
■学術集会の参加受付
※参加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 配布物 備　考

日本循環器学会正会員 15,000円 20,000円 ― プログラム集　
抄録集 CD

プログラム集、抄
録 CDは本会より
事前配布

日本循環器学会準会員 5,000円 7,000円 所定の
証明書 プログラム集 プログラム集は本

会より事前配布
非会員 15,000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 プログラム集 ―

学部学生（医学部・薬
学部・工学部等含む） ― 無料 学生証 プログラム集 ―

海外参加者（日本から
の留学生は除く） ― 15,000円 ― プログラム集　

抄録集 CD ―

在日留学生 ― 5,000円 所定の
証明書

プログラム集　
抄録集 CD ―

※ 事前参加登録（プレレジストレーション）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 15,000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）は領収書及び参加証明書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。

・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。会期前日に仙台国際センター展示棟　展示室 2および仙台駅 2階
コンコース ステンドグラス脇にて参加受付を行いますので、ご利用ください。
※  仙台駅の参加受付は事前参加登録（プレレジストレーション）のみです。
　仙台駅には当日参加受付はありませんのでご注意ください。

・  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。「循環器専門医資格更新に必要な研修単位の登録」（71ページ）を
ご参照ください。

※公共施設のため入館可能時間にご注意ください。

参加者へのご案内
第 80 回日本循環器学会学術集会
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日程（月日） 仙台国際センター
（展示棟） 仙台市民会館 仙台駅

入館可能時間 7：00 7：45
前日

3月 17日（木） 15：00～20：00 ― 15：00～21：00

1日目
3月 18日（金） 7：00～18：00 7：45～18：00 7：00～21：00

2日目
3月 19日（土） 7：00～18：50 7：45～18：50 7：00～21：00

3日目
3月 20日（日） 7：00～18：00 7：45～17：00 7：00～15：00

※  前日受付は、「正会員、準会員、非会員」のみになります。
※  仙台市民会館の正面入口は、7：45に開場いたします。7：45以前は開いておりま
せん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（CARM）より参加証（ネームカード）兼領収書
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（CARM）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
・ 学術集会の参加費とは別に、3,000円の参加費が必要です。
・ 第 80回学術集会では、教育セッションのプレレジストレーション（2月 25日（木）
締切）を行っています。
・  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、仙台国際センター展示棟展示室 3
前ロビーです。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、参加証兼領収書（ネームカード）と同時に発
行されます。

《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（参加証兼領収書の発行）は「教育セッショ
ン参加受付」（仙台国際センター展示棟　展示室 3前ロビー）にて行ってくださ
い。いずれも自動参加登録機（CARM）にて行ってください。
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・ 教育セッション参加受付の時間は次のとおりです。
　第 1日目 3月 18日（金）　7：00～18：00
　第 2日目 3月 19日（土）　7：00～18：50
　第 3日目 3月 20日（日）　7：00～15：00
※ 専門医の単位登録については、本ページ記載の単位登録受付時間内のみとなりま
すのでご注意ください。

■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≫

学術集会 教育セッション 医療安全・医療倫
理に関する講演会

単位数 10単位 5単位 3単位

専門医研修単位 
登録受付場所

仙台国際センター
展示棟
展示室 2

仙台国際センター
展示棟

展示室 3前

仙台国際センター
展示棟

展示室 3前
1日目

3月 18日（金） 7：00～18：00  7：30～ 9：00
10：10～11：40 ―

2日目
3月 19日（土） 7：00～18：50 7：30～10：00 ―

3日目
3月 20日（日） 7：00～18：00 12：50～15：20 8：00～10：15

※  研修単位の登録は学術集会会期中、指定の時間内に研修単位登録受付において「循
環器専門医カード」を提示する事により、単位を登録する方式です。

※  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。また、プレレジストレーション、参加受付を
されただけでは単位登録はされません。

※  単位登録お手続きの際お渡しする「単位登録控」は登録の証明となりますので、
次回更新まで大切に保管してください。

※  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。

※  65歳以上の単位取得免除制度は 2008年 3月 31日をもって廃止されています。更
新を希望される場合は年齢にかかわらず単位登録を行ってください。

《研修単位登録方法》
参加受付とは別にそれぞれの専門医研修単位登録受付場所での登録が必要です。
・学術集会
・  研修単位の登録は「学術集会専門医研修単位登録受付」（上記表内）にて行って
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
・  研修単位の登録は「教育セッション専門医研修単位登録受付」（前頁表内）にて
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・医療倫理に関する講演会
・  第 80回学術集会では、必修研修対象の医療安全・医療倫理に関する講演会とし
て「第 15回医療安全・医療倫理に関する講演会（医療訴訟の実態と医療安全へ
の取り組み）」に引き続き「医療倫理に関する講演会（医療・臨床研究における
倫理的配慮）」が開催されます。
・  「第 15回医療安全・医療倫理に関する講演会（医療訴訟の実態と医療安全への
取り組み）」、「医療倫理に関する講演会（医療・臨床研究における倫理的配慮）」
の単位登録は、前頁表内の受付時間内に登録いただくことで、3単位の医療安
全・医療倫理に関する研修単位となります。

・  研修単位の登録は「医療安全・医療倫理に関する講演会専門医研修単位登録受
付」（前頁表内）にて行ってください。

■抄録CD、プログラム集
会期中、下記の製作物を仙台国際センター展示棟　展示室 2、仙台市民会館 1階ロ
ビーにて販売いたします。

製　作　物 金　額
抄録 CD 3,000円
プログラム集 3,000円
抄録 CD・プログラム集のセット 5,000円

■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、「年会
費納入問い合わせ（仙台国際センター展示棟　展示室 2）」又は「特設会場内の日本
循環器学会広報ブース」までお越しください。

■特設会場 展示受付
学会広報ブース内に出展者向けの「特設会場 展示受付」を設置します。
展示者サイドからの問題点、課題の把握に努め、今後の改善に結びつけてまいります。

■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「My Abstracts」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.meeting-schedule.com/jcs2016/
学術集会ホームページ（http://www2.convention.co.jp/jcs2016/）のメニューからもア
クセスできます。
〔My Abstractsの諸機能〕
　・ 登録演題だけを収録したオリジナル抄録集（My Abstracts）を PDFで作成でき
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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。

■電子抄録アプリ
iOSと Androidに対応した電子抄録アプリ（演題検索＆スケジュール登録等ができ
ます）をご利用いただけます。
【便利な機能】
・セッション、演題の検索ができます。
・気になるセッションまたは演題をブックマーク登録することができます。
・  ブックマーク登録したセッションまたは演題をマイスケジュールで確認するこ
とができます。

・  ブックマーク登録したセッションまたは演題の 20分前にお知らせを表示しま
す。

アプリ名 j-circ
公開日 2016年 3月上旬

ご利用方法
App Store、Google Playより「日本循環器学会」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別途通信料が発生します）

対応機種
iPhone、iPod touch、iPad、iPad mini、Androidスマートフォン、
Androidタブレット

　　　抄録の閲覧にはパスワードの入力が必要です。

抄録の閲覧用パスワード
【j-circ】

■ランチョンセミナー、ファイアサイドセミナー
ランチョンセミナー、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。
・  第 80回学術集会では、ランチョンセミナー、ファイアサイドセミナーのプレレジ
ストレーションを行っています。（2月 25日（木）締切）

・  プレレジストレーションをお済ませの場合、ランチョンセミナー、ファイアサイ
ドセミナーのチケットは、参加証（ネームカード）兼領収証発行と同時に発行さ
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。当日受付の時間と場所は下記の通りです。
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《ランチョンセミナー＆ファイアサイドセミナー当日受付》
【仙台国際センター　会議棟 2階ロビー】

日程（月日） ランチョンセミナー ファイアサイドセミナー
第 1日目　3月 18日（金） 7：00～12：20 7：00～17：40
第 2日目　3月 19日（土） 7：00～12：20 7：00～18：30
第 3日目　3月 20日（日） 7：00～12：20 ―

【仙台市民会館　2階　休憩コーナー脇】
日程（月日） ランチョンセミナー ファイアサイドセミナー

第 1日目　3月 18日（金） 7：45～12：20 7：45～17：40
第 2日目　3月 19日（土） 7：45～12：20 7：45～18：30
第 3日目　3月 20日（日） 7：45～12：20 ―

※チケットがなくなり次第締め切らせていただきます。
※  ランチョンセミナー、ファイアサイドセミナーの残数はランチョンセミナー＆
ファイアサイドセミナー当日受付付近のモニターで確認できます。

※どちらの施設の受付でも、当日開催分のチケットをお受けとりいただけます。

■モーニングレクチャー
参加の方には、軽食をご用意しております。

■ハンズオンセミナー
日時：3月 18日（金）16：30～17：30
　　　3月 19日（土）14：00～15：00
会場：せんだい青葉山交流広場　特設会場
※詳細は学術集会ホームページをご確認ください。

■展示会
・  第 80回日本循環器学会学術集会　附設展示会をせんだい青葉山交流広場の特設
会場にて行います。

・開催日時は次のとおりです。
　3月 18日（金）8：30～18：00
　3月 19日（土）8：30～18：50
　3月 20日（日）8：30～18：00

・  展示会のガイドブックは展示会受付（せんだい青葉山交流広場の特設会場）にて
配布いたします。

■東日本大震災復興 5周年式典
日時：3月 18日（金）12：00～12：30
会場：東北大学百周年記念会館
シャトルバス：  仙台国際センター会議棟よりシャトルバスを運行いたします。 

（出発時間）11：40
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■東日本大震災復興 5周年企画展示
東日本大震災と医療―復興・明日への歩み―
東日本大震災から復興 5周年の企画展示を行います。
日時：3月 18日（金）12：00～18：00
　　　3月 19日（土） 8：30～18：50
　　　3月 20日（日） 8：30～18：00
会場：東北大学百周年記念会館　1階・2階ロビー

■日本の循環器病学の進歩（企画展示）
日本から発信された研究成果に関する企画展示を行います。
日時：3月 18日（金）8：30～18：00
　　　3月 19日（土）8：30～18：50
　　　3月 20日（日）8：30～18：00
会場：仙台国際センター会議棟 2階ロビー

■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。参加受付、各施設内に設置します
「会員連絡板」をご利用ください。

■休憩コーナー・ドリンクコーナー・おもてなしコーナー
仙台国際センター会議棟 3階ロビー、仙台国際センター展示棟展示室 2前、仙台市
民会館 2階ロビー、せんだい青葉山交流広場特設会場内に設置いたします。どうぞ
ご利用ください。おもてなしコーナー等では牛タン、はらこ飯、銘菓、いちご等を
無料でご用意いたしております。数に限りがありますので、ご了承ください。また、
国際センター駅 2階にも休憩スペースがございます。

■コピー・ファックス
下記をご利用ください。

会場 コピー ファックス
仙台国際センター 会議棟 1階　事務室（有料） 設備なし

東北大学百周年記念会館 1階　カフェ・モーツァルト（有料） 設備なし
仙台市民会館 1階　事務室（有料）

■無線 LAN
休憩コーナー等にて無線 LANをご利用いただけます。
詳しくは、会場内の案内看板をご確認ください。

■トラベルデスク
仙台国際センター展示棟　正面入口付近に設置します。

■プレスルーム
［時　間］3月 18日（金）～20日（日）9：00～18：00
［場　所］せんだい青葉山交流広場特設会場
［設　備］コピー機、WiFi
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　　　　 ※PC本体の貸し出しはいたしません。

■無料臨時託児室
会期中、無料臨時託児室をご用意いたします。ご利用は第 80回日本循環器学会学術
集会の参加者に限ります。お子様を託児室にお連れになった際に「受領確認書」お
よび「申込書（捺印済みの原本）」をご持参いただき、参加証をご提示くださいます
ようお願いいたします。
利用をご希望の方は、ホームページよりWEB予約、もしくは申し込み用紙をダウ
ンロードの上でメールまたは FAXにてお申し込みください。
［申込み締切］3月 10日（木）
［お問合せ先］アルファ・コーポレーション　担当：小滝（こたき）・小椙（こすぎ）

 TEL：03-5797-7121　FAX：03-5797-7122
 E-mail：yoyaku@alpha-co.com

■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。せんだい青葉山交
流広場特設会場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。

■授賞式のご案内
［日　時］3月 19日（土）14：00～15：00
［会　場］第 1会場（仙台国際センター会議棟 2階　大ホール）

■役員等選出委員会
［日　時］3月 18日（金）18：30～20：00
［会　場］仙台 勝山館　4階「彩雲」
［シャトルバス］仙台国際センター会議棟よりシャトルバスを運行いたします。
　　　　　　　 （運行時間）17：30～18：00
［対　象］2016年度就任社員

■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 18日（金）20：15～22：00
［会　場］仙台 勝山館　2階「瑞雲」
［シャトルバス］仙台国際センター会議棟よりシャトルバスを運行いたします。
　　　　　　　 （運行時間）19：30～20：15
［参加費］3,000円
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［参加申込］3月 18日（金）7：00～21：00
 　　　　　  参加受付（仙台国際センター展示棟展示室 2、仙台市民会館 1階ロビー）

にて受付いたします。
 　　　　　※仙台市民会館の受付は 7：45より開始いたします。
 　　　　　※ 18：00以降は、会員懇親会会場前（仙台 勝山館　2階「瑞雲」）にて

受付します。

■救護室
利用する場合は運営本部（仙台国際センター会議棟 2階　小会議室 5　TEL：022-
265-2211または仙台市民会館主催者室　TEL：022-262-4721）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。
仙台国際センター：  会議棟2階　小会議室5（運営本部）および展示棟　正面入口付近
東北大学百周年記念会館：1階　事務室入口付近
仙台市民会館：1階事務室内

■駐車場
仙台国際センターに有料地下駐車場（収容台数 96台）がございますが、限りがあり
ます。できるだけ公共の交通機関（仙台市営地下鉄など）をご利用ください。

■落し物
落し物は、下記にてお預かりいたします。
仙台国際センター　参加受付内　総合案内（展示棟展示室 2）
仙台市民会館　参加受付内　総合案内（1階ロビー）

■クローク
仙台国際センター：会議棟 1階　正面階段裏、展示棟展示室 2奥
東北大学百周年記念会館：1階　正面入口脇
仙台市民会館：1階　第 1会議室

日程（月日） 仙台国際センター
会議棟・展示棟 東北大学百周年記念会館 仙台市民会館

1日目
3月 18日（金） 7：00～20：00 15：00～18：30 7：45～18：30

2日目
3月 19日（土） 7：00～20：30 7：45～19：30 7：45～19：30

3日目
3月 20日（日） 7：00～18：30 7：45～18：30 7：45～18：30

■広瀬川 Fun Run/Walk（仙台国際センター周辺早朝散策）
3月 20日（日）の早朝に、仙台国際センター・広瀬川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、仙台国際センター展示棟　展示室 2の参加受
付内「総合案内」にて、申込み受付を行っております。なお、3月 18日・19日の申
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込みが困難な場合は、当日直接集合場所にお越しください。
先着 100名の方には、オリジナルタオルを差し上げますので、奮ってご参加くださ
い。
仙台の早春の風景を眺めながら、モーニングラン＆ウォークを楽しみましょう。
日時：3月 20日（日）6：00～8：00
場所・コース：仙台国際センター周辺（1周 2.2km）
集合場所：  せんだい青葉山交流広場　特設会場内（集合 6：00～6：20/6：30からプ

ログラム開始）
※詳細は申込み受付時にご案内いたします。

■学術集会に関するお問合せ先
［運営準備室］
日本コンベンションサービス株式会社　東北支社
〒980-0824　仙台市青葉区支倉町 4-34　丸金ビル 6階
TEL：022-722-1311　FAX：022-722-1178
E-mail：jcs2016@convention.co.jp

［トラベルエージェント（宿泊・交通）］
株式会社 JTBビジネスネットワーク
JTB東北　ECデスク「第 80回日本循環器学会学術集会」係
〒170-0013　東京都豊島区東池袋 3-23-14
ダイハツ・ニッセイ池袋ビル 7階
TEL：0120-989-960　FAX：0120-937-224
E-mail：jcs80@jbn.jtb.jp
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