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参加者へのご案内
1．参加受付

【受付場所】

パシフィコ横浜

会議センター 2F

エントランスホールの「総合受付」にて行います。

※当日受付のみです。事前登録は実施いたしません。
【受付時間】
10 月 24 日（水）
（学術集会前日）

16：00～18：00

10 月 25 日（木）
（学術集会 1 日目）

7：30～17：00

10 月 26 日（金）
（学術集会 2 日目）

7：30～17：00

10 月 27 日（土）
（学術集会 3 日目）

7：30～10：30

2F

エントランスホール

【参加費】つり銭の要らないよう現金をご用意ください。クレジットカードは使えません。
医師（会員・非会員共通）

15,000 円

医師以外の製薬会社勤務者

15,000 円

医師以外の医療従事者・初期研修医

6,000 円

学（部）生・大学院生（医師を除く）
※学生の方は学生証をご提示ください。

1,000 円

「プログラム・予稿集」
（本誌）の表紙から 2 枚目に綴じられている「
〈会員用〉参加申込書」
（桃色）
に必要事項をご記入の上、参加登録デスクへお越しください。
参加費に「プログラム予稿集」代は含まれません。
参加証はネームホルダーに入れ、会場内では必ず首から下げて携帯してください。
紛失時・お忘れ時の参加証領収証の再発行は行いません。ご注意ください。

2．単位取得について

日本てんかん学会てんかん専門医の方は、更新の際に必要となりますので、
「参加証」を保管してくだ
さい。
また本学術集会への出席は、日本小児神経学会、日本神経学会、日本臨床神経生理学会、日本小児科
学会、日本精神神経学会、日本睡眠学会の専門医（または認定医）の更新のための研修単位として認
定されています。
【日本小児科学会（JPS）小児科領域講習】
下記セッションごとに 1 単位取得できます。
・マラソンレクチャー 1
・シンポジウム 5 関連講演
・マラソンレクチャー 7
・マラソンレクチャー 10
・企画セッション 12
※受講証を会場前で配布いたします。セッション終了直後に受講票の〔単位申請用〕部分に必要事項
をご記入の上、会場前の回収ボックスに入れてください。
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【日本精神神経学会（JSPN）精神科専門医制度】
下記セッションごとに 1 単位取得できます。
・マラソンレクチャー 5
・マラソンレクチャー 6
・マラソンレクチャー 10
・企画セッション 8
・特別企画講演 4
※取得を希望される方は「日本精神神経学会会員カード」をご持参いただき、総合受付にて会期中に
1 回会員カードを登録してください。なお、1 会期 3 単位が取得上限となります。
※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 HP でご確認ください。

3．プログラム・予稿集

プログラム・予稿集は、学会誌「てんかん研究」の増刊号として会員に配布されますので、会場まで
ご持参ください。会場では一部 3,000 円で販売しますが数に限りがございます。
【電子書籍版のご案内】
抄録号の電子書籍版「学術専門電子書籍サービス KaLib」をご利用いただけます。
下記の Web サイトより、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、Windows 7、8、8.1 および Mac OS
X 10.9 以降のパソコン）
電子書籍版ダウンロード用 URL：https://www.kalib.jp
ソフト上で KaLib のアカウントを作成し、本学術集会の抄録号をリーダーソフト内のストアサイトか
らダウンロードしてください。なお、抄録号のダウンロードに際し、ID とパスワードが必要になりま
す。
電子書籍版ダウンロード用 ID：jes
電子書籍版ダウンロード用パスワード：tenkan
【iPad の無料レンタルサービス】
抄録号を閲覧できる iPad を、会期中に無料でレンタルいたします。
利用をご希望の方は当日、総合受付付近の iPad レンタルサービスデスクにお越しください。
レンタルに際し、利用規約にご同意が必要です。また「氏名」「ご所属・勤務先」「会場内で連絡がと
れる携帯番号」をお伺いいたします。
貸出期間：10 月 25 日（木）8：30～19：00
10 月 26 日（金）8：30～19：00
10 月 27 日（土）8：30～12：10
貸出場所：2F

エントランスホール

総合受付付近

※3 日間通しての貸出も可能です。
※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。予めご了承ください。
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4．会員懇親会

会員懇親会は 10 月 26 日（金）19：10～20：50 ヨコハマグランドインターコンチネンタルホテル 3F
「ボールルーム」にて開催いたします。皆様お誘い合わせの上ご参加ください。
参加費：5,000 円

5．共催セミナー

（ランチョンセミナー、共催シンポジウム、共催講演）
第 52 回日本てんかん学会学術集会の参加者は、どなたでも参加できます。
ランチョンセミナーには「お弁当 + お茶」が提供されます。
1）ランチョンセミナーは、整理券制となります。
参加を希望されるセミナーの整理券を以下要領にてお受け取りください。
配布日時
10 月 25 日（木）

7：30～11：30

10 月 26 日（金）

7：30～11：30

10 月 27 日（土）

7：30～11：30

配布場所

パシフィコ横浜

会議センター 2F

エントランスホール

※整理券は各ランチョンセミナー開催日当日に配布します。
※整理券は各ランチョンセミナー開始 5 分後に無効となりますので、ご注意ください。
2）共催シンポジウム、共催講演に整理券配布はありません。参加を希望される方は直接会場へお越し
ください。

6．会場内での注意事項

1）個人情報保護の観点から、講演（口演）会場、ポスター会場内において発表内容の撮影・録画・録
音は、一切禁止いたします。
2）携帯電話・スマートフォンは、あらかじめマナーモードに設定するか、電源をお切りください。

7．会場施設および設備について
1）クローク

パシフィコ横浜

会議センター 2F

エントランスホール内に設置いたしますので、ご利用くださ

い。
クローク利用時間：
10 月 25 日（木）

7：30～19：30

10 月 26 日（金）

7：30～19：30

10 月 27 日（土）

7：30～17：00

※会員懇親会に参加される方は、必ずお荷物をお引き取りの上、ヨコハマグランドインターコンチ
ネンタルホテルへご移動いただき、ホテルのクロークをご利用ください。
2）医療機器・薬品関連の展示、書籍展示コーナー
会期中、パシフィコ横浜会議センター 3F「301・302 前フォワイエ」に医療機器・薬品関連の展
示、書籍展示コーナーを、
「303・304 前フォワイエ」にも書籍展示コーナーを設置いたします。
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3）無線 LAN コーナー（無料）
パシフィコ横浜全館で利用可能です。
SSID：FREE-PACIFICO
※環境により接続が困難になる場合がございます。予めご了承ください。
4）呼び出し
会場内での呼び出しは原則として行いません。
5）紛失物
忘れ物・落し物は、パシフィコ横浜

会議センター 2F エントランスホールの「総合受付」にて

お預かりいたします。
貴重品は自己管理をお願いいたします。
6）喫煙
学術集会中会場内は全て禁煙です。

8．託児所

お子様を連れてご参加される方は、パシフィコ横浜近辺にございます託児室をご利用ください。
学術集会会場内には託児室はございません。
ご利用に際しては、事前の申込が必要です。申込方法等の詳細は下記ホームページよりご確認くださ
い。
キッズスクウェア URL：http://www.alpha-co.com/ks_yokohama_shosai.html
TEL：045-640-6008
横浜ベイホテル東急 6F

