
　

　参加者へのご案内

参加登録受付
神戸国際会議場　3F　ホワイエ
12月14日（土）　8：15～17：00
12月15日（日）　8：30～15：00

学会参加費
一般（会員/非会員）　10,000円
※3学会共通でご参加いただけます。

学部学生のみ参加費は無料です（大学院生は有料）。受付にて学生証を提示してください（学生証をお
持ちでない方は一般料金となります）。

参加証
学会期間中、会場内では必ず参加証を着用してください。

プログラム・抄録集
参加登録時に1冊をお渡しいたします。別途ご入用の方は、1冊2,000円で販売いたします。

PC受付
神戸国際会議場　3F　ホワイエ
12月14日（土）　8：15～17：00
12月15日（日）　8：30～15：00

クローク
神戸国際会議場　3F　307
12月14日（土）　8：15～19：00
12月15日（日）　8：30～16：30

禁煙のお願い
会場内はすべて禁煙です。

撮影及び録音
会場内での許可のない撮影及び録音は禁止いたします。

携帯電話のご利用
講演会場内での使用は禁止いたします。また、会場内では電源をOFFにするか、マナーモードに設定
をお願いいたします。
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呼び出し
会場内での呼び出しは、原則として行いません。参加者へのご連絡は掲示版（参加受付付近）をご利
用ください。

関連会議日程

委員会 日時 場所

日本血管生物医学会　理事会 12月13日（金）17：00～18：00 4F　406

日本血管生物医学会　評議員会・総会 12月14日（土）13：35～13：55 第3会場（5F　502）

日本心血管内分泌代謝学会　理事会 12月13日（金）15：15～16：45 5F　503

日本心血管内分泌代謝学会
評議員会・総会 12月15日（日）11：40～12：10 第2会場（5F　501）

国際心臓研究学会日本部会　理事会 12月13日（金）14：00～15：00 4F　406

国際心臓研究学会日本部会　評議員会 12月14日（土）13：10～13：35 第4会場（5F　504+505）

ウェルカムレセプション
12月14日（土）17：30～
参加費無料
神戸国際会議場　3F　レセプションホール及びロビー
神戸ワインやチーズ、フルーツ等の軽食をご用意します。ぜひこの機会に参加者の皆様と交流を深め
てください。

単位（日本心血管内分泌代謝学会）
日本内分泌学会の内分泌代謝科専門医認定更新単位の取得につきましては、更新時に参加証のコピー
をご提出の上、自己申告してください。取得単位は、参加：5単位、筆頭演者：2単位（臨床に関する
演題のみ）です。

共催セミナー
整理券の配布はありません。直接会場へお越しください。
入場は先着順とさせていただきます。
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　Information for Participants

Registration Desk
The Lobby on the 3rd floor of KICC
December 14th (Sat.)   8:15～17:00
December 15th (Sun.)  8:30～15:00

Registration Fee
Member/Non-Member: JPY 10,000
Undergraduate: Free (A valid Student ID card will be required at the registration desk.)

Name Badges
Each participant will receive a name badge at the registration desk. All participants are requested 
to wear the badges at all times in the congress venue.

Program and Abstract Book:
A program and abstract book is included in the registration fee. You can purchase an extra book for 
JPY 2,000.

PC Preview
The Lobby on the 3rd floor of KICC
December 14th (Sat.)   8:15～17:00
December 15th (Sun.)  8:30～15:00

Cloak
Room 307 on the 3rd floor of KICC
December 14th (Sat.)   8:15～19:00
December 15th (Sun.)  8:30～16:30

No-Smoking Policy
Smoking is not allowed in the congress venue.

Photographing and Audio Recording
Photographing and audio recording without permission are prohibited.

Mobile Phone
Please turn off or set to silent mode for all cell phones and other electronic devices before
entering meeting room.
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Message Board
Message board is located near the registration desk. Please check the information on the board
periodically. It is available for posting messages for congress participants.

Luncheon Seminar and Afternoon Seminar
Tickets will not be delivered beforehand. Please directly come to the venue.

Welcome Reception
December 14th (Sat.)   17:30～
Free Fee
Reception Hall on the 3rd floor of KICC
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