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１．会期：2018 年 10 月 19 日（金）・20 日（土）

２．会場：いわて県民情報交流センター（アイーナ）
〒 020-0045　岩手県盛岡市盛岡駅西通 1 丁目 7 番 1 号
TEL：019-606-1717

A 会場  ：7F　小田島組☆ほ～る
B 会場  ：8F　会議室 803
C 会場  ：8F　研修室 812
P 会場（ポスター会場）  ：8F　会議室 804

３．参会受付
　１）参会受付は、以下の日時にて行います。
　　　10 月 18 日（木）15：00 ～ 18：00　　ホテルメトロポリタン盛岡 NEW WING 4F
　　　10 月 19 日（金）  9：00 ～ 17：30　　

いわて県民情報交流センター（アイーナ）7F
　　　10 月 20 日（土）　9：00 ～ 15：00 ｝
　２） 当日は、事前に送付しております本プログラム・抄録集号をご持参ください。当日ご希望の方

には実費（3,000 円）にて販売いたします。
　３） 参会受付にてお渡しします参会者カードに、氏名・所属をご記入の上、参会費とともに受付に

お渡しください。参会者カードと引き換えに参加証をお渡しします。会場では必ず参加証をご
着用ください。

　４）参会費
【医師／企業関係者】
正会員：10,000 円　　非会員：15,000 円

【その他】
メディカルスタッフ（正会員・非会員）：5,000 円
初期研修医・学生（大学院生除く）・外国人留学生：無料※

※ 初期研修医および外国人留学生は施設長の証明書、学部生（大学院生除く）は学生証を受付
に提示してください。

日本脳神経外科学会会員カードでのクレジット自動決済には対応しておらず、現金のみでの支
払いになりますのでご了承ください。

　５）日本脳循環代謝学会へ入会をご希望の方は下記事務局で所定の手続きをお取りください。
　　　※当日は入会等受付の窓口はございませんので予めご了承ください。
　　　＜新入会・年会費受付に関する問い合わせ＞
　　　日本脳循環代謝学会事務局　　
　　　　〒 700-8558 岡山市北区鹿田町 2-5-1　岡山大学脳神経内科内
　　　　TEL：086-235-7365　FAX：086-235-7368
　　　　E-mail: cbfm-office@okayama-u.ac.jp
　　　　https://cbfm-okayama.wixsite.com/jsbcfm

学会会期中のご案内
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４．認定クレジット
　本会に参加することにより、下記学会の認定クレジットが得られます。
　日本神経学会　　　　2 単位
　日本脳卒中学会　　　5 単位
　日本核医学会　　　　5 単位
　日本脳神経外科学会　5 単位
　日本医学放射線学会　2 単位
　※ 日本神経学会は、申請者個人が本学会の参加証コピーを各々の認定更新時期に、日本神経学会に

提出してください。
　※ 日本脳卒中学会、日本核医学会は、申請者個人が本学会の参加証コピーを各学会に提出してくだ

さい。
　※ 日本脳神経外科学会は、運営事務局より一括申請を行いますので、希望者は参加証の「脳神経外

科専門医クレジット」の部分を切り取り、参加受付に提出してください。
　※ 日本医学放射線学会については、申請者個人が本学会の参加証原本を提出してください。

５．演題発表
【座長の先生へ】
　・ 口演発表座長の先生は、開始予定時刻 15 分前には会場内の右前方の次座長席にご着席ください。
　・ ポスター発表座長の先生は、セッション開始 20 分前までにアイーナ 8F の P 会場受付にお越しく

ださい。座長用のリボン、指示棒、優秀演題推薦用紙をお渡しいたします。セッション終了後、
ご担当セッションの中から 1 題、優秀演題をご推薦頂きます。

　・ 定刻になりましたら、セッション開始のアナウンスをいたしますので、セッションを開始してく
ださい。

　・ 所定時間内に終了するようにご協力の程、よろしくお願い申し上げます。

【口演発表者の先生へ】
 １）発表時間について
　シンポジウム・招請講演
　　　セッションにより発表時間が異なります。別途ご連絡いたしました内容をご確認ください。
　一般演題口演
　　9 分（発表 6 分、討論 3 分）
　・発表時間は最終的には各座長の指示に従ってください。
　・開始予定時刻の 20 分前には会場前方の次演者席にご着席ください。
　・発表の制限時間の 1 分前に黄色ランプ、制限時間には赤色ランプで講演時間を表示いたします。
　・時間内に終了するようにご協力の程、よろしくお願いいたします。
 ２）パソコン発表について
　・講演発表は、PowerPoint による PC 発表のみ可能です。映写は 1 面のみです。
　・演台上にはモニター・キーパッド・マウス・レーザーポインターを準備しております。
　・ PC 受付はアイーナ 7F ロビーにて行います。
　　ご発表の 1 時間前までに PC 受付にてプレゼンデータの受付をお済ませください。
　　PC 受付時間：10 月 19 日（金）9：00 ～ 17：30

10 月 20 日（土）9：00 ～ 15：00
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　・ 講演発表には、USB フラッシュメモリー（Windows のみ）またはご自身の PC（Windows・
Macintosh）をご持参ください。Windows はデータか本体持込、Macintosh は本体持込のみとさ
せていただきます。

　※動画を用いる場合は、バックアップとしてご自身の PC もお持ちください。
　・ 学会当日の発表の際に、利益相反について脳循環代謝学会の指針に沿って開示していただきます。

（データをお持ち込みの方）
　・ 必ず PC 受付にお立ち寄りいただき、発表データの登録、確認を行ってください。
　・ メディアでの受付は、Windows で作成されたデータのみとなります。Macintosh で発表データを

作成される方はご自身の PC をお持込ください。
　・  お持込いただけるメディアは、USB フラッシュメモリーのみです。CD-R、MO、FD、ZIP 等は

受付できません。
　・ メディアはウイルス定義データを最新のものに更新されたセキュリティーソフトを用いてウイル

スに感染していないことを必ず確認したうえでお持込ください。
　・ 発表データをコピーした後には、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）作業を行ってください。この作業が行われなかった場合、データを作成した PC
以外でデータを開くことができなくなり、発表が不可能になります。

　・ 発表データ作成後、作成した PC 以外の PC で正常に動作するかチェックしてください。
　・  持ち込まれるメディアには、当日発表されるデータ（完成版）と動画データ以外入れないように

してください。
　・ ファイル名は「セッション名 _ 演題番号 _ 演者.ppt （x）」としてください。
　　（例：シンポジウム 1_S1_ 岩手太郎 .ppt（x））
　　※：「.ppt （x）」は拡張子です。
　・ データの容量は最大 512MB までとさせていただきます。
　・   OS とアプリケーションは、下記のものをご用意いたします。
　　〈OS〉Windows10
　　〈アプリケーション〉Windows 版 PowerPoint　2007/2010/2013/2016
　・ 画面サイズ（解像度）については XGA（1024 × 768）となります。
　・ フォントは OS 標準で装備されているものをご使用ください。画像レイアウトの崩れを防ぐには、

下記フォントのご使用をお薦めいたします。
　　日本語：MS ゴシック、MSP ゴシック、MS 明朝、MSP 明朝の 4 種類
　　英　語： Times New Roman/Arial/Arial Black/Arial Narrow/Century/Century Gothic/Courier/

Courier New/Georgia の 9 種類
　・ 上記以外のフォントを使用した場合には、文字・段落のずれ、文字化け、表示されない等のトラ

ブルが発生する可能性があります。
　・ 動画をご使用の場合は、ご自身の PC を持込の上、PC 受付にて必ず申し出てください。
　・ PowerPoint とリンク状態を保つため、動画ファイルも同じフォルダに保存してください。
　・  ファイル形式は、Windows Media Player で動作するファイル形式（推奨 WMV）をご使用くだ

さい。（AVI は CODEC によって再生できない場合があります）。ご心配な場合は、ご自身の PC
をお持込ください。

　・ お預かりした発表データは、学会終了後、事務局が責任を持って削除いたします。
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（PC本体をお持ち込みの方）
　・ 必ず PC 受付にお立ち寄りいただき、ご自身の PC を試写用モニターに接続して、発表データの確

認を行ってください。その後、発表会場内の左前方のオペレーター席まで PC をお持ちください。
　・ ご自身の PC 持込の場合は、外部モニター出力端子の形状を必ず確認し、必要な場合は接続用の

外部出力変換アダプターを必ずご持参ください。 接続は、Mini D-sub15 ピン３列コネクター（通
常のモニター端子）です。またバッテリー切れを防ぐため電源アダプターをご持参ください。

　・ 必要な場合は接続用の外部出力変換アダプターをご持参ください。

　・ 画面サイズ（解像度）については、XGA（1024 × 768）となります。
　・ 動画は使用可能ですが、本体液晶画面に動画を表示されても、PC の外部出力に接続した画面に

は表示されない場合があります。実際にお持ちいただく PC の外部出力にモニターまたは、プロ
ジェクターを接続して、あらかじめご確認ください。

　・ 発表データはデスクトップ画面に保存してください。
　・ ファイル名は「セッション名 _ 演題番号 _ 演者名 .ppt（x）」としてください。
　　（例：シンポジウム 1_S1_ 岩手太郎.ppt （x））
　　※：「.ppt （x）」は拡張子（半角英数）です。
　・ スクリーンセーバー、省電力設定、起動時のパスワード設定は、事前に解除しておいてください。
　・ 念のため、バックアップデータを保存したメディアを必ずお持ちください。
　・ 講演終了後、できるだけ速やかに会場内の演台付近にあるオペレーター席にて、ご自身の PC を

お引き取り下さい。

【ポスター発表の先生へ】
 １）ポスターの掲示・発表・撤去について
　　【掲示】 10 月 19 日（金）　9：00 ～ 13：00
　　【発表】 10 月 19 日（金）17：40 ～ 18：30
　　【閲覧】 10 月 20 日（土）13：00 まで
　　【撤去】 10 月 20 日（土）13：00 ～ 15：30
 ２）ポスター発表について
　・ 各演者の持ち時間は７分（発表４分＋討論３分）で、
　　座長の進行のもとに行われます。
　・ パネルの大きさは図の通りです。演題番号は事務局
　　で準備しますが、演題名・所属・発表者名はご自身でご用意ください。
　・ ポスターは 10 月 19 日（金）9：00 ～ 13：00 の間に所定の場所にお貼り下さい。押しピンなどは

会場に用意いたします。
　・ 演者はポスター発表の時間帯 10 月 19 日（金）17：40 ～ 18：40 に必ず各自のポスターの前にて

待機してください。
　・ 学会当日の発表の際に、利益相反について脳循環代謝学会の指針に沿って開示していただきます。

20㎝ 70㎝

20㎝ 演題
番号 演題名・所属・発表者名

160㎝ ポスター貼付スペース

D-sub15 ピン
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 ３）優秀ポスター賞を 10 月 19 日（金）全員懇親会で発表します。
 ４）ポスターの撤去について

ポスターの撤去は指定の時間内 10 月 20 日（土）13：00 ～ 15：30 で各自の責任で行ってください。
定刻になっても引き取りのないポスターは事務局で処分させていただきます。

６．各種会議のご案内
10 月 18 日（木）　会場：ホテルメトロポリタン盛岡 NEW WING
編集委員会　　　　　　　13：30 ～ 14：00　3F　星雲西
学術委員会　　　　　　　13：30 ～ 14：00　3F　星雲東
法人化検討委員会　　　　13：30 ～ 14：00　3F　かえで
基礎研究推進委員会／エビデンス創出委員会
　　　　　　　　　　　　14：00 ～ 14：30　3F　星雲西
国際委員会　　　　　　　14：00 ～ 14：30　3F　星雲東
財務委員会　　　　　　　14：00 ～ 14：30　3F　かえで
理事会　　　　　　　　　14：30 ～ 16：00　3F　星雲西
評議員会　　　　　　　　16：00 ～ 17：00　4F　メトロホール
評議員懇親会　　　　　　18：40 ～ 20：10　4F　メトロホール

７．プレイブニングセミナーのご案内
　10 月 18 日（木）にプレイブニングセミナーを行います。
　　プレイブニングセミナー
　　　『日常診療における DOAC 活用法』
　　　　講師：寺山 靖夫 先生（岩手医科大学医学部　内科学講座　神経内科・老年科分野　教授）
　　　　座長：星野 晴彦 先生（東京都済生会中央病院　副院長・脳卒中センター長・神経内科部長）
　　　＜日時＞10 月 18 日（木）17：00 ～ 17：40
　　　＜会場＞ホテルメトロポリタン盛岡 NEW WING 4F メトロホール
　　　＜共催＞日本ベーリンガーインゲルハイム株式会社
　※プレイブニングセミナーの整理券配布はございません。

８．特別講演のご案内
　10 月 18 日（木）に特別講演を行います。
　　特別講演
　　　『健康落語ができるまで』
　　　　講師：立川らく朝 先生
　　　＜日時＞ 10 月 18 日（木）17：40 ～ 18：30
　　　＜会場＞ホテルメトロポリタン盛岡 NEW WING 4F メトロホール
　　　＜主催＞第 61 回日本脳循環代謝学会学術集会
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９．ランチョンセミナーのご案内
　10 月 19 日（金）・20 日（土）にランチョンセミナーを行います。
　　＜日時＞10 月 19 日（金）12：00 ～ 13：00
　　　　　　10 月 20 日（土）12：30 ～ 13：30
　　＜会場＞Ａ会場（7F　小田島組☆ほ～る）
　　　　　　Ｂ会場（8F　会議室 803）
　　　　　　Ｃ会場（8F　研修室 812）
　※ランチョンセミナーの整理券は 7F 参加受付前にて各日ごとに（9：00 ～）配布いたします。
　　数に限りがございますのであらかじめご了承ください。

10．アフタヌーンセミナーのご案内
　10 月 19 日（金）にアフタヌーンセミナーを行います。アフタヌーンセミナーではコーヒーを提供
　致します。
　　＜日時＞10 月 19 日（金）14：10 ～ 15：10
　　＜会場＞Ｂ会場（8F　会議室 803）
　※アフタヌーンセミナーの整理券は 7F 参加受付前（9：00 ～）にて配布いたします。
　　数に限りがございますのであらかじめご了承ください。

11．イブニングセミナーのご案内
　10 月 19 日（金）にイブニングセミナーを行います。
　　＜日時＞10 月 19 日（金）16：30 ～ 17：30
　　＜会場＞Ａ会場（7F　小田島組☆ほ～る）
　　　　　　Ｂ会場（8F　会議室 803）
　　　　　　Ｃ会場（8F　研修室 812）
　※イブニングセミナーの整理券配布はございません

12．全員懇親会（0
ゼロ

次会／ Happy Hour）のご案内
　10 月 19 日（金）にアイーナ 8F 会議室 804（ポスター会場）にて懇親会を行います。
　０次会／ Happy Hour として岩手の地酒やワイン、タパスやおつまみをご用意いたします。
　わんこそば大会や優秀ポスター賞の発表も行います。
　参加費は無料ですので、皆様奮ってご参加ください。
　　＜日時＞10 月 19 日（金）18：40 ～ 20：00
　　＜会場＞アイーナ 8F 会議室 804（ポスター会場）

13．ドリンクコーナーのご案内
　アイーナ 8F 会議室 804（ポスター会場）にドリンクコーナーを設置します。

14．機器展示・書籍展示のご案内
　アイーナ 7F にて機器展示・書籍展示を行います。
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15．会期中の呼び出しについて
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。アイーナ 7F の参会受付付近に伝
言板を設置しますので、ご利用ください。

16．クロークのご案内
アイーナ 7F の参会受付付近にご用意しております。なお、貴重品・傘はお預かりできませんので、
予めご了承ください。

17．学術集会事務局
　岩手医科大学　医学部　内科学講座　神経内科・老年科分野
　〒 020-8505　岩手県盛岡市内丸 19-1
　TEL：019-651-5111（内線 3722） / FAX：019-654-9860

　・ 優秀ポスター賞は参加者の皆様と、座長によって決定いたします。
参加登録を済ませた方は、8F　P 会場（ポスター会場）にて、お一人につき一枚の投票用紙
を受け取り下記時間内に、優秀とご判断したポスターにご投票をお願いいたします。
座長の審査結果を待ち集計いたします。
結果は 10 月 19 日（金）全員懇親会で発表します。
何卒、ご参加の程よろしくお願いいたします。

　参加者投票
　投票日時：10 月 19 日（金）13：00 〜 17：30
　　　　　　　※お時間前でも全てのポスターが揃いましたら投票を受け付けいたします。

優秀ポスター賞について


