
10 第31回日本冠疾患学会学術集会

参加者へのご案内
■参加者受付

場　所　10階　ホワイエ
日　時　12月14日㈭　12：30〜17：30
　　　　12月15日㈮　8：00〜17：30
　　　　12月16日㈯　8：00〜15：30
参加費　医師・一般　　　　　　　　15,000円（会員・非会員）
　　　　大学院生・後期研修医 　　　8,000円（会員・非会員）
　　　　コメディカル・初期研修医 　3,000円（会員・非会員）
　　　　学部生　無料　※ 学生証等証明書をご用意ください。
※ �参加費と引き換えに参加証（ネームカード）をお渡ししますので、所属・氏名をご記入の上、

会場内では必ずご着用ください。
※ 参加証のない方のご入場はお断りいたします。

■全員懇親会
場　所　12階　レストラン「グラントック」
日　時　12月15日㈮　18：10〜20：10
参加費　無料（参加証の着用をお願いいたします）

■企業展示
場　所　第5会場（10階　1004-7）
日　時　12月15日㈮　9：00〜17：00
　　　　12月16日㈯　9：00〜16：00

■プログラム・抄録集
当日会場にて1冊3,000円で販売いたします。
部数に限りがありますので、お早めにお買い求めください。

■ FJCA 会員ラウンジ（休憩コーナー）
場　所　10階　10-1
時　間　12月15日㈮　8：30〜17：30
　　　　12月16日㈯　8：30〜15：00
※ FJCA 会員の方用に、上記の時間でお飲物（無料）をご用意いたしております。
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■学会事務局（運営事務に関するお問い合わせ）
■第31回日本冠疾患学会学術集会事務局
〒531-0072　大阪市北区豊崎3-20-1　インターグループビル
株式会社インターグループ
TEL：06-6372-3052　FAX：06-6376-2362
E-mail：jca31@intergroup.co.jp

■学会事務局（年会費、会員登録に関するお問い合わせ）
日本冠疾患学会事務局
〒169-0072　東京都新宿区大久保2-4-12　新宿ラムダックスビル
株式会社春恒社　学会事業部内
TEL：03-5291-6231　FAX：03-5291-2176
E-mail：npojca@shunkosha.com

■会員の方へ
①年会費は10,000円です。当日学会事務局受付にてお支払い可能です。
②年会費・会員登録状況につきましては学会事務局受付で照会可能です。
③登録事項に変更がある場合は、学会事務局受付にてお申し出ください。

■非会員の方へ
学術集会での公募演題ご発表および学会誌への投稿には、本会への入会と会費納入が�
必須です。ご入会がまだの方は、下記ホームページよりご入会のお手続きをお願いし�
ます。
http://www.npojca.jp/form.html

■単位
日本循環器学会�循環器専門医認定更新（3単位）
心臓リハビリテーション指導士／認定医・上級指導士更新単位（5単位）
日本心血管インターベンション治療学会合同認定
インターベンションエキスパートナース（INE）更新（10単位）
日本血管撮影・インターベンション専門診療放射線技師（出席：2単位）
　詳細についてはウェブサイトをご確認ください。
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演者の方へ
■口演発表

①発表時間
　一般演題（優秀演題賞候補口演）：発表7分、質疑応答3分
　その他：予め指定された時間（演者に個別に連絡いたします）
※ 計時回線にて口演終了1分前に黄色ランプ、終了時に赤色ランプが点灯します。
※ 発表時間は厳守してください。
②�発表は PC のみです。USB フラッシュメモリもしくは PC 本体（Windows、 Macintosh）を

お持ち込ください。
　Macintosh の場合は、PC 本体お持ち込みのみ対応しております。
③発表45分前までに、PC センター（10階ホワイエ）にて発表データの試写を行ってください。
④当該セッションの10分前までに、会場内の「次演者席」にお着きください。

■ＰＣ受付
①発表45分前までに、PC センター（10階ホワイエ）にて発表データの確認を行ってください。

ご発表日以外の日程でも受付は可能です。
［PC センター時間］
場所　　10階　ホワイエ
時間　　12月15日㈮　　8：00〜17：30
　　　　12月16日㈯　　8：00〜15：30

②動画を使用される場合は PC 上で再生できる動画ファイルとしてお持ちください。
　（動画ソフトは Windows�Media�Player を使用します。）
③音声を使用する場合は、受付時にその旨を係員にお伝えください。
④動画を多用される場合は、バックアップでご自身の PC をお持ちください。

【ノートパソコン本体持ち込みの場合】
①会場で接続できるケーブルの端子の形状は MiniD-sub15pin です。
　他の外付けコネクターを必要とする場合は、必ずご自身でお持ちください。

　MiniD-sub15ピン

②電源アダプターも必ずお持ちください。
③スクリーンセーバーならびに省電力設定は、事前に解除しておいてください。
④ご自身の PC と共に、 バックアップ用のデータ（USB フラッシュメモリ /CD-R/DVD-R）を

ご持参ください。
⑤スムーズな進行のために、発表者ツールのご使用はご遠慮ください。
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【メディア持ち込みの場合】
①メディアは USB フラッシュメモリ /CD-R/DVD-R に限ります。
　CD-R/DVD-R に書き込みの際にはハイブリッド（ISO9660）フォーマットをご利用ください。
　パケットライト等の特殊な書き込み機能は読み込めないことがありますのでご使用になら

ないでください。
②ファイル名は「演題番号（半角）‐�演者名」としてください。
　（例）HS1-1- 大阪太郎
③データ形式は MicrosoftOfficePowerPoint2007/2010/2013/2016でお願いします。
　Macintosh で作成されたデータおよび容量の大きい（30MB 以上）AVI 形式の動画データに

ついては、ご自身のパソコンをお持ちください。
④フォントは下記をご使用ください。
　日本語：MS ゴシック、MSP ゴシック、MS 明朝、MSP 明朝
　英　語：Arial、Arial�Black、Century、Century�Gothic、Times�New�Roman
⑤動画ファイルは Windows�Media�Player（MPEG1および WMV 形式）で再生できるもので�

お願いいたします。
⑥画像の解像度は XGA（1024×768ピクセル）です。このサイズより大きい場合はスライドの

周囲が切れてしまいますので、スライドショーの設定を XGA にしてください。
⑦発表データにリンクファイル（静止画・動画・グラフ等）がある場合は、 発表分の Power-

Point ファイルとリンクファイルを1つのフォルダにまとめて保存してください（プレゼン
テーションパックで保存）。

⑧事前に必ず、データ作成に使用されました PC 以外でのチェックをお願いいたします。
⑨発表データを CD-R にコピーする時には、 ファイナライズ（セッションのクローズ・使用し

た CD のセッションを閉じる）作業を必ず行ってください。この作業を行わなかった場合、
主催者側で準備する PC で開くことができず、発表が不可能になります。

⑩スムーズな進行のために、発表者ツールのご使用はご遠慮ください。
⑪お持ち込み頂いたデータは、一度主催者側の PC にコピーさせていただきます。
　コピーした発表データは、学会終了後、主催者側で責任をもって消去いたします。

【ビデオセッション】
①メディア形式は DVD-R（DVD-RW/DVD-RAM は不可）、フォーマットは DVD�Video フォー

マット、ビデオ信号は NTSC 信号に限定します。
　リージョンコードは、〔2〕もしくは〔All〕のみに対応します。
②音声が入る場合は、その旨を PC センターのオペレーターにお申し出ください。
　また、音声の著作権に十分ご配慮ください。
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【ポスター発表】
①発表7分　質疑3分
②受付は不要です。当該セッションの10分前までに、ご自身のポスター前にお越しください。
③所定時間に貼付・撤去を行ってください。
　撤去時間後、掲示されているポスターは事務局にて処分いたします。

貼付 発表 撤去
12月15日（金） 8：30〜10：30 15：50〜18：00 18：00〜18：30
12月16日（土） 8：30〜10：30 13：50〜15：50 15：50〜16：20

■座長の方へ
［口演］
ご担当セッションの10分前までに、会場前方の「次座長席」にお着きください。
また、その際進行席スタッフにご到着の旨お伝えください。

［ポスター］
ご担当セッションの10分前までに、ポスター会場前の座長受付にお立ち寄りください。

■質疑応答
討論は座長の指示に従い、所属・氏名を告げた後、簡潔に発言してください。

■ランチョンセミナー
整理券は配布いたしません。会場前でお弁当を受け取り、会場にお入りください。

■モーニングセミナー・コーヒーブレイクセミナー
整理券は配布いたしません。会場前でお飲み物等のご用意をいたします。

20cm

30cm

90cm

160cm 210cmポスター貼付位置

20cm 70cm

利益相反開示報告
（A4横）

演題
番号

演題名・発表者名・所属機関
※各自でご用意ください
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■クローク
場　所　　10階　1010
時　間　　12月15日㈮　8：00〜18：45
　　　　　12月16日㈯　8：00〜16：30

■お呼び出し
会場内での呼び出しはいたしません。会員連絡板（10階　ホワイエ）をご利用ください。

■各種委員会
Coronary Week 合同委員会
　　　　　　　12月14日㈭　11：40〜13：30　11階　1101
編集委員会　　12月14日㈭　13：00〜14：00　11階　1102
運営委員会　　12月14日㈭　14：00〜16：00　11階　1101
理　事　会　　12月14日㈭　16：00〜17：00　11階　1102
評 議 員 会　　12月14日㈭　17：00〜18：00　10階　1003
総　　　会　　12月15日㈮　11：00〜11：30　10階　1003
ハートチームのあり方検討委員会
　　　　　　　12月16日㈯　 7：15〜 8：30　 7階　 702

■第31回日本冠疾患学会学術集会組織委員名簿
内科系会長　中川　義久　（公益財団法人 天理よろづ相談所病院 循環器内科部長）
外科系会長　浅井　　徹　（滋賀医科大学心臓血管外科 教授）

■事務局
鈴木　友彰　（滋賀医科大学心臓血管外科 准教授）

■その他
昨今学会での置き引き被害が報告されております。
ご講演中、ポスター発表中も、貴重品は常に携帯していただき、盗難には十分に
ご注意ください。
会場内では携帯電話の電源を切るか、マナーモードに設定をお願いいたします。
全会場禁煙です。所定の場所以外での喫煙はご遠慮ください。
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