
参加者へのご案内

1.	当日参加受付
（1） 受付場所： 1F　ホワイエ
（2） 受付時間： 7月5日（金）　8：15 ～ 17：30
    7月6日（土）　8：00 ～ 15：00

（3） 参加費 

申込区分 当日登録

会員
医師 8,000 円

医師以外（コメディカル・心理士等）／学生
※大学院生の医師を除く 5,000 円

臨時会員（非会員）
医師 10,000 円

（「プログラム ･ 抄録集」を含む）
医師以外（コメディカル・心理士等）／学生
※大学院生の医師を除く

7,000 円
（「プログラム ･ 抄録集」を含む）

・ つり銭のいらないように現金をご用意ください。クレジットカードはご利用いただけません。
・ 会員の方は、参加される際に本誌「プログラム ･抄録集」を必ずご持参ください。
・   非会員の方は、正会員の紹介があり、且つ参加費を納めることにより今大会の開催期間中（7月5・6

日）に限り、 臨時会員になることができます。
・   臨時会員の事前申込は、6月5日（水）をもって受付を終了いたしました。当日も会場にて臨時会員

の受付を行います。

A.  当日参加登録のご案内
【会　　員】
 ① 本誌「プログラム・抄録集」に綴じ込みの ｢＜会員＞当日参加申込書｣ に必要事項をご記入の上、

ご持参ください。
 ② 総合受付「会員窓口」にて「＜会員＞当日参加申込書」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・領収書」をお渡しいたします。
 ④ 記名台にて参加証（ネームカード）に所属・氏名をご記入の上、ネームホルダーに入れて必ず 

首から下げてください。

【臨時会員（非会員）】
(1) 6月5日（水）までに大会ホームページより臨時会員の事前申込をされた方
 ①事務局よりお送りしました「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「臨時会員窓口」にて「臨時会員承認メール」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・領収書」、「プログラム・抄録集」をお渡し 

いたします。
 ④ 記名台にて参加証（ネームカード）に所属・氏名をご記入の上、ネームホルダーに入れて必ず 

首から下げてください。
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(2) 当日臨時会員の申込をされる方
 ① 総合受付にて「＜臨時会員＞当日参加申込書」に必要事項をご記入ください。もしくは、事前に

大会ホームページより「＜臨時会員＞当日参加申込書」をダウンロードし、必要事項をご記入の
上、ご持参ください。

  イ．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。
  ロ．紹介者（会員）のいない方
   下記に該当する方は臨時会員として参加することができます。
   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、保健に従事するものとする。」
 ② 総合受付「臨時会員窓口」にて「＜臨時会員＞当日参加申込書」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・領収書」、「プログラム・抄録集」をお渡し 

いたします。
 ④ 記名台にて参加証（ネームカード）に所属・氏名をご記入の上、ネームホルダーに入れて必ず 

首から下げてください。

B.  事前参加登録者へのご案内
【会　　員】
 ① 事前にお送りしました「参加証（ネームカード）・参加証明書・領収書」、「プログラム・抄録集」

を必ずご持参ください。お忘れ、紛失の場合、再発行はいたしませんのでご注意ください。
 ※ 「プログラム・抄録集」は会員登録の住所へ、「参加証（ネームカード）・参加証明書・領収書」は

事前参加登録の住所へそれぞれお送りしております。
 ② 当日受付をしていただく必要はございません。総合受付付近に設置されておりますネームホル

ダーに参加証（ネームカード）を入れ、必ず首から下げてください。

【臨時会員（非会員）】
 ① 事前にお送りしました「参加証（ネームカード）・参加証明書・領収書」、「プログラム・抄録集」

を必ずご持参ください。お忘れ、紛失の場合、再発行はいたしませんのでご注意ください。
 ② 当日受付をしていただく必要はございません。総合受付付近に設置されておりますネームホル

ダーに参加証（ネームカード）を入れ、必ず首から下げてください。

C. 参加証（ネームカード）について
・ 参加証（ネームカード）に所属・氏名をご記入ください。
・ 会期中会場内では、ネームホルダーに入れて必ず首から下げてください。
・ お忘れ、紛失の場合、再発行はいたしませんのでご注意ください。
・ 参加証（ネームカード）を首から下げていない方の入場は、固くお断りいたします。

2.	プログラム・抄録集
1冊　2,000円
会期中、総合受付にて販売いたしますが、数に限りがございますので予めご了承ください。
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3.	懇親会のご案内
日　時：2019年7月5日（金） 19：00 ～ 20：30
会　場：パークウエストン　1F　ボールルーム
　　　　〒770-0808　徳島県徳島市南前川町3-1-22
　　　　※学会場よりバス送迎がございます。
参加費：3,000円
・ 第16回日本うつ病学会の参加者は、会員・臨時会員ともに、どなたでもご参加いただけます。
・ プレス参加の方はご参加いただけませんのでご了承ください。
・ 会員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。

4.	クローク
（1）場　　所： 2F　特別展示室
（2）受付時間： 7月5日（金）　8：15 ～ 19：00　※
　　　　　　　 7月6日（土）　8：00 ～ 17：15
※懇親会に参加される方は、懇親会会場へ移動される前に荷物をお引き取りください。
　懇親会会場にクロークがございますのでご利用ください。

5.	会場内での注意事項
・ 会場内では、発表者の著作権保護のため、発表内容の録音・録画・写真撮影を禁止いたします。
・ 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。
・ 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。

6.	ランチョンセミナーについて
・ 第16回日本うつ病学会総会の参加者は、どなたでもご参加いただけます。
・ 整理券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。
・ ランチョンセミナーでは「お弁当＋お茶」が提供されます。
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7.	単位取得について
本総会の参加・発表にて取得可能な単位は以下の内容となります。

認定単位更新 単位取得数

日本心身医学会

専門医 総会参加 3 単位
認定医 総会参加 3 単位

認定医療心理士 総会参加 3 単位 発表 2 単位
日本心身医学会・日本心療内科学会

合同心療内科専門医 総会参加 3 単位

日本精神神経学会 精神科専門医制度 単位対象セッションの受講で上限 3 単位
日本精神科看護協会 精神科認定看護師制度 総会参加 2 ポイント

日本作業療法士協会 生涯教育制度 総会参加 2 ポイント

筆頭発表
1発表につき1ポイント
講師・シンポジスト

1 ポイント
（セッション90分以上）

認定単位更新 対象セッション 単位取得数 必要条件

日本医師会
認定産業医制度

①シンポジウム 2
発達障害の特性をもつ成人の診断と
支援

生涯・専門
1.5 単位 総会の参加必須

②第 13 回うつ病診療講習会 生涯・専門
3 単位 受講料 12,000 円

③多職種連携委員会企画シンポジウム
支援者の抑うつとバーンアウト

生涯・専門
1.5 単位 総会の参加必須

【注意事項】
（1） 日本精神神経学会 精神科専門医制度
 ①会員カードをご持参ください。
 ② 7月5日・6日の受付時間内に、総合受付「単位受付窓口」にて会員カードをご提示ください。 

会期中1人1回で結構です。
 ③単位対象セッションは、P8 ～ 11「日程表」にてご確認ください。

（2） 日本医師会認定産業医制度
 ①参加される方は、認定産業医№（8ケタ）が分かるようご用意ください。
 ②各対象セッションの会場入口にて受講確認書をお受けとりください。
 ③必要事項をご記入の上、セッション終了時にご提出ください。
 ④引き換えに単位シールをお渡しいたします。

（3） その他の単位
 参加証を保管の上、各学会へ各自で申請を行ってください。

（4） 申請に関する詳細につきましては、各学会・協会へお問い合わせください。
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8.	会場施設および設備について［あわぎんホール（徳島県郷土文化会館）］
(1) 大会本部（事務局）
 場所： 3F　展示室10
  会期中ご不明点等ございましたら、1F総合受付または3F大会本部にてお問い合わせください。

（2） 休憩コーナー
 場所： 3F　展示室2 ～ 5（機器・書籍展示会場内）
 飲料水をご用意しております。

（3） インフォメーションデスク /「お知らせ・伝言板」ボード
 1F総合受付付近に、関連学会等の情報を掲示いたします。

（4） 呼び出し
  会場内での呼び出しや館内放送による一斉案内等はいたしかねます。上記「お知らせ・伝言板」 

ボードをご利用ください。また、用件がお済みのメッセージは、各自でお剥がしください。
（5） トラベルデスク
  設置はございません。

（6） 忘れ物
 1F 総合受付にて管理いたします。お心当たりのある方は1F 総合受付にお問い合わせください。

（7） 喫煙所
  会場内および敷地内は全面禁煙です。会場東側公園内の喫煙スペースをご利用ください。
(8) 託児室
  会期中、託児室を設置いたします（完全予約制）。ご利用に関する詳細は、大会ホームページにて 

ご確認ください。

9.	会期中の服装について
第16回日本うつ病学会総会ではクールビズを推奨しています。
上着・ネクタイは着用せず、カジュアルな服装でのご参加を歓迎いたします。
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