
■学術集会の参加受付
※参加登録費は下記の通りです。

参加区分 参加費
（事前）

参加費
（当日） 必要な提示物

日本循環器学会正会員 16,000円 20,000円 ―
日本循環器学会準会員 5,000円 7,000円 所定の証明書
非会員 16,000円 20,000円 ―
非会員（コメディカル） 5,000円 7,000円 所定の証明書
研修医（前期） ― 無料 所定の証明書
大学院生（日本人医師を除く） ― 無料 学生証
学部学生（医学部・薬学部・工学部等含む） ― 無料 学生証

海外参加者（日本からの留学生は除く）
14,000円
（団体登録
13,500円）

15,000円 ―

在日留学生 ― 5,000円 所定の証明書
※  プレレジストレーション（事前参加登録）は終了しております。
※  日本循環器学会準会員、非会員（コメディカル）、研修医（前期）、在日留学生は所定の証明書
の提示が必要です。証明書はホームページよりダウンロードしてください。責任者署名欄は、
証明者となる責任者の署名・捺印を得てください。証明書のご提出がない場合、各区分参加費
の適用外となりますので、予めご了承ください。
※  参加区分「日本循環器学会正会員」の参加費 16,000円（当日 20,000円）、「日本循環器学会準
会員」の参加費 5,000円（当日 7,000円）に消費税はかかりません。（不課税）
※  参加証（ネームカード）は参加証明書及び領収証を兼ねて発行されます。本学会学術集会参加
を他学会の専門医/認定医/指導医の資格更新単位に申請される場合は、参加証をご利用いただ
いております。会期終了後は参加証の再発行及び事後の参加証明書の発行はしておりません。
申請時までご自身で保管いただきますようお願いいたします。
※  プログラム集の正会員・準会員の事前配布はございません。会場内でプログラム集・ポケット
プログラムを配布しております。（無くなり次第配布終了いたします。）また抄録のご確認は
JCS Abstractsまたは電子抄録アプリをご利用ください。

・  参加登録は会期前日または当日に「参加受付」で行ってください。
・  参加受付の時間と場所は次のとおりです。1日目の午前中は参加受付が非常に混
雑いたします。会期前日も参加受付を行いますので、ご利用ください。
・専門医研修単位の登録には、参加受付とは別に、各専門医研修単位登録受付での
お手続きが必要です。詳細は「循環器専門医資格更新に必要な研修単位の登録」
（81ページ）をご参照ください。

参加者へのご案内
第 83 回日本循環器学会学術集会
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受付日時・場所：

日程 パシフィコ横浜
展示ホール A

パシフィコ横浜
会議センター 2階　ホワイエ

前日  　3月 28日（木） ― 15：00～20：00
1日目　3月 29日（金）  7：00～18：00 ―
2日目　3月 30日（土）  7：00～18：20 ―
3日目　3月 31日（日）  7：00～16：40 ―
※  前日受付は、「正会員、準会員、非会員、非会員（コメディカル）」のみになりま
す。

《プレレジストレーションをお済ませの方》
・  プレレジストレーション完了を示す「登録確認書」をダウンロード・印刷してお
持ちください。自動参加登録機（CMTM）より参加証（ネームカード）兼領収証
を発行します。

《当日参加登録の方》
・  当日参加受付は自動参加登録機（CMTM）にて行います。画面の表示に従い参加
費をお支払いのうえ、参加証（ネームカード）兼領収証をお受け取りください。
クレジットカードでのお支払いはできません。

《ネームカード着用のお願い》
・  会場内では必ず参加証（ネームカード）を着用してください。なお、参加証（ネー
ムカード）兼領収証の再発行はいたしかねますので、ご了承ください。

■教育セッションの参加受付
・  参加費とは別に、3,000円の参加費が必要です。
・  教育セッションのプレレジストレーション（事前参加登録）は、終了しておりま
す。

・  教育セッションテキスト（I・II・III共通）は、教育セッションが開催されている
時間内にお渡しします。
テキスト引換所は、パシフィコ横浜　国立大ホール 2階 シーサイドロビーです。
必ずテキスト引換券をお持ちください。

《プレレジストレーションをお済ませの方》
・  教育セッションテキスト引換券は、参加証兼領収証（ネームカード）と同時に発
行されます。
※専門医研修単位登録には、プレレジストレーションを行った場合でも、必ず教育
セッション会場前の「単位登録受付」でのお手続きが必要です。会期後の単位登
録はできませんので、十分ご注意ください。

《当日申込をされる方》
・  会期当日の教育セッション参加受付（参加証兼領収証の発行）は、次頁の施設に
て参加登録と同時に行っていただくことが可能です。（教育セッションのみの参加
受付も可能です。）いずれも当日参加受付の自動参加登録機（CMTM）にて行っ
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てください。
・  教育セッション参加受付（参加証兼領収証の発行）の時間は次のとおりです。
受付日時・場所：

日程 パシフィコ横浜　
展示ホール A

パシフィコ横浜
会議センター 2階　ホワイエ

前日  　3月 28日（木） ― 15：00～20：00
1日目　3月 29日（金）  7：00～18：00 ―
2日目　3月 30日（土）  7：00～18：20 ―
3日目　3月 31日（日）  7：00～11：00 ―

■循環器専門医資格更新に必要な研修単位の登録
《受付日時・各単位数》
教育セッションの研修単位登録受付時間は、「セッション開始 30分前から終了 30分
前まで」に変更されております。

学術集会 教育セッション 医療安全・倫理に
関する講演会

単位数 10単位 5単位 2単位
専門医研修
単位登録
受付場所

パシフィコ横浜
展示ホールB

日循広報ブース内
パシフィコ横浜　

国立大ホール　マリンロビー

1日目
3月 29日（金） 7：00～18：00 7：30～9：30 ―

2日目
3月 30日（土） 7：00～18：20 7：40～9：40 ―

3日目
3月 31日（日） 7：00～16：40 9：10～11：10 12：30～14：30

※会期中に登録を忘れた場合、会期後にプログラム・参加証等の他書類で研修単位
を申告されても受付いたしません。

※  ご本人による登録のみが認められます。虚偽による登録が判明した場合には、専
門医制度規則第 10条により専門医資格の取消となりますのであらかじめご了承
ください。

《研修単位登録方法》
研修単位の登録には、プレレジストレーション、参加受付とは別に、各専門医研
修単位登録受付でのお手続きが必要です。
上記、各受付時間内に各受付場所で「循環器専門医カード」をご提示ください。
・学術集会
・  「学術集会専門医研修単位登録受付」（上記表内）にて所定の時間内に行って
ください。

・  研修単位は、参加日数に関わらず 10単位です。
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・教育セッション
・  「教育セッション専門医研修単位登録受付」（前頁表内）にて所定の時間内に
行ってください。

・  研修単位は、参加日数に関わらず 5単位です。
・医療安全・倫理に関する講演会
・  第 3回医療安全に関する講演会「「医療事故調査制度」と医療安全」（医療安
全委員会）と第 3回倫理に関する講演会「研究倫理における被験者保護とサ
イエンス ジェンナーから臨床研究法まで」（倫理委員会）を必修研修単位で
ある医療安全・医療倫理に関する研修単位付与対象としています。

・  研修単位の登録は「医療安全・倫理に関する講演会専門医研修単位登録受付」
（前頁表内）にて所定の時間内に行ってください。
・  研修単位の登録を行うことで、2単位の医療安全・医療倫理に関する研修単
位を取得できます。

■日本循環器学会の登録事項変更
会期中に国内住所、送付先等の学会に登録している事項の変更を行う場合は、パシ
フィコ横浜　展示ホール Bの「日本循環器学会広報ブース」までお越しください。

■インターネットからのプログラム検索・オリジナル抄録集の作成
プログラムの中から、ご希望の演題だけを収録したオリジナル抄録集、およびオリ
ジナル日程表の作成が行える「JCS Abstracts」サービスがご利用いただけます。以
下の URLにアクセスしてご利用ください。

https://www.micenavi.jp/jcs2019/
学術集会ホームページ（https://www.congre.co.jp/jcs2019/contents/jcs_abs.html）のメ
ニューからもアクセスできます。
〔JCS Abstractsの諸機能〕
・  登録演題だけを収録したオリジナル抄録集を PDFで作成できます。
・  キーワードや演者名などでプログラムを検索できます。
・  会期中のご自身のスケジュール（日程表）を作成できます。

オリジナル抄録集および日程表は、PDFファイルで生成されますので、勤務先や自
宅のプリンターから出力をお願いします。

■ランチョンセミナー、コーヒーブレイクセミナー、ファイアサイドセミナー
ランチョンセミナー、コーヒーブレイクセミナー、ファイアサイドセミナーへの参
加にはセミナーチケット（無料）が必要です。チケットはセミナー開始 5分後に無
効となりますのでご注意ください。
・  プレレジストレーションをお済ませの場合、セミナーチケットは、参加証（ネー
ムカード）兼領収証と同時に発行されます。

・  開催日当日もセミナーチケットの発行を行いますが、数に限りがございますので、
ご了承ください。なお、当日受付には参加証（ネームカード）兼領収証が必要に
なります。

・  セミナーチケットの当日受付は下記 2種類のいずれかの方法で取得できます。
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【方法 1】学術集会の会場に設置した発券機での申込み
受付場所：パシフィコ横浜　展示ホール A
　　　　　パシフィコ横浜　会議センター 1階　ホワイエ
【方法 2】抄録検索アプリ「JCS Abstracts」を利用したオンライン申込み
受付日時：

日程 ランチョン
セミナー

コーヒーブレイク
セミナー

ファイアサイド
セミナー

申込み
方法

受付開始時間 受付
終了
時間

受付開始時間 受付
終了
時間

受付開始時間 受付
終了
時間

会場の
発券機 アプリ 会場の

発券機 アプリ 会場の
発券機 アプリ

1日目
3月 29日
（金）

7：00 7：30 11：00 7：00 7：30 15：00 7：00 7：30 17：40

2日目
3月 30日
（土）

7：00 7：30 11：40 7：00 7：30 15：20 7：00 7：30 18：00

3日目
3月 31日
（日）

7：00 7：30 11：30 ― ―

※セミナーチケットがなくなり次第締め切らせていただきます。
※セミナーチケットの残数はセミナー当日受付付近のモニターで確認できます。

【方法 1】学術集会の会場に設置した発券機での申込み
参加証（ネームカード）兼領収証の QRコードを学術集会会場内の発券機にかざ
し、セミナーチケットの当日申込みを行ってください。印刷されたセミナーチケッ
トを当該セミナー会場前で提出してください。
【方法 2】抄録検索アプリ「JCSAbstracts」を利用したオンライン申込み
アプリの「共催セミナー情報 整理券取得はこちら」ボタンから、参加証（ネーム
カード）兼領収証のQRコードを読み取り、セミナーチケットの当日申込みを行っ
てください。
申込み完了後、画面上に表示されたセミナーチケット（eチケット）を当該セミ
ナー会場前受付で提示してください。

■コングレスバッグ
コングレスバッグの配付はございません。

■OpeningCeremony のご案内
第 83回学術集会より初めて開会式を Ceremony形式で 1日目の午後に開催いたしま
す。国内外の来賓をお招きし、Opening Actとして東京五輪招致を決定づけた“enra”
によるパフォーマンスを予定しております。
［日　時］3月 29日（金）12：40～13：40
［会　場］パシフィコ横浜　国立大ホール
※警備の都合上、12：35までにご入場ください。
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■授賞式のご案内
［日　時］3月 30日（土）13：50～14：50
［会　場］パシフィコ横浜　国立大ホール

・国際留学生 YIA
・Circulation Journal Award
・Circulation Journal Asian Award
［日　時］3月 30日（土）15：50～16：50
［会　場］パシフィコ横浜　展示ホール　サテライト会場

■会員懇親会
会員懇親会を次の通り開催いたしますので、奮ってご参加ください。
［日　時］3月 29日（金）19：20～21：20
［会　場］横浜ベイホテル東急　地下 2階　クイーンズグランドボールルーム
［参加費］3,000円
［参加受付日時および場所］

日程 パシフィコ横浜　
展示ホール A

パシフィコ横浜　
会議センター 2階　

ホワイエ

横浜ベイホテル東急
地下 2階　

クイーンズグランド
ボールルーム前

3月 28日（木） ― 15：00～20：00 ―
3月 29日（金）  7：00～18：00 ― 18：00～20：00

■重症心不全VADウェットラボ（WetLab）
若手医師を対象に補助人工心臓（VAD）に触れる機会としてウェットラボを企画し
ます。これまでVADのことを耳にしたことはあるものの実際に手に触れてみる機会
のなかったという若手の循環器内科医、心臓血管外科医の先生方から 15名程度を
募ってウェットラボ（機種によってはドライラボ）をおこないます。参加証明書も
発行いたします（心臓血管外科専門医認定機構 Off the Job Training 1.5単位）（事前
登録制）。
［日　　時］3月 30日（土）9：30～11：30
［会　　場］  パシフィコ横浜　展示ホール

■研修医向け心エコーハンズオンセッション
研修医が自分で心エコー図検査ができるようになるよう、基本的な知識とテクニッ
クを身につけてもらうことを目的とした少人数制の心エコーハンズオンセミナーで
す。一般社団法人日本心エコー図学会が共催し、日本心エコー図学会認定専門技師
がインストラクターをします。（事前登録制）
［日　　時］3月 30日（土）第 1部　9：00～11：50　第 2部　13：30～16：20
［会　　場］パシフィコ横浜　展示ホール　ハーバーラウンジ B
［受講対象者］卒後 5年以内の研修医
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■ベイサイドRun&Walk
3月 31日（日）の早朝に、パシフィコ横浜周辺でのランニング＆ウォーキングを行
います。参加希望の方は、学術集会 HPにて、申込みください。なお、当日直接集
合場所にお越しいただいても構いません。
参加者には素敵な景品をご用意しておりますので、奮ってご参加ください。横浜の
海風を感じながら朝を一緒に過ごしましょう。
［日　時］3月 31日（日）7：00～8：00
［場所・コース］  臨港パークをスタート・ゴール地点とするパシフィコ横浜周辺コー

ス（Run 5km、Walk 2.5km）
［集合場所］パシフィコ横浜 1階　臨港パーク　南口広場

■ファミリー向けイベント
『家族みんなで医学体験！“命をすくう”をやってみよう、知ってみよう』
［日　時］ 3月 30日（土） 9：00～17：00

 3月 31日（日） 9：00～17：00
（1）「しんぞうクイズ」に答えて記念品をもらおう
（2）リアルなシミュレーターでお医者さんと一緒に心臓手術を体験
（3）アニメとゲームで学ぶ AED救命体験コーナー
［会　場］クイーンズスクエア横浜 1階　クイーンズサークル

■展示会
・  第 83回日本循環器学会学術集会　附設展示会を下記の会場にて行います。

パシフィコ横浜　展示ホール B＋C
・  開催日時は次のとおりです。

1日目 3月 29日（金）8：00～18：00
2日目 3月 30日（土）8：00～18：20
3日目 3月 31日（日）8：00～16：40

・  展示会のガイドブックは展示会受付（パシフィコ横浜　展示ホール B＋C）にて
配布いたします。

■ FJCSラウンジ
第 83回学術集会より FJCS専用のラウンジを開設いたします。飲み物・軽食・電源
コーナーもご用意しております。（FJCSの方以外はご利用できません。ただし、海
外招待者は除く）
［日　時］ 3月 29日（金） 8：00～18：00

 3月 30日（土） 8：00～18：20
 3月 31日（日） 8：00～16：40
［会　場］　パシフィコ横浜　国立大ホール 1階　マリンロビー

■会場内の呼び出し
原則として、会場内の呼び出しはいたしません。各施設内に設置します「会員連絡
板」をご利用ください。
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■ドリンクコーナー
下記に設置いたします。どうぞご利用ください。
パシフィコ横浜　展示ホール内　休憩スペース

■コピー・ファックス
展示ホール 2階、会議センター 1階（セルフサービスコーナー）をご利用ください。
（有料　利用時間 9：00～18：00）

■Wi-Fi
会議センター・国立大ホール・展示ホール・アネックスホール、全館でご利用いた
だけます。
SSID：FREE-PACIFICO

■トラベルデスク
［時　間］ 3月 29日（金） 7：00～18：00

 3月 30日（土） 7：00～18：20
 3月 31日（日） 7：00～16：40
［場　所］パシフィコ横浜　展示ホール A

■会場内撮影について
口演会場・ポスター会場とも会場内での撮影はすべて禁止です。

■禁煙のお願い
日本循環器学会は禁煙宣言をしています。それに伴い、会場内並びに各会場の敷地
内は全て禁煙とさせていただきます。

■DVD-ROMの販売
恒例になりました学術集会DVD-ROMを今年も販売いたします。展示ホールBにて
予約申込を受付いたします。収録講演は決定次第ホームページ上にてご案内いたし
ます。なお、視聴者は専門医研修単位を 3単位申請できます。

■救護室
利用する場合は運営本部（会議センター　2階　211＋212　TEL：045-228-6382）ま
でご連絡ください。状況により近隣の病院をご紹介いたします。

■AED
AEDは下記に設置されています。
・会議センター 1階　救護室前
・展示ホール 1階　救護室前
・国立大ホール 1階　エントランス

■駐車場
近くに有料駐車場がございますが限りがあります。できるだけ公共交通機関をご利
用ください。

■落し物
落し物は、参加受付内総合案内（展示ホール A）にてお預かりいたします。
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■クローク

日程 パシフィコ横浜　
展示ホール A

パシフィコ横浜　
会議センター 1階

1日目　3月 29日（金） 7：00～19：20 7：00～19：20

2日目　3月 30日（土） 7：00～20：10 7：00～20：10

3日目　3月 31日（日） 7：00～17：00 7：00～17：00

■プレスルーム
［時　間］ 3月 29日（金） 8：00～18：30

 3月 30日（土） 8：00～18：30
 3月 31日（日） 8：00～17：00
［場　所］パシフィコ横浜　会議センター 5階　511+512
［設　備］電源コーナー、Wi-Fi
※PC本体の貸し出しはいたしません。

■プレスインタビュー
プレスの方にお集まりいただき、一部のセッションでのご発表内容に対する質疑応
答の機会を下記のとおり、設けております。プレスの方以外にも興味のある方はぜ
ひご参加ください。
［会　場］パシフィコ横浜　会議センター 5階　511＋512
［日　時］

3月 29日（金）
 10：00～12：00　プレスインタビュー　午前の部
 16：30～18：30　プレスインタビュー　午後の部
3月 30日（土）
 10：00～12：00　プレスインタビュー　午前の部
 16：15～18：30　プレスインタビュー　午後の部
3月 31日（日）
 10：00～12：00　プレスインタビュー　午前の部
 15：00～17：00　プレスインタビュー　午後の部

■学術集会に関するお問合せ
・運営準備室［会期前・会期終了後］
株式会社コングレ
〒102-8481　東京都千代田区麹町 5-1　弘済会館 6階
TEL：03-5216-6956（JCS2019専用）　FAX：03-5216-5552
E-mail:jcs2019@congre.co.jp

・運営本部［会期中（2019年 3月 29日（金）～3月 31日（日））］
パシフィコ横浜　会議センター 2階　211+212（TEL：045-228-6382）
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・トラベルエージェンシー（宿泊・交通）［会期前・会期終了後］
株式会社 JTB横浜支店
第 83回日本循環器学会学術集会　宿泊受付デスク
〒221-0835　横浜市神奈川区鶴屋町 3-29-1　第 6安田ビル 6階
TEL：045-316-4602　FAX：045-316-5701
Email：jtb_convention@jtb.com

・トラベルデスク［会期中（2019年 3月 29日（金）～3月 31日（日））］
　パシフィコ横浜　展示ホール A
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