第10回日本う つ 病 学 会 総 会

参加者へのご案内
1. 参加受付（総合受付）
（1）受付場所

（2）受付時間

北九州国際会議場 1F 交流ラウンジ
※最初（会場ご到着直後）に必ずお立ち寄りください。
西日本総合展示場 AIM ビルには受付はございません。
7 月 19 日（金）
8:00 〜 18:00
7 月 20 日（土）
7:30 〜 15:00

2. 参加費
【会

員】 ・医師

6,000円
・コメディカル／学生 4,000円
※会員の方は、参加される際にこの「プログラム･抄録集」を必ずご持参ください。

【臨時会員（非会員）】
・医師
8,000円 「プログラム･抄録集」を含む
・コメディカル／学生 6,000円 「プログラム･抄録集」を含む
※非会員の方は、正会員の紹介があり、かつ参加費を納めることにより
今回の開催期間中
（7月19、
20日）
に限り、
臨時会員になることができます。
臨時会員の事前受付は、6月14日（金）で終了いたしました。
当日も会場で臨時会員の受付を行います。

プログラム・抄録集

1冊
2,000 円
※開催期間中に限り総合受付にて販売いたします。

3. 参加方法
【会

※参加登録は当日受付のみです。事前登録は行いません。

員】

（1）この「プログラム・抄録集」に綴じ込みの ｢＜会員＞参加申込書｣ に必要事項をご記入の上、
ご持参ください。
（2）総合受付にて「＜会員＞参加申込書」の提出と同時に、参加費を現金でお支払いください。
（3）引き換えに「参加証（ネームカード）・参加証明書」をお渡しいたします。

【臨時会員】

A. 6 月 14 日（金）正午までに WEB で臨時会員の事前申込をされた方
（1）事務局よりお送りした「臨時会員承認メール」をプリントアウトしてご持参ください。
（2）総合受付にて「臨時会員承認メール」の提出と同時に、参加費を現金でお支払いください。
（3）引き換えに「参加証（ネームカード）・参加証明書」
、「プログラム・抄録集」をお渡しいたし
ます。
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B. 当日臨時会員の申込みをされる方
（1）総合受付にて「臨時会員参加申込書＜当日用＞」に必要事項をご記入ください。
①紹介者（会員）のいる方
紹介者の欄に紹介者のサインと捺印をいただいてください。
事前に WEB ページから「臨時会員参加申込書＜当日用＞」をダウンロードし、サインと
捺印をいただいてご持参くださっても結構です。
②紹介者（会員）のいない方
下記のいずれかに該当する方は臨時会員として参加ができます。
臨時会員の資格（日本うつ病学会会則第 3 章会員第 9 条）
「臨時会員は正会員の資格に準じ、うつ病の臨床、研究、教育に従事するものとする。
」
（2）総合受付にて「＜臨時会員＞参加申込書」を提出し、参加費をお支払いください。
（3）引き換えに「参加証（ネームカード）・参加証明書」、「プログラム・抄録集」をお渡しいたし
ます。

※参加証（ネームカード）について
①記名台にて所属・氏名をご記入ください。
②ネームホルダーに入れて会期中会場内では必ず首から下げてください。
③紛失した場合、再発行はいたしません。
④参加証（ネームカード）をお持ちでない方の会場への立ち入りは固くお断りいたします。

4. 懇親会のご案内
7 月19 日（金） 18：40 〜20：10

リーガロイヤルホテル 小倉3F「オーキッド」

参加費：5,000 円
第 10 回日本うつ病学会総会の参加者はどなたでも（会員・臨時会員ともに）お申込みができます。
会員の方同士の交流の場です。お誘い合わせの上、総合受付にて是非お気軽にお申込みください。
地元の食材を使ったお料理やお飲物をご用意しています。また楽しい企画もあります。
第 8 回学会奨励賞の授賞式も行います。

5. 入会手続き・年会費納入
会期中、総合受付（国際会議場 1F 交流ラウンジ）横に「日本うつ病学会事務局デスク」を設置いた
します。
「日本うつ病学会」への入会を希望される方、また会員で年会費のお支払いをご希望の方はお立ち
寄りください。
事前の入会申込方法につきましては
WEB ページ http://www.secretariat.ne.jp/jsmd/member.html をご覧ください。

6. 会場内でのご注意
（1）会場内では、許可の無い録音、録画、写真撮影を禁止いたします。
（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。
（3）座席確保のため私物を長時間座席に置くことは、ご遠慮ください。
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7. モーニング・ランチョン・イブニングセミナーについて
第 10 回日本うつ病学会総会の参加者は、どなたでも参加できます。
整理券などの事前配布はございません。直接ご希望のセミナー会場へお越しください。
モーニングセミナー・イブニングセミナーには「軽食 + お飲物」、ランチョンセミナーには「お弁当
+ お茶」が提供されます。
※各日ともモーニングセミナーの開始40分前から総合受付にて総会の参加受付を開始いたします。

8. 会場施設および設備について
北九州国際会議場

西日本総合展示場 AIM ビル

（1）総合受付

1F 交流ラウンジ

無

（2）総会本部
（事務局）

1F「事務局室」

3F「314 会議室」

（3）PC センター

2F「21 会議室 D」
対象：A 〜 C 会場での発表者

3F「315 会議室」
対象：D・E 会場での発表者

3F 総会本部（事務局）
「314 会議室」前
（4）インフォメー 総合受付内
ションコーナー 関連学会等の情報をご用意いたします。

（5）クローク

1F の「イベントホール」入口付近に
仮設クロークを設置
※各日の最後のセッション終了から
30 分後に閉鎖いたします。

（6）傘の扱い

入口に備え付けのビニール袋に入れ、各自で保管してください。

無
北九州国際会議場の仮設クロークを
お使いください。

（7）無線 LAN
1F「イベントホール」
コーナー（無料）

無

（8）ビジネス
センター

無

6F 北九州テレワークセンター内に
レンタルビジネスルーム（平日のみ）9：00 〜 17：00
http://www.k-twc.gr.jp/pdf/TWC̲WorkRoom.pdf

（9）宅配便

ご利用の場合には、各自にてお問い合わせください。
・クロネコヤマトコールセンター TEL: 093-475-8010
・佐川急便コールセンター
TEL: 093-591-5560

（10）喫煙

会場内は禁煙
喫煙所：1F 屋外（交流ラウンジ裏手）

会場内は禁煙
喫煙所：2F 屋外ペデストリアンデッキ東側
（パスポートセンター裏）
4F・6F 喫煙室

2F リストランテ パッソデルマーレ

2F えいむスクエア（飲食店）
フラミンゴカフェ 11：00 〜 22：00
フードコート
10：00 〜 19：00
※ラストオーダーは店舗により異なります

（11）レストラン
（飲食店）

（12）金融機関・
ATM

無

① 2F 西日本シティ銀行 AIM 出張所
【窓口】
（平日）9：00 〜 15：00
【ATM コーナー】 （平日）8：45 〜 18：00
（土） 9：00 〜 17：00
② 1F 郵便局
【郵便】
（平日）9：00 〜 17：00
【貯金・保険】
（平日）9：00 〜 16：00
【ATM のお取扱い】
（平日）9：00 〜 17：30
（土） 9：00 〜 17：00
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北九州国際会議場
（13）忘れ物

総合受付にて管理いたします。

西日本総合展示場 AIM ビル
総会本部（事務局）
「314 会議室」にて管理いたします。

（14）会期中の参加 各会場でのお呼び出しや館内放送による一斉案内等はできません。「お知らせ・伝言板」ボードを
者の呼び出し ご利用ください。用件が済んだメッセージは各自でお剥がしください。
（15）トラベル
デスク

今回は設置いたしません。

（16）飲食について
各講演・ポスター会場内への飲食物のお持込はご遠慮ください。ご協力をお願いいたします。
のお願い

（17）駐車場

下記 3 箇所他、近隣の駐車場をご利用ください。サービス券等での割引はありません。
①スミックス浅野駐車場 TEL:093-561-1450
24 時間 30 分 100 円／ 72 時間まで 600 円 収容 825 台
②トラストパーク小倉駅北駐車場 TEL：093-437-5611
24 時間 30 分 150 円／平日 24 時間 600 円／土・日・祝 24 時間 800 円 収容 453 台
③ AIM ビル地下駐車場
7：30 〜 24：00 30 分 150 円（1 日最大 800 円）収容 500 台
その他：http://www.convention-a.jp/access/

（18）託児室

育児中の方にも安心して学会に参加していただけるように、本大会では託児室をご紹介いたしま
す。詳細は直接お問い合わせください。
AIM ビル 3F 北九州市立子育てふれあい交流プラザ
http://www.kosodate-fureai.jp/shisetsu/fee.php

9. 各種会議予定
会議名・委員会名

日

時

対

象

理事会

7 月 18 日（木） 16：00 〜 19：00

日本うつ病学会
理事・監事

総会 / 評議員会

7 月 20 日（土）

日本うつ病学会
会員

自殺対策委員会
（仮称）新型うつ病の
用語委員会

7 月 19 日（金）

8：00 〜 8：50

4F「桜」
3F
「311+312+313」

2F「21 会議室」

16：00 〜 17：30

3F「33 会議室」

14：10 〜 14：50

双極性障害委員会

14：20 〜 15：30

コメディカル委員会

西日本総合展示場
AIM ビル

場

12：40 〜 13：40

診療教育委員会
大うつ病ガイドライン
打合せ

会
リーガロイヤル
ホテル小倉

日本うつ病学会
各委員会メンバー

北九州国際会議場

3F「33 会議室」

7 月 20 日（土） 15：30 〜 16：30
13：00 〜 13：35

2F「21 会議室」

西日本総合展示場
AIM ビル

3F「315 会議室」
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