昇仙閣（中・東）（第 1会場）
参加費：無料（参加登録をされた方に限ります）

●併設医療機器展示
日時：9月 2日（金）9：00～18：00
　　　9月 3日（土）8：00～15：10
会場：甲府富士屋ホテル　1階　昇仙閣（西）

●会場内でのご注意
　会場内での携帯電話の使用はご遠慮ください。あらかじめ電源をOFFにするか、マ
ナーモードに設定しアラーム機能を解除してご入場ください。
　また、撮影（写真・ビデオ）、並びに録音は固くお断りしております。ご理解、ご協
力の程、お願いいたします。

●インターネット環境
　会場、ロビーで Free Wi-Fi が使用可能です。
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●教育研修講演単位
1）日本整形外科学会教育研修講演単位

　スポンサーセミナー、モーニングセミナー、ランチョンセミナー、イブニングセ
ミナーは、日本整形外科学会教育研修講演単位が認められております。（各 1単位）

2）日本リウマチ財団教育研修単位

　スポンサーセミナー 3は、日本リウマチ財団教育研修単位が認められております。
3）日本医師会生涯教育制度単位

　第 24 回日本腰痛学会として日本医師会生涯教育制度単位を申請しております。
　詳細はHP又は会場でご案内いたします。

受講受付

本誌巻頭綴じ込みの「教育研修講演　受講申込書」に必要事項をご記入のうえ、受
講料（1単位：1,000 円）を添えてお申し込みください。

単位の登録は教育研修講演受講会場への入場時に、日本整形外科学会 IC 会員
カードにて行います。仮カードの発行は行いませんので、専門医の方は ICカー
ドを必ずご持参ください。

ご注意

会場には、講演開始10分後までにご入場ください。10分後に入場されても受講単位
は認められません。また、途中退場される場合も同様に受講単位は認められません。
受講料払い戻しや受講証明書の再発行はいたしませんので、ご注意ください。
学会参加者で、単位を必要としない方の聴講は無料です。
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座長・演者の皆様へ…………………………………………………………

●座長の皆様へ
1．口演発表の座長はセッション開始時間の10分前までに、次座長席にご着席ください。
2．  ポスター発表の座長は、担当セッション開始時刻の 20分前までに総合案内へお越し
のうえ、座長リボンをおうけとりください。

3．特に呼び出しはいたしません。時間内で十分な御討論をお願いいたします。

●口演発表の皆様へ

1）発表時間

シンポジウム 1 発表 10 分、総合討論 30 分
シンポジウム 2 発表 15 分、総合討論 15 分
シンポジウム 3 発表 15 分、総合討論 25 分
主題 発表 6分、質疑応答 3分
一般演題 発表 6分、質疑応答 3分
ポスター 発表 4分、質疑応答 2分

※発表時間終了 1分前に演台の黄ランプが、終了時に赤ランプが点灯します。
発表時間を必ず厳守してください。
次演者は前演者が登壇されましたら次演者席にお着きください。
演台上にモニター、キーボード、マウスを用意しておりますので、操作はご自身
でお願いいたします。

2）発表方法

口演発表は PCプレゼンテーション（1面映写）のみとさせていただきます。発表
データはCD-R もしくはUSBメモリーでご持参いただくか、ご自身の PCをお持ち
ください。特にプレゼンテーションに動画などを含まれる方やMacintosh をご利用
の方は必ずご自身のPCをご持参ください。音声の出力はできませんので、あらかじ
めご承知おきください。

3）発表データの受付・試写

＜PCセンター＞
会場 受付場所 9月 2日（金） 9月 3日（土）

第 1～4会場  1 階　ホワイエ 8：00～17：00 7：30～13：40
第 5 会場 10 階　ホワイエ 8：00～17：00

※会場によって受付場所が異なりますのでご注意ください。
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【発表データを持ち込まれる場合】

◆  発表セッションの 40 分前までに PCセンターで受付をお済ませください。
◆  会場でご用意しているパソコンのOSはWindows 7 です。
◆  アプリケーションはMicrosoft PowerPoint 2007、2010、2013 です。Macintosh には
対応しておりませんのでご利用の場合は PCをご持参ください。

◆  データを持参される場合は、CD-R またはUSBフラッシュメモリーとしてください。
MOなどそのほかのメディアには対応しておりません。

◆  文字フォントは、PowerPointに設定されている標準的なフォントに限ります。特殊な
フォントを使用されますと代替フォントが使用され、レイアウトが崩れることがあり
ます。特殊なフォントをお使いになるときは画像化し、オブジェクトとして貼り付け
てください。

◆  保存したファイルは「発表日」「演題番号」「氏名」の順で名前を付けてください。
◆  保存したデータは、ご自身のパソコン以外でも文字化けなどがなく、データを読み込
めるか事前にご確認ください。

◆  発表者ツールの使用はご遠慮ください。
◆  発表データは事務局で責任を持って消去いたします。

【パソコンを持ち込まれる場合】

◆  発表セッションの 40 分前までに PCセンターで、動作チェックをお済ませください。
◆  発表の 30 分前までに、会場内演者席付近の PCデスクまでご自身でご持参ください。
◆  外部出力用に特殊なコネクターが必要な場合はそのコネクターを必ずご持参くださ
い（会場にはミニD-sub 15 pin のモニター出力端子のみ用意いたします）。
◆  電源アダプターは必ずご持参ください。
◆  念のため、発表データのバックアップをメディ
アにてお持ちになることをお勧めいたします。

●ポスター発表の皆様へ

　本学会では、日ごとの張り替えは行わず、会期
中の 2日間を閲覧期間とします。

1）発表時間

発表 4分、質疑応答 2分
※発表セッションの開始 10 分前にはご自身の
ポスターの前で待機してください。
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貼付時間：9月 2日（金） 9：00～11：00
発表時間：9月 2日（金）13：35～14：05
撤去時間：9月 3日（土）13：30～15：30

2）ポスターサイズ

ポスターのサイズは、幅 90cm×高さ 180cmです。
演題名、所属、氏名の表示（幅 70cm×高さ 20cm）は、各自でご準備ください。
パネルに押しピンと演者用リボンをご用意しております。

●質疑応答について

　質疑は、座長の指示の従い、発言者は所属・氏名を必ず述べてください。

●学会誌への投稿について

　本誌最後に投稿規定を掲載しておりますので規定に沿ってご投稿ください。
　なお、会則により投稿は会員に限ります。次号に掲載する論文の締め切りは平成28年
12 月末日ですので、期日内に日本腰痛学会事務局へ直接お送りください。

送付先：〒960-1295　福島県福島市光が丘 1番地
　　　　福島県立医科大学整形外科学講座内
　　　　日本腰痛学会事務局

●優秀ポスター賞

　優秀ポスター 2題を、学会参加者の投票により決定します。参加証に付属の投票券に
最も優れたポスター演題を１題記入し、9月 2日（金）17：00 までにポスター会場前の
投票箱へ提出ください。投票券は 9月 2日（金）の全員懇親会にて発表・表彰を行いま
す。
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