
参加者へのお知らせ 
1．参加費 
 下記の参加費を受付にてお支払ください． 
   
 
 
 
 
 
 
 
 ※ 学生・大学院生・留学生の方は，事前に第41 回日本血栓止血学会学術集会ホームページから  
   所定の用紙をダウンロードし，必要事項を記入の上，身分証明書（学生証等）とともに当日受 
     付に提出してください．提出されない場合は一般扱いとなりますのでご了承ください． 

 
【受付時間】 
6 月20 日（木） 10：30～19：00 
6 月21 日（金）   8：00～18：00 
6 月22 日（土）   8：00～16：00 

  
 参加費と引き換えに参加証をお受け取りの上，各自で所属・氏名をご記入ください．期間中会場
に入場する際には必ずご着用ください．参加証を未着用の場合，入場をお断りする場合がありま
す． 

 

2．PC受付について 
 
【受付時間】 
6月28日（木）  10:30〜19:00 
6月29日（金）   8:00～18:00 
6月30日（土）   8:00〜16:00 
 
PC受付は中ホール（第１会場）前ホワイエに設置しております. 
発表される方は発表30分前までにPC受付までパソコンをお持ち込みください. 
PC受付に関する詳細は，HPまたは，抄録集「発表者へのお知らせ」をご確認ください. 
 

 

3．年会費 
 一般演題の筆頭演者は原則として本学会会員に限ります．未入会の方は日本血栓止血学会ホーム
ページ（http://www.jsth.org/regisration/）より入会の手続きを行ってください．学術集会期間中，
学会事務局（本部）受付でも入会の手続きが可能です． 

 

会員 10,000円 

会員（コメディカル） 5,000円 

非会員 12,000円 

非会員（コメディカル） 6,000円 

学生・大学院生・留学生 1,000円 



総合受付・当日参加登録受
付 

6 月20 日（木） 10：30～
19：00 
6 月21 日（金）  8：00～
18：00 
6 月22 日（土）  8：00～
16：00 

4．プログラム・抄録集 
 会員の方には学会事務局（本部）から事前にお送りしていますが，ご希望の方には期間中受付
にて販売しております（1 部 2,000 円）． 

 
 

5．抄録集アプリ 
 本学術集会では，スマートフォンやタブレット端末で見ることができる電子抄録集『抄録集 
アプリ』を導入します．プログラム検索，抄録閲覧，スケジュール管理などができます．抄録 
閲覧には以下のパスワードをご入力ください． 
 
ダウンロード開始予定：6 月上旬 
閲覧用パスワード：jsth2019 
 
 詳しい操作方法などにつきましては学術集会ホームページに掲載予定です． 
 
■ Wi-Fi エリア（無料） 
 三重県総合文化センター 
 SSID：Free WiFi-MiE 
 パスワード：soubunmie 

 ※中・小ホール，第1 リハーサル室，第2 リハーサル室内ではご利用いただけません． 
 

 

6．会場（三重県総合文化センター） 
 
第1 会場：文化会館棟 1 階 中ホール 
第2 会場：文化会館棟 地下1 階 小ホール 
第3 会場：文化会館棟 地下1 階 第1 リハーサル室 
第4 会場：文化会館棟 地下1 階 第2 リハーサル室 
第5 会場：文化会館棟 1 階 レセプションルーム 
第6 会場：文化会館棟 2 階 第2 ギャラリー 
第7 会場：文化会館棟 2 階 大会議室 
ポスター/ 展示会場：文化会館棟 2 階 第1 ギャラリー 

 
 

7．会員懇親会 
 学術集会2 日目に会員懇親会を開催いたします．多数のご参加をお待ちしています． 

 
日 時：6 月21 日（金） 19：30～ 
会 場：ホテルグリーンパーク津（三重県津市羽所町700） 
参加費：1,000 円（小・中学生500 円 未就学児 無料） 
 
※ 当日のプログラム終了後，三重県総合文化センターより懇親会会場へのシャトルバスを運行 
いたします． 
 



8．呼び出し・伝言 
 各会場内ではサイドスクリーンによるお呼び出しは行っておりません．連絡や伝言につきまして

は，連絡板をご利用ください． 

 
 
9．共催セミナー（ランチョン・イブニング） 
 本学術集会の共催セミナーは整理券制ではございません． 
参加される方は，直接各会場にお越しください． 
 
 

10．単位について 
 日本血液学会，日本輸血・細胞治療学会，日本小児血液・がん学会，日本動脈硬化学会な 
ど，認定医および専門医取得に必要な単位も取得頂けるように手配しております． 
 内容は随時更新されますので，最新の情報は必ず学術集会ホームページにてご確認下さい． 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
【日本血栓止血学会認定医制度について】 
本学術集会より、教育講演を聴講することで日本血栓止血学会 認定医のための単位を 
取得いただけるようになりました。 
 
 下記の条件により，単位を取得いただけます． 
1．本学術集会の出席 （10 単位）※学術集会参加証を保管してください 
2．同上における発表 （筆頭演者10 単位，共同演者2 単位） 
3．同上における座長 （5 単位） 
4． 同上における教育講演1-5 の聴講 （1 領域につき5 単位）※受講証を保管してください 
（セッション開始より10 分以内に入室が必要．受講証は講演終了時に各会場前にて配布予定） 
5．同上における教育講演1-5 の講演 （1 領域につき10 単位） 
 なお，4．については定められた5 領域（1．止血機能検査，2．血小板，3．凝固系出血疾 
患，4．血栓性疾患，5．DIC/TMA）中，3 領域以上を必須とします． 
 ただし2019 年度内の申請にはこの規定は適用されません（必ずしも3 領域聴講する必要はな 
い）． 
 
 対象セッションの領域は以下の通りです． 
 



総合受付・当日参加登録受付 
6 月20 日（木） 10：30～19：00 
6 月21 日（金）  8：00～18：00 
6 月22 日（土）  8：00～16：00 

11．役員会・委員会 
 すべて三重県総合文化センター文化会館棟にて開催いたします． 
 
社員総会 6月20 日（木） 11：20～11：50 （1 階 中ホール（第1 会場）） 

理事会 6月20 日（木）  8：00～11：00 （2 階 小会議室） 

教育セミナータスクフォース会議 6 月20 日（木） 9：30～10：30（2 階 中会議室①～③） 

編集委員会 6 月21 日（金）  7：30～ 8：30 （2 階 小会議室） 

SPC 委員会 6 月21 日（金）  8：00～ 9：00 （2 階 中会議室①） 
 
 

12．企業展示 
 企業展示は，文化会館棟 2 階 第1 ギャラリーにて開催いたします． 
 
6 月20 日（木） 11：00～19：30 
6 月21 日（金）   9：00～17：30 
6 月22 日（土）   9：00～16：00 
 
 書籍展示は，文化会館棟 地下1 階小ホール前にて実施いたします． 
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