
 お知らせとお願い
ご参加の皆様へ
１．参加受付について
①事前参加登録済みの方へ
・�ご登録後、参加費決済まで完了された方には 2月上旬にネームカードおよび予約済みの共催セミナー整
理券を発送しております。会期当日に必ずご持参ください。

・�学生（大学院生を含む）・初期研修医の方は「プログラム・講演要旨」の事前発送はございませんので、
総合受付にてお受取りください。

<<事前参加登録受付機>>
総合受付：NHK岡山放送局 /ひかりの広場
　　　　　ホテルグランヴィア岡山 1階（ロビー）
受付時間：2月 20 日（金）　7：30 ～ 17：30
　　　　　2月 21 日（土）　7：00 ～ 16：00

②当日参加登録をされる方へ
参加カテゴリー 参加登録費

一般（医師・医師以外）・メディカルスタッフ 10,000 円（プログラム・講演要旨含む）
学生（大学院生を含む）・初期研修医　� 無　料（プログラム・講演要旨含む）

※１　�学生の方は、「学生証」の提示と「学生用参加登録用紙（ホームページよりダウンロード）」の提
出をお願いいたします。

※２　初期研修医の方は、「初期研修医証明書（ホームページよりダウンロード）」を提出してください。

<<当日参加登録受付>>
総合受付：NHK岡山放送局 /ひかりの広場
　　　　　ホテルグランヴィア岡山 1階（ロビー）
受付時間：2月 20 日（金）　7：30 ～ 17：30
　　　　　2月 21 日（土）　7：00 ～ 16：00

２．プログラム・講演要旨
⑴事前参加登録を完了された方（学生・大学院生・初期研修医を除く）には、事前発送しております。
⑵�事前に別途「プログラム・講演要旨」ご購入をご希望の方については、プログラム・講演要旨代（1冊 2,000
円）を申し受けます。詳細はホームページにてご確認ください。

⑶�事前に「プログラム・講演要旨」を購入された方で、当日参加登録を行っていただきましても、プロ
グラム・講演要旨代は返金いたしません。予めご了承ください。

３．受付デスク
◎日本糖尿病学会　新入会・年会費受付
◎日本糖尿病学会　専門医更新単位登録受付
◎日本糖尿病協会　入会受付
受付場所：ホテルグランヴィア岡山 1階（ロビー）
受付時間：2月 20 日（金）　7：30 ～ 17：30
　　　　　2月 21 日（土）　7：00 ～ 16：00
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４．会場内でのお呼び出しについて
会場内でのお呼び出しは行っておりません。インフォメーションボードをご利用ください。

５．共催セミナー
□ 2月 20 日（金）と 2月 21 日（土）に、ランチョンセミナーを開催します。
□ 2月 20 日（金）に、イブニングセミナーを開催します。
□ 2月 21 日（土）に、モーニングセミナーを開催します。

６．共催セミナー（ランチョン・イブニング・モーニング）整理券の入手方法について

事前参加登録で共催セミナーを予約された方へ

・�事前参加登録で共催セミナーの予約をされた方は、ご予約済みの共催セミナー整理券を事前にお送り
しております。整理券は共催セミナー開始時刻前に直接会場にご持参ください。

※整理券は、セミナー開始時刻を過ぎますと無効となります。
※�共催セミナー整理券を紛失されないようご注意ください。紛失された場合は無効となります。
※整理券の当日変更は行っておりません。
※�同時刻のセミナーにおいては、お一人様 1セミナーのみ配布いたします。予約済の整理券と同時刻の
他セミナーの整理券を当日整理券発券機で発券することはできません。

事前参加登録で共催セミナーを予約されなかった方へ

当日参加登録の方へ
当日用の整理券は、下記場所・日時に発券を予定しております。ネームカードのQRコードを整理券発
券機にかざしてください。
整理券の発券は無くなり次第終了いたします。
<<整理券発券機>>
場　所：NHK岡山放送局 /ひかりの広場
　　　　ホテルグランヴィア岡山 1階（ロビー）
日　時：ランチョンセミナー（LS1 ～ LS10）・イブニングセミナー（ES1 ～ 6）：2月 20 日（金）開催
　　　　2月 20 日（金）　7：30 ～ 10：30
　　　　モーニングセミナー（MS1 ～MS5）：2月 21 日（土）開催
　　　　2月 20 日（金）��16：30 ～ 17：30
　　　　ランチョンセミナー（LS11 ～ LS17）：2月 21 日（土）開催
　　　　2月 21 日（土）　7：30 ～ 10：30

※整理券は、セミナー開始時刻を過ぎますと無効となります。
※同時刻のセミナーにおいては、お一人様 1セミナーのみ配布しております。

７．本会への参加により、取得できる単位は以下の通りです。
⑴日本糖尿病学会専門医更新単位　8単位
登録方法：日本糖尿病学会デスクが会期中に開設され、単位更新の受付をしております。
受付場所：ホテルグランヴィア岡山 1階（ロビー）
受付時間：2月 20 日（金）　8：00 ～ 17：30
　　　　　2月 21 日（土）　8：00 ～ 12：00

⑵日本糖尿病療養指導士認定単位　2群 4単位
登録方法：「糖尿病学の進歩」参加証（ネームカード）が単位取得の証明となります。
　　　　　ご自身の認定更新申請時期まで保管してください。



【お問い合わせ先】
　　　　　日本糖尿病療養指導士認定機構事務局
　　　　　TEL：03-3815 -1481　FAX：03-3815 -1487
　　　　　�会期中は日本糖尿病療養指導士認定機構デスクがホテルグランヴィア岡山　1階ロビーの

総合受付に設置されます。
　
８．「専門医更新のための指定講演」について（聴講対象専門医以外の方でも聴講頂けます。）
専門医更新のための指定講演聴講対象専門医は　→　Gate Ｂ
　※ Gate Ｂにて黄色い「専門医カード」を端末にかざして入退場ください。
聴講対象専門医以外は　→　Gate Ａ
　※ Gate Ａにて白い「聴講カード」をお受け取り入場ください。
①　専門医更新規定が改定となり、指定講演の聴講が必須となります。
　　聴講が必要な専門医の先生方には、黄色の専門医カードが送られております。
　　�本会では、Ａ会場での講演をすべて「専門医更新のための指定講演」といたします（ランチョンセ
ミナー・イブニングセミナーは除く）。聴講対象専門医は、黄色い「専門医カード」をご持参の上、
講演会場（Ａ会場）出入り口の「Gate�Ｂ」の指定講演専門医更新受付にて、入場時および退場時に
登録をしてください（入場時、退場時のどちらか一方では無効となります）。

②　指定講演専門医更新受付は、総合受付の日本糖尿病学会デスクに設置いたします。
③　�指定講演の聴講対象専門医（黄色い専門医カードをお持ちの方）以外で、聴講をされる方は、入場
時に指定講演受付「聴講者用受付」にて、白い「聴講カード」を受け取って「Gate�Ａ」より入場し
てください。聴講カードは退場時には「Gate�Ａ」にて必ずご返却ください。

④　入場には時間がかかりますので、お早めにご来場ください。

９．クローク
クロークを設置いたします。下記のようにご利用時間が異なりますので、お間違えのないようにお願い
いたします。
場　　所：�ホテルグランヴィア岡山　３階・4階　ロビー、NHK岡山放送局 /ひかりの広場、
　　　　　�岡山コンベンションセンター　３階　301 会議室、２階　アトリウム（２月 21 日（土）のみ）、

岡山全日空ホテル　１階　ロビー
受付時間：2月 20 日（金）　7：30 ～ 18：00
　　　　　2月 21 日（土）　7：00 ～ 17：00

10．託児室のご案内
小学校低学年までのお子様をお連れの参加者を対象に、臨時の託児室を設けます。
ご利用希望の方は必ず事前にホームページの「託児のご案内」からお申込みください。

11．企業展示・書籍展示会場
企業展示：岡山コンベンションセンター 1階および 3階、ホテルグランヴィア岡山 3階サファイア
書籍展示：�岡山コンベンションセンター1階・２階・3階ロビー、ホテルグランヴィア岡山3階サファイア・

４階ロビー
開催時間：2月 20 日（金）　8：30 ～ 17：00
　　　　　2月 21 日（土）　8：30 ～ 17：00

12．プログラム・抄録集アプリ（パスワード：shinpo49）
iOS の場合：App�Store を開き、“糖尿病学の進歩 ”を検索してください。
Android の場合：�マーケットまたは、Google�Play を開き、“糖尿病学の進歩 ”を検索してください。
�初回起動時、パスワードの入力を求められます。



アプリの公開は 2月上旬を予定しております。
詳しくは学会ホームページにてご案内いたします。

13．その他
各会場内での撮影（ビデオを含む）、ならびに録音はお断りいたします。
会場内では携帯電話の電源をお切りいただくか、マナーモードに設定の上、通話はお控えください。

懇親会について
日　時：2月 20 日（金）　18：30 ～ 20：30
会　場：ホテルグランヴィア岡山　4階　フェニックス（A会場）
参加費：無料

各種委員会のお知らせ
◆ 2月 19 日（木）

会議名 時　間 会　場
定例支部長会 14：00 ～ 15：00 ホテルグランヴィア岡山　3F　ルビー
臨時理事会 15：15 ～ 18：30 ホテルグランヴィア岡山　4F　オーキッド

◆ 2月 20 日（金）
会議名 時　間 会　場

小児糖尿病委員会 11：45 ～ 13：15 岡山コンベンションセンター　4F　404 会議室
糖尿病治療の手びき編集委員会 13：15 ～ 14：15 岡山コンベンションセンター　4F　403 会議室
内分泌学会との合同ＷＧ 13：15 ～ 15：15 岡山コンベンションセンター　3F　314 控室
食事療法に関する委員会 15：30 ～ 16：30 岡山コンベンションセンター　4F　403 会議室

◆ 2月 21 日（土）
会議名 時　間 会　場

１型糖尿病の成因、診断、病態、
治療に関する調査研究委員会 7：15 ～ 8 ：45 ホテルグランヴィア岡山　4F　オーキッド

糖尿病編集委員会 8：45 ～ 10：15 岡山コンベンションセンター　4F　403 会議室
糖尿病治療ガイド編集委員会 9：30 ～ 10：30 岡山コンベンションセンター　4F　404 会議室
専門医認定委員会・試験委員会
合同ＷＧ 10：45 ～ 11：45 岡山コンベンションセンター　4F　403 会議室

専門医認定委員会 12：00 ～ 13：15 岡山コンベンションセンター　4F　403 会議室




