
学会参加者へのお知らせ

〈参加者への重要なお知らせ〉

◆  第 63回日本生殖医学会学術講演会・総会の参加費および出席証明には，平成 29年 10月に新規配布い
たしました「日本生殖医学会カード（JSRMカード）」のみ使用いただけます．ご参加の際，会員の皆
様は「日本生殖医学会カード（JSRMカード）」を必ずご持参いただきますようお願いいたします．

←平成 29 年 10 月に新規配布いたしました
　会員カードです．

◆  第 62回以降，本会主催の学術講演会・生殖医療従事者講習会などの参加費のお支払および出席証明に
は，従来の「O&G IC カード」は一切ご利用いただけません．また，「e医学会カード」も本学術講演
会ではご利用いただけません．

◆  「日本生殖医学会カード（JSRMカード）」の未受取，または紛失された方は，下記「日本生殖医学会事務
局」まで，メールにてご連絡ください．
　〈日本生殖医学会事務局〉
E-mail：info@jsrm.or.jp
メールに，「会員番号，氏名，状況（未達，紛失など）」をご記入ください．

1．会期・会場について
会期：平成 30 年（2018 年）9月 6日（木）・7日（金）
会場：旭川市民文化会館

〒070-0037　北海道旭川市 7条通 9丁目　TEL：0166-25-7331
星野リゾート　OMO7 旭川（旧　旭川グランドホテル）
〒070-0036　北海道旭川市 6条通 9丁目　TEL：0166-24-2111

2．学術講演会参加費の支払い・各参加申込みについて
1）参加受付
旭川市民文化会館　1F　エントランスホール
9月 6日（木） 8：10～18：30
9 月 7 日（金） 8：40～14：30

2）参加費
会員/非会員 15,000 円
初期研修医 無料
学部学生（学生証の提示が必要） 無料
大学院生（学生証の提示が必要）
＊但し，医師の方は会費（15,000 円）をお支払ください 無料
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3）参加登録について
①  事前参加登録をされた方，当日参加登録をされる方のいずれの方も，受付には，「日本生殖医学会
カード（JSRMカード）＊平成 29年 10 月新規配布」に印字されたQRコードを自動発券機のQR
コードリーダーにて認証を行ってください．

②  事前参加登録をされた方は，参加章（ネームカード兼領収書）が発券されます．
③  当日参加登録の方は，現金またはクレジットカードでのお支払をいただきますと，参加章（ネー
ムカード兼領収書）が発券されます．

④  会場内では，ネームカードケースに参加章を入れ，必ず着用をお願いいたします．

4）「日本生殖医学会カード（JSRMカード）」をお持ちでない方について
「日本生殖医学会カード（JSRMカード）」の未受取り，お忘れおよび入会予定者の方は，「問い合わ
せデスク（旭川市民文化会館　1F　エントランスホール）」にお越しください．会員確認を行った
後，「会員確認証」を発行いたします．その後，上記 3）～4）の参加登録をお願いいたします．
＊「会員確認証」は，第 63 回日本生殖医学会学術講演会の会期中のみ有効です．
＊  非会員の方は，問い合わせデスクでの手続きは不要です．自動発券機にて，「非会員」を選択いた
だき，参加費をお支払いください．

3．プログラム抄録集について
学会誌が講演抄録集を兼ねていますので，当日忘れずにご持参ください．当日販売は，3,000 円です．
（数に限りがございます）現金での取り扱いのみとなります．

4．生殖医療の必修知識 2018 について
会場事務局デスクにて，数量限定にて販売いたします．（1部 12,000 円）
現金での取り扱いのみとなります．

5．懇親会について
下記のとおり，懇親会を開催いたします．多数の皆様のご参加をお待ちしております．
日　時：9月 6日（木）18：45～20：00
会　場：星野リゾート　OMO7 旭川　3F　第 3会場・第 4会場
参加費：無料（学術講演会参加費を支払った方のみ）

6．ランチョンセミナーについて
ランチョンセミナーはチケット制です．
ランチョンセミナーチケット配布所（旭川市民文化会館　1F　ロビー）にて，チケットをお受け取りの
上，各セミナー会場へお越しください．
〈ランチョンセミナーチケット配布時間〉
9月 6日（木） 8：10～11：30
9 月 7 日（金） 8：40～11：45

＊チケットはおひとり様，1日 1枚限り．当日開催分のみの配布となります．
＊チケットの配布は，先着順のため，なくなり次第終了となります．
＊配布時間終了後，チケットが余っている場合は，各セミナー会場前で配布いたします．
＊チケットは，セミナー開始後 5分で無効となります．
＊各セミナー会場には，チケットをお持ちの方から，優先的にご入場いただきます．
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7．クロークについて
旭川市民文化会館　1F　ロビー 星野リゾート　OMO7 旭川　2F・3F

9 月 6 日（木） 8：10～18：30 9 月 6 日（木）
常時対応しております

9月 7日（金） 8：40～15：30 9 月 7 日（金）

8．生殖医療専門医・専攻医の皆様へ
◆第 63 回日本生殖医学会学術講演会
①  生殖医療専門医・専攻医の学術講演会出席証明および専門医ポイント（20ポイント）が自動付与され
ます．別途，専門医専攻医出席証明コーナーでの手続きの必要はありません．

②  日本産科婦人科学会会員の方は，専門医研修出席証明および専門医単位も自動付与されます．
　後日，e医学会カードのマイページにてご確認いただけます．

◆日本専門医機構（基本領域：産婦人科・泌尿器科）について
＊開始時間 10 分を過ぎての受付は，単位付与できませんのでご注意ください．
＊基本領域学会（産婦人科・泌尿器科）に付与認定予定です．
・産婦人科…「日本生殖医学会カード（JSRMカード）」で自動付与されます．
・泌尿器科…受講証を会場前で配布しますので，追って日本泌尿器科学会へ提出ください．
領域 プログラム 日時 会場

泌尿器科 シンポジウム 3精子を知る，見る，作る
9月 6日（木）
16：05～17：25 第 2 会場

産婦人科 シンポジウム 2卵巣の加齢に対する最新知見　基礎・臨床
9月 6日（木）
16：30～17：50 第 1 会場

産婦人科 シンポジウム 6ARTのトピックス　ARTの最前線
9月 7日（金）
13：40～15：00 第 3 会場

◆生殖医療従事者講習会
生殖医療専門医（更新）・専攻医（履修）・生殖医療コーディネーター（更新履修）を対象とした講習
会です．
　日　時：9月 7日（金）7：00～9：00
　会　場：第 3会場（星野リゾート　OMO7 旭川　3F　瑞雲の間　東西）
　受講料：10,000 円（生殖医療コーディネーター：5,000 円）
　＊定員制のため，事前登録いただいた方のみご入場いただけます．

〈申込みについて〉
◇生殖医療専門医・専攻医の先生は
http://www.jsrm.or.jp/qualification/specialist_training.html にて，受付いたします．
事前登録期間：2018 年 7 月 18 日（水）～8月 17 日（金）予定　詳細はHP上でご確認ください．

参加をご希望の先生は，「日本生殖医学会カード（JSRMカード）」送付時に付帯され
た生殖医療専門医・専攻医専用ID，パスワードにて登録画面にログインいただき，事
前登録（受講料決済）をお済ませください．
なお，事前登録は先着順です．定員に達した場合は登録期間であっても終了いたしま
すのでご了承ください．
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◇生殖医療コーディネーター・一般の会員/非会員の方は
事前登録期間：2018 年 7 月中旬～8月中旬（詳細はHP上でご確認ください．）

下記事務局までメールにてお申込みください．
〈日本生殖医学会事務局〉
E-mail：info@jsrm.or.jp
お申込みの際は，メールに，「会員番号（一般会員のみ），氏名，所属，連絡先など」
をご記入ください．

※  生殖医療コーディネーターの方は，受講料が 5,000 円です．通常のwebにて事前登録されますと受
講料（10,000 円）のお支払となりますので，ご注意ください．

〈当日の受付について〉
受講者は，講習会当日必ず「日本生殖医学会カード（JSRMカード）」をご持参いただき，講習会会場へ
の入場時と退出時に受付にて提示してください．
＊  「日本生殖医学会カード（JSRMカード）」をお忘れの方は，講習会会場前の「問い合わせデスク」に
お越しください．

生殖医療従事者講習会は日本専門医機構単位として基本領域学会（産婦人科・泌尿器科）に付与認定予
定です．（2時間で 2単位付与）
・産婦人科…「日本生殖医学会カード（JSRMカード）」で自動付与されます．
・泌尿器科…後日，受講証を日本泌尿器科学会へ提出ください．

◆生殖医療コーディネーター講習会
日　時：9月 6日（木）16：00～17：30
会　場：旭川市民文化会館　3F「大会議室」
受講料：無料　事前予約等不要

最新情報については，下記学会事務局ホームページにてご確認ください．
http://www.jsrm.or.jp/qualification/coordinator_index.html
http://www.jsrm.or.jp/qualification/coordinator_training.html

9．各種研修出席申請について
1）日本産科婦人科学会会員の方
本会は，2016 年度より専門医研修出席証明または専門医機構単位の申請に，主催学会側のカード 1
枚にて，電子的相互付与をすることを日本産科婦人科学会と連携いたしております．今回は本会主
催となりますので，「e医学会カード」は使用できません．「日本生殖医学会カード（JSRMカード）
＊平成 29 年 10 月新規配布」を使用いたしますので，忘れずにお持ちください．

2）日本泌尿器科学会会員の方
専門医の資格更新に際して必要な参加学術集会として算入できます．本学術講演会参加章（兼領収
書）で後日申請可能です．

3）日本産婦人科医会会員の方
会期中に，参加登録受付に併設された医会シール窓口にて，研修参加証シールを 1日 1枚発行いた
します．
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10．宿泊および託児所について
学術講演会ホームページ（http://www.congre.co.jp/jsrm63）をご覧ください．

11．撮影・録音について
学会場・講演会場内での撮影・録音は，学会が認めた場合以外は禁止です．
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