フロアプラン

■ 東京ドームホテル B1F
ポスター会場

EV

ハンズオン
会場

第6会場

⑧

響
彩

シンシア サウス

第5会場

総合受付

シンシア ノース

⑫ ⑪ ⑩
EV

クローク

PC受付

輝

運営事務局
本部

虹

第4会場

③

オーロラ

⑨
②

②
⑥ ⑦

⑤
④
①

第2会場

天空 ノース

第1会場

天空 センター
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第3会場

天空 サウス

ハンズオンセミナー・企業展示
ハンズオンセミナー
エム・シー・メディカル株式会社／
カールストルツ・エンドスコピー・ジャパン株式会社
企業展示
①コヴィディエンジャパン株式会社
②株式会社メディコン
③株式会社メディカルリーダース
④サノフィ株式会社 / 科研製薬株式会社
⑤ビー・ブラウンエースクラップ株式会社
⑥株式会社アムコ
⑦株式会社プロシード
⑧エム・シー・メディカル株式会社
⑨株式会社ベアーメディック
⑩株式会社ジェイ・エスエス
⑪オリンパス株式会社
⑫テレフレックスメディカルジャパン株式会社
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参加者へのご案内
≪第 15 回日本ヘルニア学会学術集会≫
1．受付
（1）参加受付
日付
6 月 2 日（金）
6 月 3 日（土）

時間
7:30-17:30
7:15-16:00

場所

東京ドームホテル
B1F ホワイエ

（2）参加登録費
区分
医師（会員）
医師（非会員）
・企業
前期研修医（2 年間）
メディカルスタッフ・学生

参加費
14,000 円
15,000 円
5,000 円
2,000 円

参加受付にて、
「ネームカード・ポケットプログラム集・抄録
入り USB」をお渡しいたします。
会期中は、ネームカードを必ずご着用ください。
ネームカードをお持ちでない方、参加登録がお済みでない方
の会場への立ち入りは固くお断りいたします。
（3）
「第 10 回日本腹腔鏡下ヘルニア手術手技研究集会」のみ、ご
参加の方は P.11 をご覧ください。
（4）新規入会及び年会費のご案内
本学会での発表者は、原則として本学会会員に限ります。
未入会の方はあらかじめ学会本部事務局にてご入会手続きを
お願いいたします。
《学会入会のお手続き先》
稲葉

日本ヘルニア学会事務局
毅（外科准教授）、田村 純子（事務局担当）

住所：東京都板橋区加賀 2-11-1
TEL：03-3964-1231 / FAX：03-5375-6097
E-mail：hernia@med.teikyo-u.ac.jp
年会費：5,000 円（※学会当日のご入会も受付いたします。）

2．ポケットプログラム集・抄録入り USB
参加登録いただいた方には、受付にて「ポケットプログラム集・
抄録入り USB」をお渡しいたします。
抄録は学会ホームページでもダウンロード可能です。追加購入を
希望される場合、総合受付にて各 1,000 円で販売いたしますが、
数に限りがあるので予めご了承ください。
＜ URL ＞
http://www.c-linkage.co.jp/herniaweek2017/
3．ランチョンセミナー
会期中、ランチョンセミナーにて昼食をご用意いたします。
今回、ランチョンセミナー整理券の配布はございません。
セミナー開催会場へ直接お越しください。
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4．参加者情報交換会
6 月 2 日（金）18:30 より、
「MLB cafe Tokyo」にて開催いたしま
す。学術集会参加者の方はどなたでもご参加できますので、奮っ
てご参加ください。
会場：MLB cafe Tokyo
（〒 112-0004 東京都文京区後楽 1-3 ジオポリス 1F)
地図：

※会 場のある「東京ドームシティ」敷地内にあり、会場から徒歩
１分です。

《第 10 回日本腹腔鏡下ヘルニア手術手技研究集会》
1．受付
（1）参加受付
受付

時間

6 月 3 日（土）

11:15-16:00

場所
東京ドームホテル
B1F オーロラ入口

（2）参加登録費
参加費：5,000 円
受付にて、
「ネームカード・抄録集」をお渡しいたします。
会期中は、ネームカードを必ずご着用ください。
ネームカードをお持ちでない方、参加登録がお済みでない方
の会場への立ち入りは固くお断りいたします。
（3）単位申請
本研究集会への参加は「日本内視鏡外科学会技術認定医制度
におけるセミナー参加資格」において 1 点が加算されます。
申請に必要となる受講証は当日研究集会会場の出入り口にて
お渡しいたしますので大切に保管してください。

その他のご案内
（1）東京ドームホテル B1F に常設クロークがございます。是非ご
利用ください。
（2）会場内は禁煙です。B1F の喫煙所をご利用ください。
（3）原則、写真・ビデオ撮影は禁止となります。特にポスターな
どの撮影は発表者の許可をとってください。
許可なしで撮影されている場合は、ネームカードの返還及び
学会場からの退出をお願いすることがありますので、ご理解
とご協力をお願いいたします。
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（4）セッション会場内では、携帯電話の電源をお切りいただくか、
マナーモードへの設定変更をお願いいたします。
（5）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
連絡は総合受付の掲示板をご利用ください。
（6）会場内は Wi-fi をご利用いただけます。
[ID] Wi-Fi-TDH
[Password] tdhw1006

座長へのご案内
《口演》
座長受付はございません。
ご担当セッション開始時刻の 10 分前までに、各会場内右前方の
次座長席へご着席ください。
《ポスター》
ご担当セッション開始時刻の 10 分前までに、発表順が１番目の
ポスターパネル前にお越しください。

発表者へのご案内（口演）
1．発表について
（1）第 15 回日本ヘルニア学会学術集会の発表者（共同演者も含
む）は、全て日本ヘルニア学会会員に限ります。
（2）全ての口演発表は PC プレゼンテーションのみとなります。
（3）セッション開始 30 分前までに PC 受付にて発表データの受付
を済ませ、発表 10 分前までに各会場内左前方の次演者席にご
着席ください。
（4）PC プレゼンテーションでは、ノート PC 持込みまたはメディ
ア（USB フラッシュメモリー、CD-ROM）持込みによる発表
が可能です。トラブル回避のため、必ずバックアップメディ
アをご持参ください。
（5）発表は演台上のマウスを使用し、演者ご自身で操作していた
だきます。演台には PC は設置せず、モニターとマウスのみの
設置となります。
2．PC データ受付について
（1）セッション開始 30 分前までに PC 受付にて発表データの受付
を済ませてください。
（2）PC データ受付時間・場所は、下記の通りです。
日付
6 月 2 日（金）
6 月 3 日（土）

時間
7:30-17:30
7:15-16:00

場所
東京ドームホテル
B1F「輝」

（3）USB フラッシュメモリーおよび CD-ROM をお持込みの場合、
オペレーターがデータを受け取り、サーバーへコピーいたし
ます。コピーされたデータは会期終了後、主催者側で責任を
持って消去いたします。

3．PC 発表について
（1）発表データについては、PC 本体またはメディア（USB フラッ
シュメモリー、CD-ROM）にてお持ちください。
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