
１．学術大会受付
１）事前参加登録の方

参加証をお忘れの方は総合受付にお申し出下さい。

また、来場の際は、総合受付にてネームホルダーをお受け取り下さい。

※ネームホルダーは、期間中ご着用下さい。

２）当日参加の方

当日受付で参加登録をお済ませ下さい。（１Ｆ総合受付の当日受付）

正 会 員 １３，０００円 （抄録集送付済）

学生会員 ６，０００円 （抄録集送付済）

一 般 １７，０００円 （抄録集付）

一般学生 ８，０００円 （抄録集付）

３）受付開始時間１０日（金）１２：００～、１１日（土）、１２日（日）８：３０～

２．認定受付
認定受付は、１Ｆ総合受付の認定受付にて行います。

北海道大会における認定得点の詳細は、「第６５回学術大会 北海道大会認定受付について（P．１４）」

をご参照下さい。

３．PC受付（スライド受付・動作確認）
１）特別講演等の指定演題のスライド受付

スライドの受付は、大会開催時に行います。受付場所は１Ｆ会議室１０４です。

スライドの受付は、発表の１時間前（午前最初のセッションの場合には前日又は１時間前）には受付

と動作確認を終了して下さい。

なお、発表で使用したデータは、発表終了後消去致します。

２）一般口演のスライド受付

スライドの受付は、大会開催時に行います。受付場所は、会場入口です。

スライドの受付は、発表の２時間前（午前最初のセッションの場合には前日及び１時間前）には受付

と動作確認を終了して下さい。スライド作成上の注意点は、（P．１５～１６）をご参照下さい。

なお、発表で使用したデータは、発表終了後消去致します。

４．ポスター受付
ポスター発表（学生ポスター発表も含む）の方は、会場８内のポスター受付にて受付を済ませ、掲示

時間内にポスターを掲示して下さい。ポスター発表に関する作成上の注意点は（P．１６）をご参照下

さい。

５．参加証
大会会場内（懇親会場も含む）では、参加証をネームホルダーに入れ期間中必ずご着用下さい。参加

証を確認させて頂きますので予めご了承下さい。

６．抄録集
抄録集は各自ご持参下さい。購入ご希望の方は、１Ｆ総合受付で１部２，０００円（税込）で販売致します。

ミニ抄録集をご希望の方には１Ｆ総合受付で配布致しますが数に限りがあります。
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７．クローク、宅配便受付
１Ｆ大ホール入口にクロークを配置しています。会場の都合上クロークでお預かりできる数に限りが

有りますのでご了承下さい。また、貴重品や壊れ物は、各自で保管をお願い致します。

ご利用時間は、１０日（金）１２：００～１７：３０、１１日（土）８：３０～１７：３０、１２日（日）８：３０～１３：００

です。

毎日ご利用時間内に荷物をお引き取り願います。

宅配便につきましては、６月１２日（日）１３：００頃、会場９（企業展示会場）内でヤマト便の臨時集荷

が行われますのでご利用下さい。

８．視覚に障がいのある方へ
１Ｆ総合受付の視覚障がいサポート受付を設置致します。事前登録となっております。

９．当日の昼食について（弁当の引換など）
事前に弁当を注文している方は、弁当引換券を持参の上１Ｆ総合受付にてお受け取り下さい。

弁当の引換時間は、１１：００～１３：００の間です。１３：００を過ぎた場合処分致します。食事場所は、会場

９（企業展示会場）等をご利用下さい。

弁当の消費期限は、１４：００迄ですのでご注意下さい。

なお、１Ｆの会場内にレストラン SORA（ソラ）があります。また、徒歩３～４分のところのショッ

ピングセンター「イーアス札幌」内の飲食店もご利用下さい。

１０．写真撮影・ビデオ撮影・録音について
主催者・大会事務局・講演者の承諾無く、会場内での写真撮影・ビデオ撮影・録音は堅くお断り致し

ます。

大会事務局の許可を受けた方は、必ず許可腕章を着用して下さい。

１１．大会会期中の会議・式典
■総 会 ６月１１日（土） １３：００～１４：００ 会場１

■開会式 ６月１０日（金） １３：００～１４：００ 会場１

■高木賞奨励賞表彰式 ６月１１日（土） １４：００～１４：３０ 会場１

■学生ポスター発表表彰式 ６月１２日（日） １２：００～１２：３０ 会場４

■理事会 ６月１０日（金） １１：００～１３：００ 会場５

■支部運営委員会 ６月１０日（金） １４：００～１５：００ 会場５

■顧問参与会議 ６月１０日（金） １５：００～１６：００ 会場５

■鍼灸学術団体協議会 ６月１０日（金） １６：００～１７：００ 会場５

■諮問委員会 ６月１０日（金） １７：３０～１９：００ 会場３

■新理事会 ６月１２日（日） １２：００～１３：００ 会場５

１２．商業展示
会場９にて行います。展示時間は、１０日（金）１３：００～１７：００、１１日（土）９：００～１７：００、１２日

（日）９：００～１２：００です。

また、同会場内には休憩コーナーの設置がありますのでご利用下さい。
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１３．懇親会
日 時：２０１６年６月１１日（土）１８：３０～

会 場：札幌サンプラザ（札幌市北区北２４条西５丁目） 電話 ０１１－７５８－３１１１

参 加 費：８，０００円（学生参加可）

※当日受付も行いますが、定員がありますので、総合受付にてお早めにお申し込み下さい。

なお、ご参加の方は懇親会出席が明記されている参加証を必ずご提示下さい。

※払い込まれた懇親会参加費は、事情の如何に関わらず返還には応じられませんのでご了承下さ

い。

※未成年の飲酒は法律で禁止されています。

会場送迎：札幌コンベンションセンターから、懇親会会場までの無料バスをチャーターしております

のでご利用下さい。

出発時間：①１６：００、②１６：３０、③１７：００、④１７：３０、⑤１７：５０（最終）

場 所：札幌コンベンションセンター西入口前バス乗場（会場案内図 p８をご参照下さ

い。）

なお、懇親会終了後、無料バスにて、札幌駅北口及びすすきの駅周辺までお送りいたしま

す（出発時間２１：３０）。

１４．託児室について（事前登録です）
１１日（土）と１２日（日）の２日間、下記時間帯に託児室（会議室１０３ １F）を用意しています。

開設時間は、１１日（土）８：４５～１７：１５、１２日（日）８：４５～１６：１５です。

１５．事前登録制（定員制）セミナーのキャンセル待ちについて
「臨床研究ステップアップ・ワークショップセミナー」は、１２日（日）８：４５より会場前（１Ｆ会場

３；会議室１０７）で「キャンセル待ち整理券」を１人１枚配布致します。このセミナーは会場に余裕

がある場合、見学のみの参加が出来ます。

「サテライトステップアップセミナー（認定点数が各講座１点付きます）」は、１２日（日）昼１２：００

より会場前（１Ｆ会場３；会議室１０７）で「キャンセル待ち整理券」を１人１枚配布致します。ただ

し、参加費として２，０００円が必要となります。なお、見学のみの参加は出来ません。

１６．エクスカーションのバスのご案内
６月１１日（土）１３：００からの「北海道医療大学 北方系生体観察園観察コース」のバスの集合時間、

集合場所は、下記のとおりです。

集合時間：１２：５０（時間厳守、定刻になりましたら出発します）

集合場所：札幌コンベンションセンター西入口前バス乗場（会場案内図 p８をご参照下さい。）

１７．ランチョンセミナー整理券について
６月１１日（土）１２：００からのランチョンセミナー２演題（会場２、会場３）の整理券を当日８：３０よ

り各会場前にて配付致します。数に限りがありますのでご了承下さい。
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第６５回学術大会（北海道大会）の認定受付について

正会員の認定得点登録は紙カードによる申告となります。ご理解ご協力の程宜しくお願い申し上げます。

得点（参加点）：第１日目（金） ２点第２日目（土） ６点第３日目（日） ６点

※但し、第３日目の１２：００以降、交通手段の都合により早めの退館する場合は認定受付（１Ｆ受付）にお

申し出下さい。

全ての正会員が対象です！！
１．「認定受付」で参加カードをお受け取り下さい。

その際、参加証の提示をお願いする場合があります。

２．参加カードに氏名、生年月日を記入し退館の際回収箱に入れて下さい。

３．半券を保管し、ご自分の手帳に貼付して下さい。

４．注意事項

全ての正会員は、紙カードをご利用頂きます。

その日毎、ご本人が行って下さい。

第２，３日目について、１５：００前に退館される場合、また、第２日目１５：００以降に入室される場合

得点は３点になります。参加カードのもらい忘れ・提出忘れは、得点になりませんので、くれぐれ

もお忘れの無いようご注意下さい。

大会会期中に開催の以下のセミナーは別途認定得点となります。

①サテライトステップアップセミナー ： ２講座２点

※但し、事前登録締切済 詳細は P．２５参照

第６５回学術大会北海道大会での「認定受付」は、１Ｆ総合受付（会場案内図 P．８参照）に設けており

ます。
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口演発表・ポスター発表・１症例報告・学生ポスター発表についてのお願い

発表時間

一般口演発表：発表７分、質疑応答５分

ポスター発表：発表７分、質疑応答５分

１症例発表：発表７分、質疑応答５分

学生ポスター発表：発表７分、質疑応答３分

PCによる口頭発表（一般口演発表・１症例発表の一部）
作成上の注意点（学会ホームページにスライド作成のポイントが掲載されています。ご参考ください。）

北海道大会で使用するパソコンのOSは、Windows７、プレゼンテーションソフトは、MS Power Point

２０１０となります。

Power Point の作成について

①スライドのサイズは必ず３５�で設定してください。
ワイドスクリーンでの表示には対応していません。スライドが正しく表示されるように、サイズ設定

を厳守してください。

②フォントはWindows OS に標準搭載されているフォントをご使用ください。また経穴名などの外字

は unicode のみ使用可能です。それ以外の文字は画像として貼り付けてください。

③アニメーション機能は使用可能ですが、動画や音声は再生できません。

④スライド枚数の制限はありませんが、発表時間を厳守してください。また、最後のスライドは【結語】

とし、発表内容を箇条書きにまとめてください。

※PCプロジェクターは、各会場１台のみ使用可能です。

※ディスク作成後、他のパソコンで正常に動作することを確認してください。

※画面をぎりぎりまで使用すると再現環境の違いにより文字や画像のはみ出し等の原因になることがあり

ます。（ワイドスクリーンのサイズで作成されると、正しく表示されません）

※Mac および iPad などのタブレット PCには対応できません。

メディア、データについて

下記の条件以外では、受付することはできません。発表者の責任において作成をお願いします

※受付のメディアは、CD�R、USBメモリのみです。CD�RW、MO、FD、ZIP 等は一切受付できません。
※発表データをコピーする時には、ファイナライズ（セッションのクローズ・使用したCDのセッション

を閉じる）作業を必ず行ってください。この作業を行われなかった場合、データ作成したPC以外でデー

タを開くことができなくなり、発表が不可能になります。

※フォーマットは ISO９６６０フォーマットで行ってください。また、ご自身の PC以外で文字化け等がなく、

データを読み込めるか必ず事前にご確認ください。

※持ち込まれるメディアには、発表用のデータ（完成版）以外入れないようにしてください。

※ファイル名は、「筆頭演者名（氏名）．ppt」としてください。

※必ず事前にご自身でウイルスチェックを行ってください。
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スライドの受付・動作確認

※スライドの受付は、大会開催時に行います。受付場所は会場５、６、７の入口受付で行います。発表の

２時間前（午前最初のセッションの場合には、前日及び１時間前）にはスライドの受付を終了してくだ

さい。

※スライドの受付メディア、ファイル名などは、前記の「メディア・データについて」にしたがって作成

してください。

※スライド受付では、動作確認のみで、サイズの不適合などがあっても修正などはできません。スライド

は必ず３５�でサイズ設定してください。
※発表で使用したデータは発表終了後、消去いたします。

ポスターによる口頭発表（ポスター発表・１症例発表の一部・学生ポスター発表）

作成上の注意点（学会ホームページにポスター作成のポイントが掲

載されています。ご参考ください）

※ポスターパネルの大きさは縦１８０�、横９０�です。
※左上角に演題番号（２０�×２０�の大きさ）をつけますので、この
スペースには何も貼らないでください。

※演題名、所属、氏名（９０�×３０�の大きさ）は各自でご用意くだ
さい。

※ポスターはボードから離れても判読できるよう見やすくしてくだ

さい。文字や図表も十分読み取れる大きさにしてください。

ポスターの掲示

ポスター掲示時間（一般ポスター：１０日 １２：００～１４：００、学生

ポスター：１０日 １２：００～１７：００）に行ってください。画鋲はポ

スター会場の受付に用意いたします。

ポスターの撤去

１２日（日）１２：１５～１３：１５にポスターの撤去を行ってください。

時間内に撤去されない場合は、大会事務局で撤去、破棄いたします。

「学生ポスター優秀賞」について

学生ポスター発表のうち、発表内容、発表方法（プレゼンテーション・質疑応答）、ポスターのデザイ

ンなどを総合して優秀であった発表を「学生ポスター優秀賞」として表彰いたします。審査は１１日（土）

の９時から開始（発表時のみでなく、掲示した時点から審査されています）しますので、それまでに必ず

ポスターを掲示してください。表彰式は、１２日（日）１２時より２F会場４です。学生ポスター発表の演者

１名は、必ず表彰式に出席してください。

９０�

演題番号

演題名・
所属・氏名 ３０�

本文・図表など

１５０�
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座長の先生方へ
１．特別講演等、指定演題の座長の先生方へ

１）開演１時間前に来場下さい。来場の折は，「総合受付」の「講師・座長受付」にて受付を済まして

下さい。担当スタッフがご案内致します。

２）事前打ち合わせの予定のある先生は、その旨お申し出下さい。担当スタッフが打合せ会場までご案

内致します。

２．一般口演発表の座長の先生方へ

１）座長の先生は、ご担当セッション開始３０分前までに２Ｆ会議室２０５前の「一般口演座長受付」にお

越し下さい。

２）ご担当セッション開始１０分前に次座長席でご待機下さい。

３）定刻になりましたら、会場進行アナウンスに従って壇上にお進み頂き、セッションを開始して下さ

い。

４）一般口演発表の発表時間は７分間、質疑応答５分間です。進行は座長にお任せしますが、時間厳守

でお願いします。

３．ポスター発表の座長の先生方へ

１）ポスター発表（学生ポスター発表）の座長の先生は、ご担当セッション開始３０分前までにポスター

会場（会場８ １F大ホール）「ポスター発表座長受付」にお越し下さい。

２）定刻になりましたらセッションを開始して下さい。

３）ポスター発表（学生ポスター発表）の発表時間は７分間、質疑応答５分間（学生ポスター：発表時

間７分間、質疑応答３分間）です。進行は座長にお任せしますが、時間厳守でお願いします。
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