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仙台国際センター
〒980-0856　仙台市青葉区青葉山無番地　TEL 022-265-2211（代）

会場のご案内
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（1）参加受付
参加日時：2020年1月24日（金）　8：00～17：30
　　　　　2020年1月25日（土）　7：30～15：00
受付場所：2F　ホワイエ
参 加 費：医師・一般　10,000円／研修医・コメディカル　1,000円／学生　無料
プログラム・抄録集：2,000円
　（会員の方は、事前に発送されたプログラム・抄録集をお持ちください）
※  参加費、プログラム抄録集購入費のお支払いは現金のみのお取り扱いとさせていただきます。予めご了承ください。
※会期中は常に参加証をご着用ください。参加証をご着用されない方は入場をお断りします。
※  併催の「第90回日本心臓血管放射線研究会」にも参加できます。 
「第90回日本心臓血管放射線研究会」にご参加の際は、受付にてご記帳ください。出席証明書をお渡しします。

※  「第23回日本血管内OCT/OFDI研究会」にご参加の場合、1月25日（土）第3会場前の参加登録受付にて 
参加費（1,000円）をお支払いください。（8：00より受付開始）

（2）座長・演者の方へ
■ 座長の方へ
・ご担当セッション開始の15分前までに、会場内右手前の「次座長席」にご着席の上、進行係にお声がけください。

■ 演者の方へ
・一般演題（口演）発表時間：発表7分・質疑3分、
　　　　　　　　　　　　　　発表5分・質疑2分（症例報告）
　※その他セッションは、別途ご連絡いたします。
　※上記以外の講演については、座長の指示に従ってください。
　※当日進行状況により、座長の判断で発表・質疑応答・討論時間が調節される場合があります。

・発表データ受付：発表の30分前までに2F ロビーの「PC受付」にてデータ受付をお済ませください。
　　　　受付日時：2020年1月24日（金）　8：00～17：30
　　　　　　　　　2020年1月25日（土）　7：30～15：00

・発表方法
　1．   本学会での口演発表は、すべてPC発表となっております。 

35mmスライドやOHP、ビデオテープでの発表はできません。

　2．   発表時間の10分前までに、会場内左手前の「次演者席」にご着席ください。 
登壇と同時にスライドショーの1ページ目を主催者側で表示いたします。 
プレゼンテーションは、演台上のキーボードとマウスを使用して、発表者ご自身で操作してください。

ご 案 内
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　3． 画面は演台上のモニターでも確認できます。

　4． 学会の主旨に基づき、できるだけ動画を多用してください。

・データ作成方法
　1．   発表データは、Microsoft PowerPoint2010以降のいずれかで作成してください。 

文字、段落のくずれ、文字化け、表示されないなどのトラブルを避けるため、文字フォントは、Windows 
標準のものをご使用ください。 
日本語：MSゴシック、MSPゴシック、MS明朝、MSP明朝 
英　語：TimesNewRoman、Arial、ArialBlack、ArialNarrow、Century、CenturyGothic、 
　　　　CourierNew、Georgia

　2．   動画の解像度は、XGA（1024×768）です。解像度がこれより大きい場合は、画面の周囲が切れてしまう
ことがありますのでご注意ください。

　3． お持ち込みいただけるメディアは、CD-R（CD-RW不可）、もしくはUSBフラッシュメモリーです。

　4．   CD-Rへの書き込みの際は、ファイナライズ（使用したファイルを閉じる）作業を必ず行ってください。 
この作業が行われなかった場合は、データを作成したPC以外で開くことができなくなることがあります。 
あらかじめ、CD-Rを作成したPC以外でもデータを開くことができることをご確認ください。

　5．   メディアには、当日発表されるデータ以外のデータは入れないようにしてください。データのファイル名は、
「演題番号＿演者名.ppt（x）」としてください。

　6．   動画をご使用の場合は、PowerPointとのリンク状態を保つため、動画ファイルも同じフォルダに保存して
ください。ファイル形式は、WindowsMediaPlayerで動作ファイル形式（推奨：mp4形式）をご使用くだ
さい（AVI形式はCODECによって再生できない場合があります）。動画をご使用の場合は、ご自身のPCを
お持ち込みいただくことをお薦めいたします。

　7．   不意のアクシデントに備え、必ずバックアップデータをご持参ください。PCに取り込んだ発表データは、 
主催者で責任をもって消去いたします。

　8． Macintoshでプレゼンテーションデータを作成される方は、ご自身のPCをお持ち込みください。

　9． 動画をご使用の場合は、バックアップといたしまして、ご自身のPCをお持ち込みください。

　10．  PCをご持参される方は、外部出力ディスプレイが可能であることを必ずご確認ください。 
また、バッテリー切れを防ぐため、電源アダプターをお持ちください。 
お持ち込みPCの外部モニター出力端子の形状を必ず確認し、必要な場合は、接続用の端子をお持ちください。 
接続は、MiniD-sub15ピン、もしくはHDMIとなります（ジョイントコネクターは、発表者ご本人がお持ち
ください）。
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　　　 ※  MiniDisplayPortやUSB Type-Cなど、ご持参のPCにより変換コネクターが必要な場合は必ずご持参く
ださい。

　　　 ※  スクリーンセーバー、省電力設定、パスワードはあらかじめ解除（Macintoshの場合はホットコーナーも）
願います。

　11．  発表者ツールはご利用いただけませんので、予めご了承ください。

・  一般演題（ポスター）発表時間：発表6分・質疑3分
　  セッション開始10分前には、各自のパネル前で待機してください。
　ポスターパネルサイズは右図の通りです。
　  パネル左上に20cm四方の演題番号を事務局でご用意い

たします。
　  演題名、所属、氏名の表示は横100cm×縦13.5cmで

ご準備ください。
　  より多くの参加者が発表時間以外にも閲覧できるよう、

下記の時間内に、ポスターの貼付と撤去をお願いします。
　1月24日（金）　貼付　　　　 9：00～12：00
　　　　　　　　　発表・討論　17：30～18：35
　1月25日（土）　撤去　　　　16：00～17：00
　※  撤去時間後も掲示されているポスターについては、 

事務局にて処分いたしますのでご了承ください。
　※  ポスター発表時間内に限り、必要に応じて「動画部分

のみ」ご発表ポスターの前でご自身のPCをお持込みいただいてプレゼンテーションしていただくことが可能で
す。PC設置台を用意いたしますので、事前にjscvid30@c-linkage.co.jpまでご希望をお知らせください。

　※  セッション時間に限りがございますので、ご発表の持ち時間は厳守していただきますようお願い申し上げます。
　※掲示用マジックテープと発表者用リボンは、ポスター会場内「ポスター受付」にてお渡しいたします。

（3）理事会・評議員会・総会・懇親会のご案内
■ 理事会
　日時：2020年1月24日（金）　12：00～12：50
　会場：仙台国際センター　会議棟　1階「小会議室2」

■ 社員総会
　日時：2020年1月25日（土）　8：00～8：30
　会場：仙台国際センター　会議棟　2階　第1会場（大ホール）

■ 事務局連絡
　日時：2020年1月25日（土）　11：35～11：50
　会場：仙台国際センター　会議棟　2階　第1会場（大ホール）

ご 案 内
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■ 懇親会
　日時：2020年1月24日（金）　18：40～
　会場：懇親会会場（2F　桜2）

（4）共催セッションのご案内
■ ランチョンセミナー1
　日時：2020年1月24日（金）　12：00～12：50
　会場：第2会場（2F　橘）
　共催：バイエル薬品株式会社

■ ランチョンセミナー2
　日時：2020年1月24日（金）　12：00～12：50
　会場：第3会場（2F　萩）
　共催：ゲルベ・ジャパン株式会社

■ ランチョンセミナー3
　日時：2020年1月24日（金）　12：00～12：50
　会場：第4会場（2F　桜2）
　共催：キヤノンメディカルシステムズ株式会社

■ ランチョンセミナー4（第90回日本心臓血管放射線研究会ランチョンセミナー合同）
　日時：2020年1月25日（土）　12：00～12：45
　会場：第2会場（2F　橘）
　共催：GEヘルスケア・ジャパン株式会社/キヤノンメディカルシステムズ株式会社

■ ランチョンセミナー5
　日時：2020年1月25日（土）　12：00～12：50
　会場：第3会場（2F　萩）
　共催：第一三共株式会社

■ ランチョンセミナー6
　日時：2020年1月25日（土）　12：00～12：50
　会場：第4会場（2F　桜2）
　共催：コニカミノルタ株式会社

■ コーヒーブレイクセミナー1
　日時：2020年1月24日（金）　15：40～16：30
　会場：第3会場（2F　萩）
　共催：株式会社フィリップス・ジャパン
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■ コーヒーブレイクセミナー2
　日時：2020年1月24日（金）　16：40～17：30
　会場：第3会場（2F　萩）
　共催：GEヘルスケア・ジャパン株式会社

■ コーヒーブレイクセミナー3
　日時：2020年1月25日（土）　10：00～10：50
　会場：第4会場（2F　桜2）
　共催：株式会社島津製作所

■ 教育セッション1
　日時：2020年1月24日（金）　14：10～15：10
　会場：第2会場（2F　橘）
　共催：エーザイ株式会社

■ 教育セッション2
　日時：2020年1月25日（土）　13：00～14：00
　会場：第3会場（2F　萩）
　共催：ハートフロー・ジャパン合同会社

（5）ドリンクサービスのご案内
ポスター会場・休憩コーナー（2F　桜1）にドリンクサービスを設置いたしますので、是非ご利用ください。

（6）会場内のセキュリティについて
会員・参加者になりすました学会荒らし、置き引き、スリ、展示品万引きが多くの学会で頻発しています。
私物・貴重品・商品等を放置なさらないよう、参加者、出展企業の方々におかれましては、くれぐれもご注意いただ
きますようお願い申し上げます。なお、会場内にて、不審者や不審物にお気づきの際は、直ちに事務局にお知らせく
ださいますよう、お願い申し上げます。

（7）取得可能単位について
■ 日本血管撮影・インターベンション専門診療放射線技師認定取得単位
　 ・取得単位について

区分 習得単位数
出席 2単位
発表（筆頭者） 2単位
発表（共同研究者） 1単位
講演（筆頭者） 5単位
シンポジスト（筆頭者） 4単位

ご 案 内
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　 ・  認定試験の申請と更新手続きの際、出席証明書またはネームカードの写しが必要となりますので、大切に保管し
てください。

■ 日本心血管インターベンション治療学会（CVIT）専門医認定医制度資格更新単位　
　 ※  ネームカードに「CVIT専門医認定医制度資格更新単位参加3点」と印字されています。更新時に必要となりま

すので、大切に保管してください。

■ 日本心血管インターベンション治療学会（CVIT）インターベンション技師（ITE）資格更新単位
　 ※更新申請の際に、出席証明書またはネームカードの提出が必要となりますので、大切に保管してください。

■ 日本 IVR 学会・日本心血管インターベンション治療学会合同認定
　 インターベンション・エキスパートナース（INE）更新単位　
　 ※  更新申請の際に、出席証明書またはネームカードの提出が必要となりますので、大切に保管してください。 

演題発表での申請の場合、プログラム抄録集などお名前が確認できる書類の提出が必要となります。なお、出
席証明書の再発行はできません。予めご了承ください。

■ 日本専門医機構認定　放射線科領域講習認定の単位取得
　 対象セッション
　 　●山口徹記念教育講演（1単位）
 「放射線科と循環器科の交流：心臓血管放射線研究会の歴史と私自身の歩んできた心血管画像の道を交えて」
 1月24日（金）　13：00～14：00
 座長　福田　哲也　国立研究開発法人国立循環器病研究センター　放射線部
 演者　栗林　幸夫　山中湖クリニック　理事長・放射線診断センター長/慶應義塾大学名誉教授

　 　●合同シンポジウム（2単位）
 「Value-based medicineの時代における虚血評価」
 1月25日（土）　14：10～16：10
 座長　横井　宏佳　医療法人社団　高邦会　福岡山王病院
 　　　高瀬　圭　　東北大学大学院医学系研究科　放射線診断学分野
 演者　植田　琢也　東北大学医学系研究科　画像診断学分野
 　　　岩田　曜　　船橋市立医療センター　心臓血管センター　循環器内科
 　　　瀬尾　由広　名古屋市立大学大学院　医学研究科　循環器内科学
 　　　真鍋　徳子　北海道大学病院　放射線診断科
 　　　横井　宏佳　医療法人社団　高邦会　福岡山王病院
 　　　松尾　仁司　岐阜ハートセンター　循環器内科
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（8）お問合せ先
◆第30回日本心血管画像動態学会　運営事務局
　株式会社コンベンションリンケージ内
　〒531-0072　大阪市北区豊崎3-19-3 PIAS TOWER 11F
　TEL：06-6377-2188　FAX：06-6377-2075
　Email：jscvid30@c-linkage.co.jp

（9）次回大会のご案内
◆第31回日本心血管画像動態学会
　会長：伊藤　浩（岡山大学大学院医歯薬学総合研究科　循環器内科）
　会期：2021年1月8日（金）～9日（土）
　会場：岡山コンベンションセンター

ご 案 内


