
ご　案　内

Ⅰ．参加者へのご注意

○ 第 67 回学術講演会のお支払および出席証明には，従来の O&G IC カードはご利用い
ただけません．

○ 第67回学術講演会の参加および専門医研修出席証明（従来の研修出席証明シールに相
当）には，e医学会カード（UMINカード）をご使用いただきますので，必ずご持参いた
だきますようお願い申し上げます．

下記の「1．学術講演会参加について」と「2．研修出席証明について」をご確認いただきますようお願い申し
上げます．

　1．学術講演会参加について
1） 第 67 回学術講演会では，当日受付のみとなり，事前登録は行いません．
2） 第 65 回，第 66 回とご利用いただいた O&G IC カードはご利用いただけません．
3）  参加登録にはe医学会カード（UMINカード）に印字されたバーコードをご利用いただきます．自

動発券機のバーコードリーダーにて認証を行ってください．
  認証の後，下記の参加費をお支払いいただき，自動発券機から発券される参加章（ネームカード，

日本産科婦人科学会専門医研修出席証明控え，領収書，参加証明証）をお受け取りください．
4）  e医学会カード（UMINカード）にて参加登録をいただいた方には，研修出席証明（30単位）が自動

的に付与されます．研修出席証明コーナー（パシフィコ横浜　会議センター 1F）での手続きの必
要はありません．

5）  当日，e 医学会カード（UMIN カード）を未受取・お忘れの方は，e 医学会カードをお持ちでない
方専用コーナー（パシフィコ横浜　会議センター 2F）にて，参加登録していただきますが，研修
出席証明は自動付与されません．研修出席証明（シール）が必要な方は別途，研修出席証明コー
ナーでお手続きください．

※「初期研修医」・「医学部学生」は有人受付をご利用ください．
※ なお，参加章に印字された QR コードを利用して，ランチョンセミナーの受付を行います．参加

登録をお済ませのうえ，ランチョンセミナー整理券配付所にお越しください．
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6） 参加章はホルダーに入れ，会場内では必ず着用してください．
 参加費は下記のとおりです．
 （1）参加費

会員 18,000 円
自動発券機をご利用ください

非会員 20,000 円

初期研修医
会員 無料

有人受付へお越しください非会員 3,000 円
医学部学生（学生証の提示が必要です） 無料

 （2）支払い方法
・ 自動発券機では現金またはクレジットカード（Visa, Master, JCB, Diners, American Ex-

press）がご使用になれます．
　「初期研修医」・「医学部学生」は有人受付をご利用ください．

 （3）参加受付時間・場所
4 月 9 日（木） 4 月 10 日（金） 4 月 11 日（土） 4 月 12 日（日）

パシフィコ横浜
会議センター 2F 10：00～18：30 7：30～18：30 7：30～18：30 7：30～16：00

　2．研修出席証明について
1） e 医学会カード（UMIN カード）による専門医研修出席証明について
  本学術集会では，学術講演会参加による産婦人科専門医研修出席証明シール（30単位）の発行に代

わり，「e 医学会カード」による専門医研修出席証明（上記）を行いますので，会員の皆様は「e 医学
会カード」をご持参ください．

 なお，e 医学会カードの配付は，2015 年 3 月下旬に簡易書留にて送付いたします．
●e 医学会カードをご持参の会員の方は…
　 e 医学会カード（UMIN カード）にて参加登録いただいた方は，専門医研修出席証明が自動的に

付与されます．研修出席証明コーナー（パシフィコ横浜　会議センター 1F）での手続きの必要
はございません．

●e 医学会カードを未受取・お忘れ等でお持ちでない会員の方は…
　 参加登録時に，e医学会カードをお持ちでない方専用コーナー（パシフィコ横浜　会議センター

2F）にてお渡しする，専門医研修出席証明引換証をご提出いただければ，研修出席証明シール
（30 単位）を発行いたします．専門医研修出席証明引換証をお持ちになり，研修出席証明コー
ナーへお越しください．

　　※専門医研修出席証明シールはご本人様のみに発行いたします．
　　※ 専門医研修出席証明シールの再発行はできません．必ず会場でお受け取りいただき，大切

に保管してください．
2） 日本産科婦人科学会 産婦人科専門医の更新申請について

学会会期中に e 医学会カードによる参加登録の手続きを行いますと，学術集会終了 2～3 週間後
に，本会会員専用ページ（e 医学会マイページ）にて参加状況および e 医学会カードでの参加単位
取得状況の確認ができます．
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（※注意※）

● 本会会員専用ページ（e 医学会マイページ）では参加状況の確認ができますが，更新手続き
にあたっては，e 医学会カードご利用以外で取得された研修出席証明シールも有効となり
ます．
過去取得された研修出席証明シールについては，引き続き保管いただきますよう，お願い
いたします．

●  e 医学会カードで参加登録いただいた方へは， 研修出席証明シールの発行はいたしません
ので，ご注意ください．

3） 展示ブース訪問時の e 医学会カード（UMIN カード）ご提示のお願い
本学術集会では，一部の展示ブースにおいて，e 医学会カードでの受付を行います．受付の情報
は，学術集会終了後に詳細資料や製品情報等，該当展示ブースの出展企業からの情報提供に利用
いただく場合があります．その際は，申込みを行った会員の氏名，勤務先情報に限り共催企業へ
書面又は電子媒体で情報提供を行います．
ただし，展示ブースにてカード登録を行った場合でも，お申し出に応じて共催企業への情報提供
を停止することが可能です．企業への情報提供停止を希望される会員は，すみやかに e 医学会事
務局問合せ窓口までご連絡ください．
匿名での展示ブースへの訪問をご希望の場合を除き，可能な限りご協力をお願いいたします．e
医学会カードでのお申込み情報は，上記目的以外には第三者に一切提供いたしません．
［お願い］
　 カード読み取りをスムーズに行うため，ネームカードホルダーの裏面にバーコードが見える形

で e 医学会カードをお入れくださいますようご協力をお願いいたします．
［お問い合わせ］
　e 医学会カードおよび個人情報に関するお問い合わせは，下記窓口までお願いいたします．
　e 医学会事務局（京葉コンピューターサービス株式会社内）
　フリーダイヤル：0120-21-6262（平日 10：00～18：00）/E-mail：unyou@e-igakukai.jp

4） 日本産婦人科医会研修参加証
学会会期中（4 月 9～12 日）に，パシフィコ横浜　会議センター 1F 専用コーナーで各日 1 枚を発
行いたします．

5） 日本生殖医学会生殖医療専門医・日本婦人科腫瘍学会婦人科腫瘍専門医更新ポイント付与
パシフィコ横浜　会議センター 1F の専用デスクにて，専門医（O&G）ICカードをご提示くださ
い．該当のポイントを付与いたします．なお，本学術集会の参加登録とは取扱いが別になりま
す．そのため，専用デスクでのお申し出，もしくは専門医（O&G）カードのご提示をいただかない
場合には，ポイントの付与ができない場合がございますのでご留意ください．

　3．指導医講習会について
今回の学術集会で開催される指導医講習会の受講履歴も e 医学会カードで行います．ご出席の先生
は必ず e 医学会カードをご持参ください．

　4．ランチョンセミナーについて
学会会期中，昼食時にランチョンセミナーを開催いたします．
ランチョンセミナー参加希望の方は，パシフィコ横浜　会議センター 3F 休憩コーナー（3F「315」）前
の，ランチョンセミナー整理券配付所にて整理券をお受け取りください．おひとり 1 日 1 枚のみ受
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け取り可能です．発券する整理券は当日開催分のみで，毎日参加受付開始同時刻から配付，なくな
り次第発券は終了いたします．
※ モーニングセミナー，アフタヌーンセミナー，イブニングセミナーは，チケット制ではございま

せん．直接会場へお越しください．（先着制）
　5．情報交換会について

以下のとおり，情報交換会を開催いたします．多くの先生方のご参加をお待ち申し上げております．
（1）日　時：平成 27 年 4 月 10 日（金）19：00～21：00（セッション進行状況により変わります．）
（2）会　場：横浜ベイホテル東急・B2F クイーンズ　グランド　ボールルーム
（3）参加費：無料

　6．IS Award 表彰式について
情報交換会において IS Award 表彰式も開催いたします．多くの先生方のご参加をお待ち申し上げ
ております．

Ⅱ．座長・評価者受付について

　1． 口演座長の座長受付はございません．担当セッション開始 30 分前までに，会場内の次座長席に必ず
お着きください．

　2． ISポスターセッション座長の先生方は，担当セッション開始30分前までに必ずポスター座長受付へ
お越しください．

　3． 一般演題ポスター評価者の先生方は，担当セッションのポスター発表開始時間までに，必ずポスター
評価者受付へお越しください．今回，一般演題のポスター発表は，自由討論形式となっております．
評価者の先生は，後述の評価者巡回時間に，担当ポスターの巡回・評価をお願いいたします．

【ポスター座長受付】
パシフィコ横浜　展示ホール B　ポスター会場　IS ポスター座長受付

【ポスター評価者受付】
パシフィコ横浜　展示ホール B　ポスター会場　ポスター評価者受付

Ⅲ．演者へのご注意

　本学術講演会では，口演は PC 発表のみで，スクリーンは各会場にあわせたサイズの 1 面です．
　スライドやビデオは使用できませんので，ご注意ください．
　講演開始 60 分前までに，メディア媒体を PC 受付（パシフィコ横浜　会議センター B1F）にお持ちにな
り試写を行ってください．
　なお，ポスターセッションについては演者受付はありません．

　1．口演者へのご注意
1） 講演終了 1 分前には黄灯，終了時には赤灯でお知らせいたします．
2） 演者は前のセッションが開始後，会場内の次演者席に必ずお着きください．
3） 各セッションの講演時間は以下の通りです．
4）  シンポジウム，International Seminarの講演時間については座長に一任しております．座長の指

示に従ってください．
5）  ミニワークショップおよび IS Award Candidate セッションの演者は，自身の発表終了後も，そ

のセッション終了まで会場内で待機してください．
6）  ミニワークショップの演題のスライドは，原則英語で作成してください．ただし日本語での作成
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も認めます．当日の発表言語は日本語でも英語でも可とします．
7）  IS Award Candidate セッションの演題のスライドは，英語で作成してください．当日の発表言

語も英語とします．
招請講演 講演 50 分
特別講演 講演 40 分
会長講演 講演 30 分
教育講演 講演 30 分
学術奨励賞受賞講演 1 演者　講演 30 分
生涯研修プログラム 1 演者　講演 25～30 分，質疑 5 分
専攻医教育プログラム 1 演者　講演 22 分，質疑 3 分
指導者のための講習会 1 演者　講演 40 分，質疑 5 分
日本産婦人科医会共同企画プログラム 1 演者　講演 20～40 分
ミニワークショップ 1 演者　発表 10 分，討論 4 分
IS Award Candidate 1 演者　発表 10 分，討論 4 分

★ ミニワークショップの演題の中から，当日の発表内容により優秀演題賞を選出し，閉会式の場で
表彰します．

★ IS Award Candidate セッションの演題の中から，当日の発表内容により IS Award を選出し，情
報交換会の場で表彰します．

　2．PC 発表に関するご注意
1） PC 受付について

（1） 会場へは，1．USB メモリ，2．CD-R（RW 不可），3．パソコン本体のうち，いずれかの形で
発表データをお持ち込みください．

（2） PC 受付は，オープン時間内であれば前日からでも受付可能です．午前中は PC 受付が混み
合いますので，午前のセッションの方は，前日午後以降に受付を済ませていただくことをお
勧めいたします．

（3） 発表の 60 分前までに，PC 受付にて発表データの受付と試写を済ませてください．PC 持ち
込みの方も，60 分前までに PC 受付へお越しいただき，外部出力確認をお願いいたします．

（4） PC 受付のパソコンは台数が限られております．パソコンを独占してのデータ修正はご遠慮
願います．データ修正は事前に済ませてから PC 受付へお越しください．

（5）ファイル名は，【演題番号・演者名.ppt】としてください．
2） USB メモリ，または CD-R（RW 不可）をお持ち込みの方への注意事項

（1）ソフトは，以下のものをご使用ください．
　　Windows 版 PowerPoint 2003/2007/2010/2013
　　※動画ファイルをご使用の方，Macintosh をご使用の方は PC をお持ち込みください．

（2）フォントは OS 標準のもののみご使用ください．
（3）画面の解像度は，XGA（1024×768）でお願いいたします．
（4）CD-R（RW 不可）への書き込みは，ISO9660 方式をご使用ください．
　　※パケット方式ですと，会場 PC で読み込めない恐れがあります．

（5）発表者ツール（演台モニターにスピーチ原稿を映す）は使用できません．
3） ノート PC をお持ち込みの方への注意事項
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（1）バックアップとして，必ずメディア（USB メモリ，CD-R）もご持参ください．
（2）画面の解像度は，XGA（1024×768）でお願いいたします．
（3） PC受付にて映像の出力チェック後，発表者ご自身で会場内のオペレーター席へ発表の30分

前までにお持ちください．
　　※PC の機種や OS によって，出力設定方法が異なります．

（4） プロジェクターとの接続ケーブルの端子は，ミニ Dsub-15 ピンです．PC によっては専用の
コネクタが必要となりますので，必ずお持ちください．

　　※ 特に VAIO，iBook 等小型 PC は，別途付属コネクタが必要な場合がありますので，くれ
ぐれもご注意ください．

（5）スクリーンセーバー，省電力設定は事前に解除願います．
（6）コンセント用電源アダプタを必ずご持参ください．
　　※内蔵バッテリー駆動ですと，ご発表中に映像が切れる恐れがあります．

（7）発表者ツール（演台モニターにスピーチ原稿を映す）は使用できません．
4） PC 操作のご案内

画面の操作はご自身で行っていただきます．演台にはキーボードとマウス，およびモニターが
セットされています．PC 受付にて担当者が操作方法を説明します．

5） PC 受付　オープン時間
【オープン時間】

4 月 9 日（木） 4 月 10 日（金） 4 月 11 日（土） 4 月 12 日（日）
10：00～17：00 7：30～18：00 7：30～18：00 7：30～16：00

　3．一般演題ポスターセッション演者へのご注意
1）  ポスターはプログラムに掲載されている演題番

号と同じ番号のパネルに，ご自身で貼付をお願い
いたします．

2） 注意事項
（1） 最上部の演題番号は運営事務局で用意しま

す．
（2） 演題名，所属，演者名については，横 70cm

×縦 20cm で各自ご用意ください．
（3） 演題番号および演題名，所属，演者名の下に，

英文抄録（Abstract）を掲示してください．
Abstract は横 90cm×縦 30cm の範囲内に横
書きで，Title，Affiliation，Authors，Objec-
tives，Methods，Results，Conclusionを明記
して，各自作成してください．

（4） Abstract 以外のパネルの有効部分は，横
90cm×縦 150cm です．本文，図表ともすべて原則英語で作成してください．ただし日本語
での作成も認めます．内容の配置は自由ですが，末尾に必ず結論を書いてください．

3）  離れても読めるように字の大きさを高さ18mm以上とし，図表も大きく作成し，読みやすく書い
てください．

4）  今回，一般演題のポスターについては，座長進行による発表は行わず，指定時間にポスター前で

20cm

演題番号 演題名

注1
20cm

30cm

150cm

70cm

注2

注3
（英文抄録）

注4

所属

Abstract

演者名
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待機していただく，自由討論形式をとります．
5）  演者は，討論をより十分なものとするため，そのポスター発表の時間内は，自身のポスターの前

で待機してください．発表時間内に，評価者によるポスター訪問があります．ポスター発表時間
は，各日，90 分です．評価者は，各日，下記の時間内に，担当ポスターの巡回・討論を行う予定
です．複数のポスター間での討論を行う場合もございます．評価者の指示に従ってください．

6）  優秀論文賞を受賞された論文は，学会会期中通しで掲示スペースを設け，ポスター掲示を行いま
す．ポスターセッションでの講演（ポスター説明）はありません．優秀論文賞のポスターパネルサ
イズは，一般演題のものと異なります．別途受賞者に直接お知らせいたします．

7） ポスターの貼付・閲覧・発表・討論・評価者巡回・撤去時間
ポスター会場※ 4 月 10 日（金） 4 月 11 日（土） 4 月 12 日（日）

貼付 8：20～10：00 8：20～10：00 8：20～10：00

閲覧 10：00～13：10
14：40～17：30

10：00～14：00
15：30～17：30 10：00～13：10

発表・討論 13：10～14：40 14：00～15：30 13：10～14：40
評価者巡回 13：20～14：20 14：20～15：20 13：20～14：20

撤去 17：30～18：30 17：30～18：30 14：40～16：30

※ポスター会場：パシフィコ横浜　展示ホール B
※時間内に取り外されないものは処分します．

　4．IS ポスターセッション演者へのご注意
1） ポスター作成および発表言語は英語とします．
2） パネルの使用につきましては一般演題ポスターセッションに準じます．
3）  ポスター演題の発表時間は 5 分（発表 3 分・討論 2 分）とします．時間厳守でお願いします．セッ

ションごとに座長をおき，演者の発表および討論を司会します．
4）  演者は討論をより十分なものとするため，そのセッション全体の発表終了後 5 分間，自身のポス

ターの前で待機してください．
5） IS ポスター貼付・閲覧・発表・討論・撤去時間

ポスター会場※ 4 月 10 日（金）
IS ポスター貼付 8：20～10：00
IS ポスター閲覧 10：00～13：10/14：40～17：30
IS ポスター発表・討論 13：10～14：40
IS ポスター撤去 17：30～18：30

※ポスター会場：パシフィコ横浜　展示ホール B
※時間内に取り外されないものは処分します．
★ IS ポスターセッションの演題の中から，当日の発表内容により IS Good Poster Award を選出

し，情報交換会の場で表彰します．

Ⅳ．討論についてのご注意

　1．質問の仕方
1）  質問は必ずマイクを使用してください（ポスターセッションは除く）．発言は座長の指示に従って

行い，まず所属・氏名を述べたあと，要領よく簡明にお願いします．
2） 追加発表は認めません．
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　2．演者の答弁の仕方
1） すべて座長の指示に従ってください．

V．講演要旨および英文抄録について

　特別講演，シンポジウム，教育講演，生涯研修プログラム等の講演要旨および英文抄録を本会機関誌に
掲載しますので，必ず 5 月末日までに日本産科婦人科学会事務局まで提出してください．なお，作成方法
の詳細は追って演者にお知らせいたします．

Ⅵ．宿泊交通機関の手配のご案内について

　学会会期中の宿泊交通手配は，株式会社 JTB コーポレートセールスにてご案内させていただきます．
詳細につきましては，学会ホームページよりご確認ください．

Ⅶ．託児所について

　1．開 設 日：平成 27 年 4 月 9 日（木）～4 月 12 日（日）
　　　　　（お申込みのない日は，開設しない場合もあります）

　2．開設時間：平成 27 年 4 月  9 日（木） 10：00～19：00
 4 月 10 日（金）  7：30～21：30
 4 月 11 日（土）  7：30～18：30
 4 月 12 日（日）  7：30～16：30

　3．料　　金：1,000 円
（完全予約制．定員となり次第，締め切りとさせていただきます）

　4．場　　所：パシフィコ横浜内
　5．対象年齢：生後 3 か月目（生後満 2 か月が過ぎている）～小学校 6 年生までの健康なお子様
　6．お申込み・お問い合せ：

（株）アルファコーポレーション（担当：小滝（コタキ））
TEL 03-5772-1222（平日 9：30～17：30）
E-mail yoyaku@alpha-co.com（24 時間受付）
メール題名「第 67 回日本産科婦人科学会学術講演会　託児室予約」
　1）学会会員番号
　2）保護者氏名（よみがな）・所属・連絡先（含む携帯電話番号）
　3）お子様の名前（よみがな）・性別・年齢
　4）託児希望日時
　5）託児上の注意点（アレルギー等）

　7．申込締切：平成 27 年 3 月 31 日（火）

Ⅷ．掲示について

　会員連絡板を設置します．掲示を希望する方は総合受付に申し出て承認を受けてください．掲示板以外
に行った掲示および承認を受けていない掲示は撤去します．会員連絡板はパシフィコ横浜　会議センター
2F ロビー付近に設置いたします．
　また，各同門会案内掲示パネルは，パシフィコ横浜　会議センター 2F ロビー付近にご用意いたします
ので，あわせてご利用ください．
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Ⅸ．撮影・録音について

　講演会場内での撮影・録音は，学会側が認めた場合以外，禁止となります．

Ⅹ．学術集会用演題検索システム（Kcon-navi）について

　Kcon-navi は PC やスマートフォン，iPad のようなタブレット端末などさまざまなデバイスでご利用い
ただける「学術集会用演題検索システム」です．
　興味のある演題やセッションを検索したり，参加プログラムを自分のスケジュールとして登録すること
ができます．登録したプログラムは，抄録をまとめた「オリジナル抄録集」として PDF 化することができ
ますので，ダウンロードして閲覧したり，必要な分だけ印刷し持ち歩くこともできます．インターネット
にアクセスできる環境さえあれば，どなたにもご利用いただけます．
　詳細は学術講演会ホームページをご覧ください．

Ⅺ．その他

　第 67 回日本産科婦人科学会学術講演会に関するお問合せは下記にお願いします．
　　第 67 回日本産科婦人科学会学術講演会運営事務局
　　株式会社コングレ内
　　〒102-8481 東京都千代田区麹町 5-1　弘済会館ビル 6 階
　　TEL 03-5216-5318　FAX 03-5216-5552
　　E-mail jsog2015@congre.co.jp

Ⅻ．学術講演会ホームページ

　第 67 回学術講演会の詳細は下記ホームページにてご確認ください．
　　URL：http://jsog.umin.ac.jp/67/index67.htm

平成 27 年 2 月

公益社団法人日本産科婦人科学会
第 67 回学術集会長　　峯岸　　敬
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