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日本ペインクリニック学会第 52 回大会　運営要項

Ⅰ．参加者へのご案内 
Ａ．参加受付について
1 ．受付時間・場所
　　　場所：グランドプリンスホテル新高輪　国際館パミール　 1階　ロビー
　　　時間： 7月19日（木）7：30〜17：30	
　　　　　　 7月20日（金）7：30〜17：30	
　　　　　　 7月21日（土）7：30〜16：00

2 ．参加費

事前参加登録 当日参加登録
一般（会員・非会員） 21,000円 23,000円
メディカルスタッフ	※ 1 8,000円 10,000円
学生・初期研修医	※ 2 ― 無料
麻酔科領域講習・共通講習	※ 3 2,000円/ 1 コース ―
リフレッシャーコース	※ 4 ― 3,000円（全コース受講可）
懇親会 2,000円

※ 1．日本ペインクリニック学会の会員，非会員問わず看護師，薬剤師・理学療法士，臨床心理
士等（製薬会社関係者は除く）は，職員証等の身分証明書をお持ちください．

※ 2．大学院生は除く．事前参加登録はございません．学会当日受付の際，下記の書類をお持ち
ください．

	 学生…学生証，証明書のコピーをお持ちください．
	 初期研修医…「初期研修医　証明書」に必要事項をご記入の上，本人証明のできる書類（身

分証等）と一緒に提出してください．（フォーマットは大会ホームページに掲載しておりま
す．）

※ 3．全て事前参加登録制です．参加には学会の事前参加登録と希望セッションの事前申込が必
要です．申込後の変更取消しはできませんので，ご了承ください．受講される方は日本麻
酔科学会の会員カードを当日必ずご持参ください．なお，当日登録はございません．

※ 4．日本専門医機構認定麻酔科領域講習の単位が不要で，麻酔科領域講習の聴講のみを希望さ
れる方は，学会参加登録をお済ませの上，参加受付にて「リフレッシャーコース」へ申込
ください．すべての麻酔科領域講習を聴講いただけますが，単位は取得できません．会場
へご入場の際は，聴講用のネームカードを必ずご着用ください．

　　　ただし，入場に関しては，麻酔科領域講習登録者を優先させていただきますのでご容赦く
ださい．

	 ・当日のお支払いは現金のみとなります．
	 ・	参加費と引き換えにネームカードを発行いたします．セキュリティー上，氏名と所属を

ご記入の上，必ずネームカードのご着用をお願いいたします．
	 ・本大会への参加には，会員，非会員にかかわらず参加登録が必要です．
	 ・	一般演題ご発表の方は日本ペインクリニック学会の会員登録が必要となります．未入会

の方は，学会事務局で入会手続きを行ってください．なお，当日会場でも新規入会の受
付が可能です．
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≪事前登録がお済みの方へ≫
オンラインでの事前参加登録データの入力と参加費の入金確認をもって登録が完了いたします．
ネームカードは 7月上旬に郵送にてお送りいたしますので，必ず会場へお持ちください．

3．プログラム集，大会公式アプリ
≲プログラム集（抄録閲覧用　パスワード付）≳
会員の方には 7月上旬を目処に日本ペインクリニック学会事務局より発送いたします．
本プログラム集は，会場に各自ご持参ください．新規入会をされた方には，会場でお渡しいたします．
当日は 1冊3,000円にて販売いたします．なお数に限りがございますので，あらかじめご了承ください．
講演要旨集は発行せず，抄録はアプリにて閲覧いただきます．
<大会公式アプリ>
　 7月中旬の公開を予定しています．
　　※抄録の閲覧にはパスワードの入力が必要です．
　　　パスワード：jspc52

4 ．新規入会・年会費受付
　　　　日時： 7月20日（金）〜 7月21日（土）
　　　　場所：グランドプリンスホテル新高輪　国際館パミール　 1階　ロビー
≪会員登録に関するお問い合わせ先≫
　　　　一般社団法人日本ペインクリニック学会事務局
　　　　〒101-0062　	東京都千代田区神田駿河台 1 - 8 -11　東京YWCA会館210号室
　　　　TEL：03-5282-8808　　FAX：03-5282-8809
　　　　URL：http://www.jspc.gr.jp

5 ．日本ペインクリニック学会参加点数登録について
日本ペインクリニック学会の正会員の方は，専用デスクにおいて会員カードによる参加点数登録（10点）
を必ず行って下さい．日本ペインクリニック学会発行の会員カードを忘れないようにしてください．
なお，ご本人様以外の登録はできかねます．
　　　　会員専用カード

　　　　登録場所
　　　　	日本ペインクリニック学会点数登録窓口	
　　　　（グランドプリンスホテル新高輪　国際館パミール　 1階　ロビー）
　　　※会員カードをお忘れの場合は，当日専用デスクにてその旨をお申し出ください．
　　　※	会員カードが届かなかった，もしくは紛失した場合は，日本ペインクリニック学会事務局デスク

（グランドプリンスホテル新高輪　国際館パミール　 1階　ロビー）までお越しください．
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日本ペインクリニック学会・取得可能点数

付与点数 種別 点数登録方法 ご提示いただくもの

10点 大会参加 日本ペインクリニック
学会点数登録窓口にて

・会員カード
・		大会参加ネーム	
カード

5点
（受講講習数に関わらず）

日本専門医機構認定麻酔科領域
講習/リフレッシャーコース 自動付与 ―

点数付与なし 専門医共通講習 ―

※	上記点数は，当会が認定する「ペインクリニック専門医」の更新申請時に必要な点数であり，
日本専門医機構認定専門医更新申請の際の単位とは異なりますので，ご注意ください．

※点数の反映について
・点数の反映は，会期終了後 1ヶ月程度を目安に「学会員専用ページ」に反映されます．確認
にお時間を頂戴いたしますので，予めご承知おきください．

・点数を「学会員専用ページ」反映後，点数反映状況について疑義がある場合は， 9月末日迄
にご連絡下さい．

Ｂ．日本専門医機構認定麻酔科領域講習，専門医共通講習について
　 1．専門医共通講習，麻酔科領域講習の受講対象者
　　　		事前申し込みの受付が完了（受講料支払いおよび，日本麻酔科学会会員番号の登録を含む）し

た方．

　 2．単位数
　　■受講者：60分講演で麻酔領域講習または，専門医共通講習単位 1単位付与となります．
　　■演者：60分講演で麻酔領域講習または，専門医共通講習単位 2単位付与となります．
　　■座長：受講者と同種・同数の麻酔領域講習または，専門医共通項講習単位付与となります．
　　■講習会単位の上限：特にございません．
　　■単位が付与される条件：
　　　・		講習会の開催時間全て受講した方．遅刻，途中退席（お手洗い等の一時退席を除く）は一切

認めません．
　　　※		会場入口付近に設置された時間管理端末に麻酔科学会員カードないし仮カードを入退室時に

かざし，こちらに記録された時間が講習会時間を満たすことが必要です．

　 3．入場方法
　　		・		一般社団法人日本専門医機構の基準に基づき管理運営を行い，日本麻酔科学会発行の会員カー

ドで入退場を管理します．当日会員カードを忘れた方は会場付近の仮カード発行ブースで仮カー
ドを発行いたします．（仮カード発行に別途1,000円の支払いが必要です．後日日本麻酔科学会か
ら請求書を送付いたしますのでお支払いください）

　 4．単位有無の確定
　　日本麻酔科学会ホームページの会員個人ページに 8月末日頃公開予定です．
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Ｃ．全員懇親会
　　　日　時： 7月20日（金）19：00〜
　　　場　所：グランドプリンスホテル新高輪　国際館パミール　 3階「白雲・慶雲」
　　　参加費：2,000円

Ｄ．共催セミナーに関するご案内
1 ．ランチョンセミナー
　　　整理券配付時間： 7月19日（木）7：30〜11：00
　　　　　　　　　　　 7月20日（金）7：30〜11：50
　　　　　　　　　　　 7月21日（土）7：30〜11：40
　　　整理券配付場所：		グランドプリンスホテル新高輪　国際館パミール　 1階ロビー
　　　※	整理券は，先着順，お一人様 1枚の配付といたします．枚数には限りがございますのでご了

承ください．
　　　※ランチョンセミナー開始後に整理券は無効となりますので，予めご了承ください．

2．その他の共催セミナーについて
本大会ではイブニングセミナー・スイーツセミナー・スポンサードシンポジウム・ミニレクチャー
を開催いたします．整理券はございませんので，直接会場までお越しください．

3．共催ハンズオンセミナー
すべての共催ハンズオンセミナーは事前登録制です．詳細につきましては大会ホームページをご
確認ください．

Ｅ．参加者サービスのご案内
1 ．お子様同伴
第 8会場（ 1階	王庭）は第 1会場の講演を終日中継しており，会場後方にお子様連れでも参加可能
なキッズスペースを設けております．同会場で行われるランチョンセミナーの参加も可能です．

2．クローク
　　　　場所：グランドプリンスホテル新高輪　国際館パミール　 1階　常設クローク
　　　　時間： 7月19日（木）7：45〜21：00
　　　　　　　 7月20日（金）7：30〜21：30
　　　　　　　 7月21日（土）7：30〜17：30

3 ．機器展示・書籍展示
　　　　場所：グランドプリンスホテル新高輪　国際館パミール　 3階「北辰」
　　　　時間： 7月20日（金）9：00〜18：00
　　　　　　　 7月21日（土）9：00〜16：00

4 ．託児サービス
会期中，託児室を設置します．申込み方法に関しては，大会ホームページ「託児サービス」にて
ご案内いたします．
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5 ．宿泊に関する問合せ
大会ホームページの宿泊案内ページをご覧ください．
問合せ先：	株式会社JTB　西日本	MICE事業部
	 TEL：	06-6252-5044　　Email：convention1@jtb.com
	 営業時間：平日 9：30〜17：30（土・日・祝日は休業）

6．呼び出し
会場内でのスライドやアナウンスによる呼び出しは行いません．連絡が必要な際は，参加受付付
近の連絡板にメモを貼ってお知らせいたします．

Ｆ．優秀演題　表彰式のお知らせ
本大会では一般演題（優秀演題）の中から臨床・基礎で最も優れた演題を選出し表彰を行います。
是非ともご参加ください。

　　優秀演題 1（臨床）・優秀演題 2（基礎）　表彰式
　　　 7月20日（金）　19：00〜　全員懇親会
　　　（グランドプリンスホテル新高輪　国際館パミール	 3 F	白雲・慶雲）

　　優秀演題 3（臨床）　表彰式
　　　 7月21日（土）　17：10〜　閉会式
　　　（グランドプリンスホテル新高輪　国際館パミール	 3 F	白雲）

Ⅱ．座長の先生方へ 
A．口演の座長の先生方
1 ．セッション開始の15分前までに，講演会場右手前方の「次座長席」にお越しください．
2．開始時刻になりましたらセッションを開始してください．
3．進行はお任せしますが，終了時刻は厳守してください．

B．ポスター発表の座長の先生方
1 ．セッション開始の15分前までに，ポスター会場入口付近の「ポスター座長受付」にお越しください．
座長用のリボンと指示棒をお渡しいたします．

2．開始時刻になりましたらセッションを開始してください．
3．発表時間 6分，討論時間 4分の計10分です．終了時刻は厳守してください．

Ⅲ．演者の先生方へ 
A．講演発表形式
1 ．講演発表は，PowerPointによるPC発表のみとなります．映写は 1面のみです．
2．講演発表には，ご自身のPC（Windows・Macintosh）または，メディア（CD-R，USBフラッシュ
メモリー／Windowsのみ）をご持参ください．

　　※動画を用いる場合は，ご自身のPCをご持参いただくようお願いいたします．
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