参加者の皆様へのお知らせ
参加受付
受付日時
4 月 22 日（土）8:30 ～ 16:50
4 月 23 日（日）8:30 ～ 14:00
参加費
正会員、施設会員、賛助会員、一般 10,000 円
学生 2,000 円（受付時、学生証の提示が必要です）
ご案内と諸注意
6F 総合受付にて参加受付を行います。総合受付、記名台等は会場案内図(p.4)にてご確認下さい。
 参加費と引き換えに参加証をお渡しします。参加証にはご所属、ご指名を各自ご記入の上、はっきりと分かるよう着用
して下さい。
 参加証の無い方はご入場できません。
 参加証の再発行は致しませんので、紛失にはご注意下さい。
 クレジットカードでのお支払いはお受けいたしません。必ず現金をご用意下さい。

プログラム・抄録集の販売
ご入用の方は、一部 2,000 円にて販売いたします。部数に限りがございますので、売り切れの際はご容赦下さい。

当学会への入会手続き
総合受付横にて入会手続きが可能です。また、下記学会ホームページから入会手続きが行えます。この機会に是非ご入
会下さい。
（社） 日本血液浄化技術学会ＨＰ

URL：http://jyouka.com/

学会認定等のポイントについて
第 44 回日本血液浄化技術学会学術大会への出席により、以下のポイントが取得できます。
 5 学会同認定「透析技術認定士」の更新ポイント 5 単位
 （公社）日本臨床工学技士会認定「血液浄化専門臨床工学技士」の新規申請時および認定更新のポイント 5 単位
 日本腎不全看護学会主催、5 学会合同認定「透析療法指導看護師」の資格ポイント 4 単位
 （社）透析技能検定試験制度協議会認定「透析技能 1 級、2 級」の更新ポイント 10 単位
参加証は、新規申請または更新時に必要となりますので、大切にご自身で保管して下さい。
尚、参加証の再発行は致しませんので、あらかじめご了承下さい。
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会場内でのお願い
 発言される際はマイクを使用し、最初に所属を明らかにして下さい。限られた時間内に討論ができますよう、発言者はあ
らかじめマイクの前にお並び下さい。
 会場内での呼び出しはお断り致します。緊急の場合は、総合受付までお越し下さい。
 会場内は禁煙です。
 携帯電話のご使用は会場外にてお願い致します。会場内ではマナーモードの設定をお願い致します。
 会場内での写真撮影、録音、VTR 収録は禁止致します。

クロークの利用について
4 月 22 日（土） 8:30 ～ 17:20
4 月 23 日（日） 8:30 ～ 15:20
設置場所：7Ｆホール（p.4 会場案内図参照）
※貴重品と雨具のお預かりはできませんので、ご了承下さい。
※最終日の 15:20 を過ぎてお受け取りいただけなかった場合処分させていただきます。

企業展示
4 月 22 日（土） 9:00 ～ 17:00
4 月 23 日（日） 9:00 ～ 15:00
両日とも展示会場は 6F 605、606 室となります（p.4 会場案内図参照）。

ランチョン・セミナー
ランチョン・セミナーは、入場整理券制になっております。
配布日時：
4 月 22 日（土） 8:30 ～ 10:30
4 月 23 日（日） 8:30 ～ 10:30
（なくなり次第終了となります。）
配布場所：総合受付横（p.4 会場案内図参照）
ランチョン・セミナー開始 5 分後、整理券は無効となります。ご注意下さい。

ハンズオン・セミナー
ハンズオン・セミナーは予約制となっております。
学会 HP（URL：http://www.jyouka.com/jstb44/）より事前にご予約お願いします。
定員になり次第ご予約を打ち切らせていただきます。ご了承ください。
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休憩所、ドリンクサービス
企業展示会場内に休憩所、ドリンクサービスを設けておりますのでご利用ください。ドリンクサービスが品切れの場合はご容
赦下さい。

参加者意見交換会
日時：4 月 22 日（土）18:00 ～ 20:00
会場：東京ベイ有明ワシントンホテル 3 階アイリス
会費：５,000 円
定員：300 人
意見交換会申し込みは総合受付にて行います。なお、下記時間帯は「意見交換会会場」で受付を行います。
4 月 22 日（土） 17:30 ～ 18:30
定員に達した段階で、受付終了となります。
意見交換会参加者へのお願い
受付時に学会参加証に意見交換会参加費受領済シールを貼付致します。入場時にシール貼付を確認させて頂きますの
で、ご協力をお願い致します。
Best Presentation Award(BPA)演題候補者の方へ
意見交換会にて BPA 受賞者の発表を行いますので、BPA セッション演者の方は必ず意見交換会にご出席をお願い致し
ます。
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座長、発表者の皆様へのお知らせ
主要演題講演の先生方へのご案内
 セッション開始 15 分前までに次演者席にお着き下さい。
 第 1 会場は進行アナウンスを行います。
 第 2、第 3、第 4、第５会場は進行アナウンスを行いません。座長の指示に従ってスムーズな進行をお願い致します。
 講演時間は大会事務局または座長からお知らせした時間を厳守の上、ご講演をお願い致します。
 講演データの登録受付場所は 6Ｆ PC 受付でお願い致します。（p.4 会場案内図参照）
 講演データの登録受付は 8:30 より行います。
 講演時間が迫っている場合、その旨を担当者にお申し出下さい。
 講演時間の 30 分前までに PC 受付にお越しいただき、データの登録・確認をお願い致します。
 講演はすべて PC による発表で、スライドフィルムによる発表はできません。また、スクリーンは 1 面投影です。
 ご講演は、演者ご自身で演題上の機材を操作して頂きます。
 アプリケーションは以下をご用意致します。
Windows 版、Power Point2007/2010/2013/2016
 発表データは Microsoft Power Point にて作成して、CD-R または USB フラッシュメモリに保存してお持ち下さい。
 データ持ち込みの場合には、オペレーターがデータを受け取り、サーバーにコピーします。コピーされたデータは、LAN 回線
を使用して、発表会場に配信されます。なお、コピーされたデータは学術大会終了後、事務局で責任を持って消去致し
ます。
 必ずバックアップデータを複数お持ち下さい。
 PC データ受付にて作成された PowerPoint のバージョンをお伺いいたします。
 Microsoft PowerPoint にて作成したデータは、サイズ設定を（4：3）にして下さい。
 フォントは OS 標準で搭載されている物をご使用下さい。画面レイアウトの崩れを防ぐには MS ゴシック、MSP ゴシック、
MS 明朝、MSP 明朝のご使用をお薦め致します。
 2 日目の講演の場合も前日（1 日目）に受付可能です。
下記のコネクタが付いていないノートパソコン（Mac や薄型ウルトラブックなど）につきましては、必ずミニ D-sub15 ピンに
変換をお願い致します。（HDMI には対応しておりません。）
※PC お持ち込みの際の注意点
 外部ディスプレイ出力が可能である事を必ずご確認下さい。また、バッテリー切れを防ぐ為、電源アダプターをご持参下さ
い。パスワードはあらかじめ解除しておいて下さい。
ミニ D-sub15 ピン［メス］

Macintosh の PC、音声・動画をご使用の先生方へ
 ご自身の PC をお持ち込み下さい。
 必ずバックアップデータをお持ち下さい。
 PC 受付にて出力チェック後、ご自身で会場内左手前方演題付近のオペレーター席までお持ち下さい。
 講演会場ではノートパソコンとの接続コネクタは、ミニ D-sub15 ピンとなります。
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一般演題発表の先生方へのご案内
 セッション開始 15 分前までに次演者席にお着き下さい。
 進行アナウンス、サイドプロジェクター掲示は行いません。座長の指示に従ってスムーズな進行をお願い致します。
 発表時間は 1 演題 10 分（発表 7 分、討論 3 分）です。時間厳守でお願いいたします。
 計時回線にて講演終了 1 分前に黄色ランプ、終了時に赤色ランプでお知らせします。
 登録受付場所は 6F PC 受付でお願い致します。（p.4 会場案内図参照）
 発表データの登録受付は 8:30 より行います。
 登録開始時の受付は各会場最初のセッションの方を優先して行わせて頂きます。ご協力をお願い致します。
 発表時間が迫っている場合、その旨を担当者にお申し出下さい。
 発表時間の 30 分前までに PC 受付にお越しいただき、データの登録・確認をお願い致します。
 発表はすべて PC による発表で、スライドフィルムによる発表はできません。また、スクリーンは 1 面投影です。
 発表の際は、演者ご自身で演題上の機材を操作して頂きます。
 アプリケーションは以下をご用意いたします。
Windows 版、Power Point2007/2010/2013/2016
 発表データは Microsoft Power Point にて作成して、CD-R または USB フラッシュメモリに保存してお持ち下さい。
 必ずバックアップデータを複数お持ち下さい。
 PC データ受付にて作成された PowerPoint のバージョンをお伺いいたします。
 Microsoft Power Point にて作成したデータは、サイズ設定を（4：3）にして下さい。
 フォントは OS 標準で搭載されている物をご使用下さい。画面レイアウトの崩れを防ぐには MS ゴシック、MSP ゴシック、
MS 明朝、MSP 明朝のご使用をお薦め致します。
 2 日目の講演の場合も前日（1 日目）に受付可能です。
下記のコネクタが付いていないノートパソコン（Mac や薄型ウルトラブックなど）につきましては、必ずミニ D-sub15 ピンに
変換をお願い致します。（HDMI には対応しておりません。）
※PC お持ち込みの際の注意点
 外部ディスプレイ出力が可能である事を必ずご確認下さい。また、バッテリー切れを防ぐ為、電源アダプターをご持参下さ
い。パスワードはあらかじめ解除しておいて下さい。

ミニ D-sub15 ピン［メス］

Macintosh の PC、音声・動画をご使用の先生方へ
 ご自身の PC をお持ち込み下さい。
 必ずバックアップデータをお持ち下さい。
 PC 受付にて出力チェック後、ご自身で会場内左手前方演題付近のオペレーター席までお持ち下さい。
 講演会場ではノートパソコンとの接続コネクタは、ミニ D-sub15 ピンとなります。
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第 44 回学術大会発表論文寄稿のお願い
日本血液浄化技術学会では発表論文集（日本血液浄化技術学会雑誌 第 25 巻）掲載用の論文の寄稿をお願い
しています。発表当日受付にて提出、もしくは平成 29 年 6 月末日までに下記送付先まで提出をお願いします。
掲載規定
 原稿の作成
1) 原則としてパーソナルコンピュータを使用し、文字のみの本文を Word または Text のファイル形式で作成してくださ
い。
2) 文字数は 3000 字以内、図表は 1 点につき 400 字前後を減じてください。また本文には頁をつけてください。
I.

図表は Word、Excel、Power Point、JPEG、GIF、又はこれに準じ日本血液浄化技術学会が認めたも
ので作成してください。図、写真などは鮮明なもので作成してください。掲載は原則的に白黒印刷となります
ので、カラーで提出される場合は印刷時のコントラストにご配慮ください。

II. 図表は本文とは別に、それぞれのみのファイルを用意し、図表の下に番号を記し、タイトルもしくは簡潔な説
明文を添えてください。本文中に挿入位置を明示してください。
III. 他誌書から図表を転載利用する場合は、著作者ならびに出版元の許諾が必要です。自著からの再使用に
ついても出版元の許諾が必要となりますので注意願います。
3) 文献は主要なもののみ 10 点以内とし、文中の引用箇所に、半角上付で引用順に 1),2),3~5)のように記載し
てください。文中に引用箇所の無い文献は認めません。著者 4 名以上の場合は 3 名まで記載して“…，他”
“…，et al.”としてください。
I.

雑誌の場合
著者名：論文名. 雑誌名 巻：頁（初めー終わり）, 西暦

II. 書籍の場合
著者名：論文名. 書籍名, 頁（初めー終わり）, 出版社名, 所在地, 西暦
III. 誌名を略名する場合
出版雑誌の定める略名を使用し、外国のものは Index Medicus の略称に準じてください。
IV. 「孫引き」を避け、必ず原典にさかのぼって出処を明示してください。
５）個人情報保護に配慮して執筆願います。
 原稿の体裁
表題頁、本文、文献、図表の順にまとめてください。
1) 表題頁には①題名，②著者および共同著者，③所属施設名，④連絡先（筆頭者の所属 郵便番号、住
所、電話番号、FAX 番号、電子メールアドレス）を記載してください。
2) 本文はⅠ．緒言（はじめに、まえがき）、Ⅱ．研究方法（対象、症例、方法）、Ⅲ．研究結果（結果）、
Ⅳ．考察、Ⅴ．結論（結語、まとめ、おわりに）の順序で記述してください。
 校正
寄稿頂いた原稿の校正は当会編集委員が査読し著者に依頼しますが、著者校正は原則 1 回とします。
 発表論文集用原稿の送付先
〒350-1298 埼玉県日高市山根 1397-1
埼玉医科大学国際医療センター ME サービス部
塚本 功 宛

E-mail:is_tsuka@saitama-med.ac.jp

メールあるいは CD-ROM などの電子媒体を簡易書留でお送り下さい。
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座長の先生方へのご案内
 ご担当セッションの開始予定時間 20 分前までには参加受付をお済ませ下さい。
 セッション開始 10 分前には、会場担当者（会場内右前方の座長席横）へ到着のご連絡を頂き、次座長席へご着
席下さい。
 会場担当者からの合図でご登壇下さい。
 第 1 会場は進行アナウンスを行います。進行アナウンスに従ってセッションを開始して下さい。
 第 2、第 3、第 4、第 5 会場は進行アナウンスを行いません。定時、もしくは会場担当者からの合図でセッションを開始
して下さい。
 学会の円滑な運営にご協力をお願い致します。
 主要演題の講演時間は大会事務局（または座長）からお知らせしたとおりです。
 Best Presentation Award（BPA）の発表時間は、1 演題 10 分（発表７分、討論３分）です。
 一般演題（English Session を含む）の発表時間は 1 演題 10 分（発表 7 分、討論 3 分）です。
 進行は時間厳守でお願い致します。

BPA 審査員の先生方へのご案内
 4 月 22 日（土）10:00 ～ 10:50 第２会場の Best Presentation Award 審査セッションにご出席下さい。
 セッション終了後、座長へ審査結果の報告をお願い致します。
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学会関連行事のご案内
社員総会のご案内
一般社団法人 日本血液浄化技術学会 社員総会
開催日：平成 29 年 4 月 21 日（金）
時

間：16:00 ～ 17:00

会

場：第 2 会場（7 階 701+702）

注）日本血液浄化技術学会の社員（代議員）のみが出席する会議です。
会員含め一般の方は参加できません。
会員の方は下記の社員総会報告会にご出席下さい。

理事会のご案内
一般社団法人 日本血液浄化技術学会 理事会
開催日：平成 29 年 4 月 21 日（金）
時

間：17:10 ～ 17:50

会

場：第 2 会場（7 階 701+702）

社員総会報告会のご案内
一般社団法人 日本血液浄化技術学会 社員総会報告会
開催日：平成 29 年 4 月 23 日（日）
時

間：14:30 ～ 15:00

会

場：第１会場（7 階 国際会議場）

次回学術大会のご案内
第 45 回日本血液浄化技術学会学術大会・総会
テーマ：創生と技術の継承
会期：2018 年 4 月 20 日 ～ 22 日
会場：名古屋国際会議場
大会長：長尾 尋智（知邑舎メディカルサテライト岩倉）
事務局：神戸 幸司（小牧市民病院 臨床工学科）
Jstb45th@jyouka.com
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