参加者へのお知らせ
1. 参加登録
参加申込書に所定事項をご記入の上、岡山コンベンションセンター 1F ロビーにて受付を行っ
てください。
場所：岡山コンベンションセンター 1F ロビー
日時： 2016年9月3日（土） 7：30〜18：00
※ご来場の際はノーネクタイ等のクールビズでお越し下さい。

2. 参加費
医師 8,000円、医師以外 3,000円を参加登録受付にてお支払いの上、参加証をお受け取りく
ださい。受付後は参加証に所属・氏名をご記入になり、会期中は必ずご着用ください。参加
証のない方のご入場は固くお断りします。

3. クローク
1F のクロークをご利用ください。

4. 昼食
ランチョンセミナー会場でお弁当を配布いたしますのでご利用ください。数量に限りがあり
ますのでご了承ください。

5. 会場内での録音・撮影
事務局の許可のない録音、撮影は禁止いたします。

6. 全員懇親会のご案内
日時：2016年9月3日（土） 18時30分〜
場所：ANA クラウンプラザホテル 1F「曲水」

7. 世話人会のご案内
日時：2016年9月2日（金） 17時30分〜18時30分
場所：ホテルグランヴィア岡山 4F「櫻」

クールビズでお待ちしております

発表者・座長へのお知らせ
発表者へのお知らせ
1. 口演時間

⑴ 各セッションの発表時間、討論時間は以下の通りです。
セッション名

発表時間

討論時間

特別企画

9分

4分

シンポジウム

8分

50分（総合討論）

パネルディスカッション

8分

50分（総合討論）

一般演題

5分

3分

ハンドセラピィセッション

5分

4分

⑵ 次演者は早めに次演者席にご着席ください。
⑶ 口演発表は PC プレゼンテーションのみとさせていただきます。
PC をご持参いただくか、データを USB メモリーにてお持ちください。

2. 演者受付

1F ロビーにて PC 受付を行います。口演開始30分前までに受付をお願いします。
PC 受付日時：2016年9月3日（土） 7：30〜17：00

3. プレゼンテーションの方法について

⑴ 本会は原則として Windows PC での発表形式とします。
⑵ 動画を含む場合もしくは Macintosh をご利用の場合には、必ずご自身の PC をご持参ください。
⑶［発表者ツール］のご使用はできませんのでご注意ください。
【メディアをご持参いただく方へ（Windows のみ）
】
• USB フラッシュメモリまたは CD-R に保存してご持参ください。
•ご発表データは PowerPoint 2007以上で作成してください。
•フォントは OS 標準フォントのみ使用可能です。
•ご用意いただく USB フラッシュメモリまたは CD-R のウイルスチェックを事前に行ってくだ
さい。
•バックアップとして予備のデータをご持参いただくようお勧めします。
【PC 本体をご持参いただく方へ】
•試写確認後、発表会場内の PC オペレーター席まで各自で PC をご持参ください。
•発表後は速やかに PC オペレーター席までお越しください。お預りした PC を返却いたします。
•電源ケーブルを必ずご持参ください。
•プロジェクターとは D-sub 15ピンで接続します。D-sub 15ピンへの変換が必要な機種では
変換コネクタをご持参ください。
•動画をご使用になる場合は、発表データ受付にて必ずお知らせください。
•スクリーンセーバー、ウィルスチェックならびに省電力設定は予め解除しておいてください。

座長へのお願い

担当セッションの開始予定10分前までに、会場の次座長席までお越しください。進行は時間厳守
でお願いします。

教育研修講演のお知らせ
1. 日本整形外科学会教育研修単位をご希望の方へのお知らせ

本学術集会の特別講演およびランチョンセミナーには、日本整形外科学会教育研修単位が認定さ
れています。対象となる講演は以下の通りです。
【対象となる講演】
開催日時

9月3日
（土）
11:40～12:40

会場

第1会場

セッション名／講演タイトル

ランチョンセミナー
「手外科医がなすべき骨粗鬆症治療」
「骨粗鬆症の骨折連鎖を断つ：手外科医が知っておくべきこと」
講師：内山

取得単位

1単位

茂晴
（信州大学 運動機能学）

アフタヌーンティーセミナー
「難治性橈骨遠位端骨折・部分関節固定術」
9月3日
（土）
15:30～16:30

第1会場

「掌側ロッキングプレート固定に難渋する
橈骨遠位端粉砕骨折に対する私達の取り組み」
講師：森谷

浩治
（新潟手の外科研究所）

1単位

「変形性手関節症に対する部分手関節固定術」
講師：建部

将広
（名古屋大学 手の外科）

⑴ 受講受付
岡山コンベンションセンター１F ロビー教育研修単位受付にお越しください。
⑵ お申し込み方法
①本誌巻頭に綴じ込みの「教育研修講演受講申込書」に必要事項をご記入の上、受講証明料（１
単位1,000円）を添えてお申し込みください。なお、お支払いいただきました受講料は、講演
中止などの理由以外は払い戻しをいたしません。
②教育研修単位の受付には日本整形外科学会 IC 会員カードが必要ですので、必ずご持参ください。
③教育研修講演受講のみでご入場の場合も、学術集会の参加登録が必要です。
⑶ 講演会場での手続き
①講演会場での出席登録
	受講の際は、ご自身のIC会員カード（またはIC仮カード）を会場入口に設置しておりますICカー
ド読取機にかざして出席登録を行ってください。
出席登録の受付時間は以下の通りです。下記時間内に出席登録を完了してください。
ランチョンセミナー

セミナー開始10分前から講演開始10分後まで

アフタヌーンティーセミナー

セミナー開始10分前から講演開始10分後まで

講演開始から10分経過した時点で出席登録受付を終了します。出席登録受付終了後にご入場の
場合、および途中退場された場合には単位取得はできませんのでご注意ください。
②警告音が鳴った場合
	受講手続きを行っていない場合または受講手続きを行った講演と異なる場合は、入場時にIC会
員カードをICカード読取機にかざしますと警告音が鳴ります。
警告音が鳴った場合には、その講演を受講されても単位取得はできませんのでご注意ください。

⑷ 研修単位受講履歴の確認について
①	本学術集会終了の約1週間後から、日本整形外科学会ホームページ・会員専用ページ内「専
門医制度取得単位照会」にて、ご自身の単位取得状況を確認することができます。
②	受講さ れ た教育研修講演の単位は、自動的に整形外科専門医必須分野の小さな番号の単
位として付与されています。受講必須分野の振替は、会員専用ページ内「単位振替シ ス
テム」にて、ご自身で行ってください。
⑸ 研修手帳をお持ちの方へ
①	研修手帳をお持ちの方は、講演会場入口に設置いたします研修手帳受付にて研修手帳を
お預かりいたします。あらかじめ必要事項をご記入の上、入場時にご提出ください。
②	講演終了後、研修手帳受付にて、主催者印を押印した上で研修手帳を返却いたしますの
で、忘れずにお受け取りください。

2. 日本手外科学会教育研修単位をご希望の方へのお知らせ

本学術集会の特別講演およびランチョンセミナーには、日本手外科学会教育研修単位が認定され
ています。対象となる講演は以下の通りです。
【対象となる講演】
開催日時

9月3日
（土）
11:40～12:40

会場

第1会場

セッション名／講演タイトル

ランチョンセミナー
「手外科医がなすべき骨粗鬆症治療」
「骨粗鬆症の骨折連鎖を断つ：手外科医が知っておくべきこと」
講師：内山

取得単位

1単位

茂晴
（信州大学 運動機能学）

アフタヌーンティーセミナー
「難治性橈骨遠位端骨折・部分関節固定術」
9月3日
（土）
15:30～16:30

第1会場

「掌側ロッキングプレート固定に難渋する
橈骨遠位端粉砕骨折に対する私達の取り組み」
講師：森谷

浩治
（新潟手の外科研究所）

1単位

「変形性手関節症に対する部分手関節固定術」
講師：建部

将広
（名古屋大学 手の外科）

⑴ 受講受付
岡山コンべンションセンター１F ロビー教育研修単位受付にお越しください。
⑵ お申し込み方法
①	本誌巻頭に綴じ込みの「教育研修講演受講申込書」に必要事項をご記入の上、受講証明料
（１単位1,000円）を添えてお申し込みいただき、学会の「教育研修会受講証明書」をお受
け取りください。
	なお、受講料の払い戻し（講演中止等やむを得ない場合を除く）や受講証明書の再発行はい
たしませんので、ご注意ください。
②	教育研修講演受講の受付は、該当する講演の開始10分前で締め切りとなります。なるべく、
時間に余裕を持って申し込み手続きを完了してください。
③	教育研修講演受講のみでご入場の場合も、学会参加費は必要です。
⑶ 講演会場での手続き
①	講演開始予定時刻までに会場へご入場ください。なお、講演開始から10分経過後にご入場
の場合、受講手続きが完了していない場合、および途中退場された場合には単位取得はでき
ませんのでご注意ください。
②	講演終了後、教育研修単位受付にてお渡しいたしました「教育研修会受講証明書」に必要事
項をご記入の上、会場出口にて【日手会提出用】をご提出ください。
（提出を忘れた場合に
は、受講したことが認められない場合があります。
）なお、当該講演終了時の会場出口以外
でのご提出は、理由の如何を問わず受付られません。
⑷ 研修単位受講履歴の確認について
①	受講単位は、本学術集会終了の約２週間後から、日本手外科学会ホームページ・会員専用
ページにて、ご自身の単位取得状況を確認することができます。
②	従来の専門医手帳の新規発行、更新はいたしません。教育研修講演の受講記録については各
自で管理し、会員専用ページにてご確認をお願いいたします。

