参加者へのお知らせ
1. 登録
＜参加受付時間・場所＞
場所：品川プリンスホテル

アネックスタワー

5F

ロビー

時間：10 月 26 日（木） 7：30 ～ 17：00
10 月 27 日（金） 7：30 ～ 17：00
10 月 28 日（土） 7：30 ～ 16：00
学会に参加された方は 10 月 28 日（土）開催の PD ナース研修会の会費は免除します。
＜当日受付登録費＞
医師および一般（会員）
		

10,000 円（抄録集事前送付済※ 1）

医師および一般（非会員）
		

15,000 円（抄録集代含む）

医師以外の医療従事者・研究者

5,000 円※ 2（抄録集代含む）

学部学生				

無料（受付にて「学生証」をご提示ください）

※1

会員の方には抄録集を事前にお送りしています。事前に送付した抄録集をお持ちください。

※2

医師以外の医療従事者の参加者の方は、ホームページ掲載の証明書をダウンロードのうえ、

「責任者署名欄」に、証明者（所属部科長）の記載・捺印を得たものを受付にて提示ください。
（http://www.convention-w.jp/mdsj11/info.html）
＜ソーシャルプログラム登録費＞
次のソーシャルプログラムを企画しております。奮ってご参加ください。
・レセプション：2,000 円 [ 学部学生：無料 ]
10 月 26 日（木） 18：30 〜 20：30
品川プリンスホテル

アネックスタワー

5F

プリンスホール 「大山・石鎚・霧島」

5F

プリンスホール 「大山・石鎚・霧島」

・イブニングビデオセッション：6,000 円
10 月 27 日（金） 18：30 〜 21：30
品川プリンスホテル

アネックスタワー

＜ PD ナース研修会について＞
学会に参加された方は、PD ナース研修会の会費は免除します。
開催日時：10 月 28 日（土）12：15 〜 16：30
会

場：品川プリンスホテル

アネックスタワー

５F

プリンスホール「大山・石鎚」

登 録 費：3,000 円（PD ナース研修会のみに参加される方）
日本難病看護学会の認定資格更新ポイントが取得できます
後

援：日本看護協会

※ PD ナース研修会のみに参加される方は学会（第 11 回コングレス）への参加はできません。
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2. 口演発表の方へ
＜発表時間＞※各講演 1 名に対しての講演時間です。
教育講演			

：25 分発表、5 分質疑・討論

シンポジウム		

：25 分発表、討論は残り時間（20 分）の総合討論で行います。

Controversy			

：10 分発表、10 分総合討論

イブニングビデオセッション ：発表 5 分以内（詳細は項目４（P.10）を参照）
※所定の時間内で終了するようご配慮ください。

＜発表データ受付＞
口演発表は全て PC にて行います。
発表 20 分前までに発表データ受付にて、発表データのチェック・提出を行ってください。
受付場所： 品川プリンスホテル

アネックスタワー

5F

ロビー

受付時間： 10 月 26 日（木） 7：30 ～ 17：00
		

10 月 27 日（金） 7：30 ～ 17：00

		

10 月 28 日（土） 7：30 ～ 16：00

＜発表上のご注意＞
発表は演台上に設置されているコントロールキーまたはマウスで演者ご自身にて操作いただきま
す（データ持込、本体持込ともに同様）
。
＜ PC 本体持込の方へ＞
PC 本体持込の場合は発表データ受付にて動作確認後、ご自身で発表会場の PC オペレータ席（会
場左前方）へお持ちください。
出力コネクタとの接続は、
「D-sub ミニ列 15 ピン型」と HDMI をご用意しております。
※一部ノート PC では本体付属のコネクタが必要となる場合があります。
※ Macintosh の場合には、本体付属のコネクタを必ずご持参ください。
※ PC の電源 AC アダプタは必ずご持参ください。
発表データはデスクトップ上に発表ファイルが明確に分るように保存してください。
スクリーンセーバー、パスワード、省電力設定は事前に解除しておいてください。
CD-R または USB フラッシュメモリに保存した発表データのバックアップを必ずご持参ください
(Mac book air をご利用の場合は、特にご注意ください )。
＜メディアでのデータ持込の方へ＞
メディアは CD-R または USB フラッシュメモリに限らせていただきます
（CD-RW、MO、FD、ZIP は一切お受けできません）。
OS およびアプリケーションソフトは下記に限定させていただきます。
・Windows

OS 8

・Power Point 2010 以上
−9−

※ Macintosh のご用意はありません。Macintosh で作成された場合は、PC 本体をお持込ください。
文字フォントは OS に標準で装備されているものでお願いいたします。画面レイアウトのバラン
ス異常を防ぐため、フォントは「MS ゴシック」「MS 明朝」「Times New Roman」「Century」
をお奨めいたします。
解像度は XGA（1624 × 768）を推奨しております。
アニメーション、動画を使用される場合はご自身の PC での発表をお願いいたします。
※必ず、作成した PC 以外で動作確認をしてからお持ちください。
発表データは会場内のパソコンにコピーさせていただきますが、学会終了後に削除いたします。
あらかじめご了承ください。

3.Controversy 発表の方へ
Controversy 発表の方は、ご自身の考えは別にして、与えられたテーマを支持する文献的エビデン
スがどの位あるかを 10 分以内で簡潔に発表ください。発表スライドは、10 ～ 12 枚以内にお願いし
ます。また発表スライドは必ず会場のパソコンにコピーをして、会場のものをお使いください。
お二人の発表のあと、10 分総合討論を行います。
このセッションは特に時間がタイトですので、時間厳守をお願いいたします。

4. イブニングビデオセッション発表の方へ
イブニングビデオセッション
（2 日目 10 月 27 日
（金） 18：30 〜 21：30）はこの学会の目玉の一つです。
演題数も多く、時間がタイトなため、今年も以下要領でお願いします。
・お一人の発表時間は 5 分以内でお願いします。
・データは事前にご提出していただいたものとし、スライドは全部で 5 枚とします。事前提出いた
だきました内容をもってセッションを編成させていただいておりますので、スライド枚数・ビデ
オ分数の厳守をお願いいたします。
皆さまのご理解とご協力をお願いいたします。
・スライドの仕様につきましては下記をご参照ください。
＜仕様（スライド合計 5 枚）＞
1．症例提示

スライド 1 枚

2．画像データ

スライド 2 枚

3．ビデオ

2 分以内

※予め、PowerPoint に取り込み、動作確認をお願いいたします

4．問題点、場内質問・診断等 スライド 1 枚

− 10 −

5. ポスター発表の方へ
ポスター会場：
【優秀演題】ポスター会場 A
（品川プリンスホテル

アネックスタワー

5F

講演会場前ロビー）

アネックスタワー

5F

プリンスホール

【一般演題】ポスター会場 B
（品川プリンスホテル
大雪・岩木・浅間）
発 表 時 間：1 題 6 分（発表 3 分 / 質疑・討論 3 分）
討論形式は各司会の指示に従い、時間厳守でお願いいたします。
ポスター貼付・撤去・発表時間は下記のとおりです。
【優秀演題】
原則として会期中通して掲示していただきます。
セッション No

ポスター貼付

BP-A
BP-B
BP-C

10月26日
（木）
7：30 〜 9：30

ポスター発表
10月26日
（木）
11：20 〜 12：15
10月27日
（金）
11：20 〜 12：15

ポスター撤去
10月28日（土）
15：00 〜 16：00

【一般演題】
日

付

ポスター貼付

ポスター発表

10月26日
（木）
10月27日
（金）

7：30 〜 9：30

11：20 〜 12：15

10月28日
（土）

ポスター展示

ポスター撤去

９：30 〜 11：20
12：15 〜 17：00

17：00 〜 18：00

９：30 〜 11：20
12：15 〜 15：00

15：00 〜 16：00

撤去時間を過ぎても撤去されないポスターは運営事務局
にて処分いたします。
演題番号は運営事務局にて用意いたします。

演題
番号

70cm

演題名
所 属
演者名

20cm

掲示スペースは 1 題あたり、横 90㎝×縦 190㎝となります。

20cm

90cm

演題名・所属・演者名の表示は、横 70㎝×縦 20㎝で各自
ご用意ください（右図参照）
。

190cm

210cm
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6. 利益相反（COI）に関する表示
(1) 口演発表における COI 状態の開示

(2) ポスター発表における COI 状態の開示

スライドの 1 枚目に COI スライドを提示してください。 ポスターの末尾に以下のように提示してください。
日本パーキンソン病・運動障害疾患コングレス
COI 開示
筆頭発表者： 〇〇 〇〇

日本パーキンソン病・運動障害疾患コングレス
COI 開示
筆頭発表者： 〇〇 〇〇

①顧問：
なし
②株保有・利益：
なし
③特許使用料：
なし
④講演料：
なし
⑤原稿料：
なし
⑥受託研究・共同研究費：
〇〇製薬
⑦奨学寄付金：
〇〇製薬
⑧寄付講座所属：
なし
⑨贈答品などの報酬：
なし
⑩主な収入（給与等）を受けている組織： 〇〇病院

①顧問：
なし
②株保有・利益：
なし
③特許使用料：
なし
④講演料：
なし
⑤原稿料：
なし
⑥受託研究・共同研究費：
〇〇製薬
⑦奨学寄付金：
〇〇製薬
⑧寄付講座所属：
なし
⑨贈答品などの報酬：
なし
⑩主な収入（給与等）を受けている組織： 〇〇病院

7. 口演司会の方々へ
案内の放送はいたしません。時間になりましたら司会席に上がり、セッションを開始してください。
演者の紹介は所属とお名前のみで結構です。プログラムがタイトですので、時間厳守をお願いいた
します。特に Controversy は一人の発表時間が 10 分と短いのでご注意ください。
時計係はおりません。司会席に時計がございますので、適宜演者にご注意をお願いいたします。
時間を超過して発表している方に関しては、途中でも中断して結構です。

8. ポスター司会の方へ
ポスターセッション：10 月 26 日（木）
・27 日（金）・28 日（土） 11：20 ～ 12：15
アネックスタワー

5F

ロビーにポスター司会受付を設けています。（各日 10：10 ～ 11：10）

司会を行っていただきますセッション開始の案内放送はいたしません。時間になりましたらセッ
ションを開始してください。
一人の発表時間は 3 分、質疑・討論 3 分の計 6 分です。

9. ランチョンセミナー
開催時間：10 月 26 日（木）
・27 日（金）
・28 日（土） 12:15 ～ 13:15
お弁当は会場入口でお渡しします。整理券配布はございません。

10. 託児室
大変申し訳ございませんが、託児室はございません。
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11. クロークのご案内
場所：品川プリンスホテル

アネックスタワー

5F

ロビー

5F

ロビー／プリンスホール

時間：10 月 26 日（木） 7：30 ～ 21：00
10 月 27 日（金） 7：30 ～ 21：30
10 月 28 日（土） 7：30 ～ 18：00

12. 企業展示のご案内
場所：品川プリンスホテル

アネックスタワー

時間：10 月 26 日（木） 8：00 ～ 18：00
10 月 27 日（金） 8：00 ～ 18：00
10 月 28 日（土） 8：00 ～ 16：40

13. 事務局・ホームページアドレス
＜会員登録等に関するお問合せ＞
MDSJ 事務局
株式会社コンベンションリンケージ
〒 102-0075

内

東京都千代田区三番町 2

TEL：03-3263-8697

FAX：03-3263-8687

E-mail：mdsj@secretariat.ne.jp

http://mdsj.umin.jp/
＜第 11 回コングレスに関するお問合せ＞
第 11 回パーキンソン病・運動障害疾患コングレス 運営事務局
株式会社日本旅行 MICE 西日本エリア
〒 700-0023

内

岡山県岡山市北区駅前町 2-1-7 JR 西日本岡山支社ビル 1F

TEL：086-259-5578
第 11 回パーキンソン病・運動障害疾患コングレス 運営事務局補佐
株式会社キョードープラス
〒 701-0205

岡山県岡山市南区妹尾 2346-1

TEL：086-250-7681

FAX：086-250-7682

E-mail：mdsj11@wjcs.jp

http://www.convention-w.jp/mdsj11/
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大雪・岩木・浅間

