
総合受付（総合案内、当日参加受付、お弁当デスク、懇親会受付、プレス受付、抄録販売、トラベルデスク） ：
 新潟コンベンションセンター 2F「アトリウム」 6月20日 （木） 7：30～18：00
  6月21日 （金） 7：30～17：00
  6月22日 （土） 7：30～14：30

クローク ：
 新潟コンベンションセンター 1F「エントランスホール」 6月20日 （木） 7：30～19：30
  6月21日 （金） 7：30～19：30
  6月22日 （土） 7：30～20：00

PC受付 （演者受付） ：
 ①新潟コンベンションセンター 2F E会場「メインホールB」前 6月20日 （木） 7：30～18：00
 ②ホテル日航新潟 4F「神殿」 6月21日 （金） 7：30～18：00
    ①7：30～18：00
 ③万代島ビル 6F Q会場「会議室」内受付スペース 6月22日 （土） ②7：30～15：00
    ③7：30～16：00

日本精神神経学会事務局デスク ：
 新潟コンベンションセンター 3F 6月20日 （木） 8：30～17：00
  6月21日 （金） 8：30～17：00
  6月22日 （土） 8：30～14：30

書籍展示：
 新潟コンベンションセンター 1F「展示ホールA」内

iPad無料レンタル：
 新潟コンベンションセンター 2F「アトリウム」 6月20日 （木） 8：30～18：10
  6月21日 （金） 8：00～18：30
  6月22日 （土） 8：00～15：40

⎧
｜
⎨
｜
⎩
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交通案内図

●●
新潟コンベンションセンター

                 

ホテル日航新潟

ラマダホテル新潟

朱鷺メッセ新潟駅

新潟空港
リムジンバス（約 25分）

南口 万代口

タクシー （約 20 分）

路線バス　（約 15分）
（佐渡汽船行 朱鷺メッセバス停下車）

タクシー　（約５分）

徒　歩　（約 20分）

北陸自動車道
新潟西 I.C.

新潟バイパス経由　紫竹山 I.C 利用　約 12キロ（約 20分）

■朱鷺メッセへのアクセス
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飛行機をご利用の場合

鉄道をご利用の場合

お車をご利用の場合

高速バスをご利用の場合
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会場周辺のご案内

会場配置図

O・P会場O・P会場
Q会場Q会場

N会場N会場

当日参加受付
総合案内
当日参加受付
総合案内

M会場M会場

クローククローク

G・H・I・J・
K・L会場
G・H・I・J・
K・L会場

D・E・F会場
PCデータ受付
D・E・F会場
PCデータ受付 A会場A会場

B・C会場
特別ポスター会場
B・C会場

特別ポスター会場

朱鷺メッセ

←至 新潟グランドホテル
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3F4F

2F

1F

小会議室小会議室
305

M会場
（　国際会議室　）（マリンホール）

M会場
（　国際会議室　）（マリンホール）

ポスター会場5ポスター会場5

G会場
（中会議室301B）
G会場

（中会議室301B）

K会場
（小会議室303+304）

K会場
（小会議室303+304）

L会場
（小会議室306+307）

L会場
（小会議室306+307）

H会場
（中会議室301A）
H会場

（中会議室301A）

I会場
（中会議室302B）
I会場

（中会議室302B）

J会場
（中会議室302A）
J会場

（中会議室302A）

クローククローク

A会場
（展示ホールB）
A会場

（展示ホールB）

C会場
（展示ホールA内）
C会場

（展示ホールA内）

B会場
（展示ホールA内 ）
B会場

（展示ホールA内 ）

展示ホールA展示ホールA

ポ
ス
タ
ー
会
場
４

F会場
（中会議室201）
F会場

（中会議室201）

E会場
（メインホールB）
E会場

（メインホールB）

運営本部
（202）
運営本部
（202）

専門医単位受付③専門医単位受付③

総合受付
総合案内、当日参加受付、（お弁当デスク、懇親会受付、）プレス受付、抄録販売、

トラベルデスク

総合受付
総合案内、当日参加受付、（お弁当デスク、懇親会受付、）プレス受付、抄録販売、

トラベルデスク

D会場
（メインホールA）
D会場

（メインホールA）

※ホテル日航新潟
ロビー（3F）へ

休
憩
コ
ー
ナ
ー

休
憩
コ
ー
ナ
ー

書
籍
展
示

書
籍
展
示

特
別
ポ
ス
タ
ー
会
場

特
別
ポ
ス
タ
ー
会
場

休憩コーナー休憩コーナー

専門医単位受付②専門医単位受付②

専門医単位受付④専門医単位受付④

日本精神神経学会事務局デスク日本精神神経学会事務局デスク

ウォーター
シャトル乗場
↑

ポ
ス
タ
ー
会
場
３

（
下
図
へ
続
く
）

ポスター会場2ポスター会場2

専門医単位受付①専門医単位受付①

PC受付①PC受付①

ポスター会場1ポスター会場1

A会場（展示ホールB）
出入口

B・C会場（展示ホールA）
出入口

新潟コンベンションセンター

- 10 -

第115回日本精神神経学会学術総会
The 115th Annual Meeting of the Japanese Society of Psychiatry and Neurology



万代島ビル

ホテル日航新潟

6F
エレベーター
ホール

特別避難
階段（A）

特別避難
階段（B）

受
付
ス
ペ
ー
ス Q会場

（会議室）
Q会場
（会議室）

Ｐ
Ｃ
受
付
③

Ｐ
Ｃ
受
付
③

4F

3F

オールディダイニング

セリーナ

ホテルショップ

エスカレーター
4階へ

エスカレーター
2階へ

フロント

ベルクローク

（売店）

１ 

〜
31
階

1～4階

１ 

〜 

30
階

ベルデスク

ホワイエ

エスカレーター
3階へ

1～4階

白 鳳

孔雀

O会場
（朱鷺A）
O会場
（朱鷺A）

P会場
（朱鷺B）
P会場
（朱鷺B）

エスカレーター
2階へ

エスカレーター
2階へ 朱鷺メッセ

（新潟コンベンションセンター）へは
こちらをご利用ください。

PC受付②（神殿）PC受付②（神殿）

N会場
（孔雀）
N会場
（孔雀）

専門医単位受付⑤専門医単位受付⑤

ポスター会場6ポスター会場6
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1．参加受付

事前登録を、総会ホームページよりオンラインシステムにて受付しております。※5月31日（金）正午まで
参加費が割安となりますのでぜひご利用いただき、当日受付の混雑緩和にご協力をお願いいたします。
事前登録は、クレジットカードによるオンライン決済のみの受付となります。

※ご利用いただけるカード ： 

参加区分 事前登録（5月31日（金）まで） 当日登録
会　員 16,000円 17,000円
非会員 18,000円 19,000円
臨床研修医（＝前期研修医）※1※2、学生（大学院生を除く） ―  2,000円※4

ユーザーとそのご家族※3 ―  1,000円※4

海外 ―  9,000円
※1　  会期当日2019年6月20日（木）～22日（土）の時点で、臨床研修医（＝前期研修医）であることが条件となります。
※2　一般演題を応募いただいた学生、初期臨床研修医（演題応募時）は参加費が無料となります。
※3　ユーザーの方は、原則、精神障害者手帳、または、療育手帳を総合案内でご提示ください。
　 　なお、「ご家族のみ」でのご参加は、原則、受け付けておりません。何卒ご了承ください。
※4　現金でのお支払いをお願いいたします。

（1）事前登録がお済みの方 ： 
ネームカードは、事前登録システム画面の指示に従って各自で印刷・切り取りのうえ、当日忘れずにご持参くだ
さい。

（2）当日受付の方 ： 
当日受付で現金、またはクレジットカードにて参加費をお支払いください。

※ご利用いただけるカード ： 

（3）抄録集販売 ： 
総合案内にて販売しております。ご希望の方はお買い求めください。
1部　3,000円　　※現金でのお支払いをお願いいたします。

2．お弁当販売

1,200円（お茶付・税込）でお弁当を事前販売いたします。お弁当販売受付は、事前登録制のみとなり、当日の販
売はございませんのでご注意ください。
お弁当の受渡しは、下記の通り行います。
※  必ず事前登録システムよりお弁当引換券を印刷して、当日お持ちください。お弁当引換券と引き換えに、お弁当

をお渡しします。なお会場内でのお弁当引換券の再発行はいたしかねます。
　予めご了承ください。
・日　時 ： 6月20日（木）～22日（土）11：00～14：00
・場　所 ： 新潟コンベンションセンター 2F 受付横
※  会場内にはレストランがございますが、座席数が限られております。また、会場周辺の飲食店は少ないため、事

前のお弁当購入を推奨いたします。
お弁当は、新潟コンベンションセンター 1F「展示ホールA」内の休憩コーナーにて、お召しあがりください。

　食後は所定の場所に廃棄ください。

参加者の皆様へ
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3．懇親会

参加者の交流の場となりますので、お誘い合わせのうえ、ぜひご参加ください。
皆様のお越しをお待ちしております。
・日　時 ： 6月21日（金）19：30～21：00
・会　場 ： 新潟グランドホテル 3F「悠久」
・参加費 ： 5,000円
※  参加をご希望される方は、事前登録の際にお申込みいただくか、会期中は懇親会当日の6月21日（金）正午まで

に懇親会受付にてお申込みください。
※定員に達し次第、受付を締め切ります。

〈懇親会会場への移動方法〉

1．ウォーターシャトル（所用時間約6分）　
先着100名：乗船希望の方は、整理券を入手してください。
整理券配布
日　時 ： 6月21日（金）7：30～
場　所 ： 総合受付（新潟コンベンションセンター2Fにて配布いたします。）
19：10 新潟コンベンションセンター1F「ウォーターシャトル」のりばより出航
19：15 対岸「萬代橋西詰のりば」到着。
 下船後新潟グランドホテルまで徒歩1分。

2．バス（所用時間約5分）
乗車場所：新潟コンベンションセンターロータリー前
19：00 1・2号車出発→19：05 ホテル前着
19：05 3・4号車出発→19：10 ホテル前着
19：10 5・6号車出発→19：15 ホテル前着
19：15 7・8号車出発→19：20 ホテル前着

4．2019年度代議員総会について

公益社団法人移行後は、会員から選出された代議員の皆様が構成する「代議員総会」が最終議決機関となります。
代議員の皆様におかれましては、万障お繰り合わせのうえ、ご出席賜りますよう、よろしくお願い申しあげます。
※資料は事前送付いたしますので当日ご持参ください。
・日　時 ： 6月19日（水）13：00～18：00
・会　場 ： 新潟コンベンションセンター 2F E会場「メインホールB」

5．2019年度会員報告会

下記日時で「会員報告会」を開催いたしますので、万障お繰り合わせのうえ、ご出席賜りますよう、よろしくお願い
申しあげます。
・日　時 ： 6月22日（土）15：45～16：30
・会　場 ： 新潟コンベンションセンター 2F F会場「中会議室201」
※  当日の報告資料につきましては、学会ホームページ（https://www.jspn.or.jp/）の会員専用ページ内に6月中旬に

掲載いたしますので、ご覧いただきますようお願い申しあげます。
※  当日、会員報告会に出席される会員の先生で、紙媒体の資料がご入用の方は、ご自身で印刷のうえご持参くだ

さい。
※会員専用ページにログインされたことのない先生へ ： 
　ログインID、パスワードがご不明な場合は、下記URLをご覧ください。
　　https://www.jspn.or.jp/modules/about/index.php?content_id=27
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※  会員専用ページにログインできない等の理由で、紙媒体の資料がご入用な方は、学会事務局（info@jspn.or.jp）
までご連絡ください。

6．日本医師会認定産業医制度産業医学研修会の受講について

本学術総会の以下のセッションは、日本医師会認定産業医制度による単位（以下、日医認定産業医単位）が認定
されております。（取得できるのは、生涯（専門）研修単位のみです。）
ただし、単位取得には以下の制約があります。

（1）単位取得を希望される方は、「完全事前申込制」です。
単位取得をご希望の場合、必ず本学術総会ホームページ（http://www.c-linkage.co.jp/jspn115/）より、事前
にお申込みください。
※単位取得の申請は、日本医師会認定産業医有資格者に限ります。
※当日のお申込みは受付けておりません。

（2）（1）と併せて学術総会への事前参加登録も必要となります。
※  本学術総会への事前参加登録は学術総会ホームページ（http://www.c-linkage.co.jp/jspn115/）からお申

込みください。
（3）各セッション定員に達した時点で受付終了となります（先着順）。
（4）聴講のみご希望の方は、「日医認定産業医単位」の取得の事前申込は不要です。
（5）当日の会場座席は「日医認定産業医単位」の取得に事前申込された方を優先に着席いただきます。

・申込期間 ： 2019年5月10日（金）～6月8日（土）正午
※申込締切より前でも、各セッション定員に達した時点で受付終了となります。（先着順）
・「日医認定産業医単位」の取得対象セッション ： 
　生涯研修とは「日本医師会認定産業医」を更新するため必要な単位を取得することができる研修会です。

6月20日（木）13：50～15：50　新潟コンベンションセンター 1F A会場「展示ホールB」
受講人数：500名　　単位数：2単位（生涯研修専門医単位）
シンポジウム
精神・発達障害者の就労支援に関わる精神科医（主治医・産業医）の必須アイテム

6月20日（木）16：00～18：00　新潟コンベンションセンター 1F A会場「展示ホールB」
受講人数：500名　　単位数：2単位（生涯研修専門医単位）
委員会シンポジウム
うつ病から復職就労者の再発再燃を防ぐために精神科医と産業医ができること

6月21日（金）9：40～11：40　新潟コンベンションセンター 1F A会場「展示ホールB」
受講人数：500名　　単位数：2単位（生涯研修専門医単位）
シンポジウム
ポジティブ精神医学の産業メンタルヘルスへの活用

6月21日（金）16：20～18：20　新潟コンベンションセンター 1F A会場「展示ホールB」
受講人数：500名　　単位数：2単位（生涯研修専門医単位）
シンポジウム
昨今の産業衛生のトピックスとメンタルヘルス的視点

6月22日（土）8：10～9：10　新潟コンベンションセンター 2F D会場「メインホールA」
受講人数：250名　　単位数：1単位（生涯研修専門医単位）
教育講演
精神疾患の労災認定後の長期療養の現状と課題
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7．プログラム検索＆スケジュール登録システム「Confit」について

本学術総会では、演題検索やスケジュール登録ができるConfitサービスをご利用いただけます。聴講したセッショ
ンや演題を検索し、ご自分のスケジュールとして登録することで、学会期間中のオリジナル予定表が作成できます。
詳しい使用方法は、本学術総会ホームページ（http://www.c-linkage.co.jp/jspn115/）に掲載いたします。是非、
ご利用ください。
・公開日 ： 2019年6月中旬（予定）
・利用環境 ： 利用に際して、Wi-Fi、携帯電話回線などインターネット接続が必要になります。

（会場内Wi-Fi環境に関しては、新潟コンベンションセンターにて設置しておりますが、通信の集中により接続できな
いこともありますので予めご了承ください。）

SSID ： ConventionCenter　　PW ： jspn2019

●アプリ版
アプリ名 ： 第115回日本精神神経学会学術総会（JSPN115）
・対応機種：  iPad、iPhone、Android
ダウンロード方法 ： App Store、Google Playより「jspn115」で検索し、「第115回日本精神神経学会学術総会（JSPN 
115）」をダウンロードしてください（無料）。
●Web版

第115回日本精神神経学会学術総会のホームページ（http://www.c-linkage.co.jp/jspn115/）をご覧ください。

抄録閲覧パスワード：jspn115

8．抄録集の電子書籍版について

抄録集の電子書籍版が「学術専門電子書籍サービスKaLib」でご利用いただけます。
先ず下記のWebサイトから無料の専用リーダーソフトをダウンロードし、インストールしてください。

（対応端末 ： iOS、Androidのタブレットまたはスマートフォン、Windows7以降とMac OS Xのパソコン）
　　http://www.kalib.jp
次にソフト上でKaLibのアカウントを作成し、本学術総会の抄録集をリーダーソフト内のストアサイトからダウンロー
ドすることでお読みいただけます。
なお、抄録集のダウンロードに際し、会員のIDとパスワードが必要になります。
ダウンロードする時のIDとパスワードは日本精神神経学会サイトの会員専用ページにログインするための、ID/パス
ワードと同じでございます。
なお、同サービスは毎月の通常号も掲載しておりますので、一年を通してご利用いただけます。

9．iPadの無料レンタルサービスについて（会員のみ）

抄録集の電子書籍版が入ったiPadを、会期中に無料でレンタルいたします。
これを機会に抄録集の電子書籍版の素晴らしさをご体験ください。
●レンタルについて
貸出期間 ： 6月20日（木）8：30～18：10
 6月21日（金）8：00～18：30
 6月22日（土）8：00～15：40
貸出場所 ： 新潟コンベンションセンター 2F 受付付近

※事前予約は受け付けておりません。
※台数に限りがございますことを予めご了承ください。
※レンタルは1日レンタルと大会期間中の通しレンタルが可能です。

●レンタルご利用上の注意
レンタルに際し、ご利用規約にご同意の上「お名前」「勤務先」「会場内でのご連絡先携帯番号」をお伺いいた
します。
また、レンタルのiPadは会場内の無線LAN（Wi-Fi）エリア内であれば、インターネット端末としてもご利用いた
だけます。
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専門医単位の取得には「会員カード」（裏面にバーコード印刷されているブルーとシルバーのカード）が必要ですので、
お忘れないようご持参ください。

1．専門医単位受付場所
下記いずれかで、毎日「入場時」「退場時」両方のチェック受付を必ず行ってください。入場時と退場時で異なる受
付場所をご利用いただいても問題ありません。
専門医単位受付 建物名 フロア 場所

①

新潟コンベンションセンター
1F

出入口　エントランスホール
② 展示ホールA内　B会場前
③ 2F ホワイエ
④ 3F エスカレーター前
⑤ ホテル日航新潟 4F エスカレーター前

2．取得単位について
○学会認定専門医 更新単位（以下、学会単位）

1時間につき1.5単位、1日最大10単位、1総会の上限20単位となります。
○日本専門医機構認定専門医 更新単位（以下、機構単位）

1時間につき1単位、1～2日目各日最大7単位・3日目のみ最大6単位、1総会の上限20単位となります。
機構単位種別ではiii）精神科領域講習の項目に該当します。

＜取得例＞6月21日、9：00入場、16：30退場の場合
学会単位：10単位（1.5単位×7時間＝10.5単位→1日最大10単位まで）
機構単位：7単位（1単位×7時間＝7単位）

※滞在時間に応じて、学会・機構単位いずれにも単位付与されます。

【留意事項】
・  入場もしくは退場のどちらかしか記録が無い場合は、学会・機構単位とも1時間分のみの単位付与となります。 

単位の事後申告は認めておりませんので、各日の「入場時」「退場時」両方のチェック受付をお忘れないようご注
意ください。

受講したセッションは巻末の記録表へ、マーカー等により印をつけ、ご自身で記録してください。専門医更新審
査時に受講セッションについて問い合わせさせていただく可能性がございますので、次回更新時まで必ず保管し
てください。

3．専門医入退場受付時間
各日7：30より開始し、退場のチェック受付は各日プログラム終了20分後までといたします。
下記の単位付与対象時間とは異なりますのでご注意ください。
＜単位付与対象時間＞※開会式について扱いが異なります。
1日目：学会単位 8：20～19：10、機構単位 8：30～19：10
2日目：学会・機構単位 8：30～19：10
3日目：学会・機構単位 8：10～17：30

＜お問合せ先＞
公益社団法人日本精神神経学会　事務局
E-mail：senmonkoushin@jspn.or.jp

精神科専門医資格の更新に必要な単位について
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