Kampo Medicine

参加者へのご案内
01．会場

大阪国際会議場（グランキューブ大阪）
〒530-0005 大阪市北区中之島 5-3-51
TEL： 06-4803-5585（代）

02．学会ホームページ

http://convention.jtbcom.co.jp/69jsom/

03．お問合せ先

運営事務局：〒541-0056 大阪市中央区久太郎町 2-1-25 JTB ビル 7 階
株式会社 JTB コミュニケーションデザイン ミーティング＆コンベンション事業部内
TEL：06-4964-8869（代） FAX：06-4964-8804
E-mail：69jsom@jtbcom.co.jp

04．参加登録受付

会場内では必ずネームカード（兼領収証）に所属・氏名を記入のうえ、着用してください。
【事前登録をされた方へ】
受付していただく必要はございません。事前にご送付いたしましたネームカードを必ずご持参くだ
さい。
なお、ネームカードケースは、受付で準備しておりますので、ご利用ください。
【当日登録をされる方】
当日登録用紙に必要事項をご記入の上、参加登録受付へお越しください。当日参加費と引き換えに
ネームカード（兼領収書）をお渡しします。ネームカードの再発行はできませんので大切に保管し
てください。
受付日時

当日登録費

6月08日（金） 11：00〜18：00

会員

15,000円

6月09日
（土） 07：30〜18：00

非会員

16,000円

6月10日（日） 07：30〜15：30

学生※

4,000円

受付場所
大阪国際会議場（グランキューブ大阪）
5F

メインホワイエ

※学生は学部学生に限ります。（大学院生は含まれません。）学生証（コピー可）をご呈示ください。
※講演要旨集（学会誌）は、日本東洋医学会の会員登録情報に基づいて、第 69 回日本東洋医学会学術総会
運営事務局より会員の皆様へご送付しております。会員の方は忘れずご持参ください。
なお、当日会場でもご購入いただけます。（1 冊 2,000 円）

05．懇親会

事前登録されていない場合は、5F メインホワイエ 総合受付にてお申込ください。
なお、定員に達した場合はお断りする場合がございます。
会 場：リーガロイヤルホテル大阪 ロイヤルホール
日 時：6 月 9 日（土） 19：00〜
会 費：10,000 円（事前・当日登録）

06．キックオフパーティー

ざっくばらんな漢方談話会〜Meet the“KAMPO”Expert〜

シンポジウムやワークショップなどで座長、演者を務める先生方との肩の凝らない会話を楽しんだ
り、気楽にお話しできる機会をご用意いたしました。
当日、5F メインホワイエ 総合受付にてお申込みください。
会 場：大阪国際会議場（グランキューブ大阪）5 階 まいどおおきに大阪国際会議場食堂
日 時：6 月 8 日（金）18：10〜
会 費：2,000 円（軽食付き）
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07．日本の医薬品産業発祥の地“道修町（どしょうまち）”ツアー

事前登録のみの受付となります。
（株）JTB 西日本 MICE 事業部より事前にご送付いたしましたご案内をご確認いただき、集合場所へ
お越しください。
日 時：6 月 9 日（土）

08．専門医制度について

専門医および認定医の方は専門医制度受付にお越しください。
受付：大阪国際会議場（グランキューブ大阪） 5F メインホワイエ
専門医・認定医の更新点数：
更新点数
20点

受付場所

学術総会

出席

学術総会

発表（演者のみ）

10点

大阪国際会議場（グランキューブ大阪）
5F メインホワイエ

医療倫理・医療安全講習会※2

5点

各回の会場前※3

※1

※1 発表点は学術総会終了後、
記録をもとに学会事務局が登録いたします。当日受付を行う必要はございません。
※2 医療倫理・医療安全講習会は、学術総会期間中、複数回開催されますが、配点は学術総会毎に 1 回のみ
適用されます。開催スケジュールは、【15. 各種講習会】でご確認ください。
※3 医療倫理・医療安全講習会は、途中入場できません。また、途中退場すると更新点数及び受験単位は付与
されません。受験単位についても同様です。

09．クローク
場

日

所：大阪国際会議場（グランキューブ大阪）05F メインホワイエ
12F ホワイエ
時：6 月 08 日（金） 11：00〜19：00
6 月 09 日（土） 07：30〜19：00
6 月 10 日（日） 07：30〜16：45

10．呼び出し

各会場内での放送およびスライドによる呼び出しは行いません。お呼び出しが必要な場合は総合受付
にお申し出ください。伝言板に掲示いたします。

11．食事

会期中の昼食につきましては、ランチョンセミナーにご参加いただくか、館内または周辺のレストラ
ンをご利用ください。

12．ランチョンセミナーについて

6 月 9 日（土）・6 月 10 日（日）のランチョンセミナーにて昼食をご用意します。各会場の昼食数は
限りがございますので予めご了承ください。なお、混雑を避けるため開催当日に整理券を配布いたし
ます。（お一人様一枚のみ：整理券が無くなり次第終了します。）
整理券は、開始 5 分を過ぎると無効となりますのでご注意ください。
場
所：大阪国際会議場（グランキューブ大阪） 5F メインホワイエ
配布日時：6 月 09 日（土） 8：00〜11：30（ランチョンセミナー 1-1〜1-6）
6 月 10 日（日） 8：00〜11：30（ランチョンセミナー 2-1〜2-5）
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13．企業展示／書籍販売
場

所：大阪国際会議場（グランキューブ大阪）

日

時：6 月 09 日（土） 9：00〜18：00
6 月 10 日（日） 9：00〜16：00

05F
05F
10F
12F

メインホワイエ（企業展示、書籍販売）
ロビー（書籍販売のみ）
ロビー（書籍販売のみ）
ロビー・ホワイエ（書籍販売のみ）

14．駐車場

環境へのご配慮と混雑緩和のため、出来る限り公共の交通機関でお越しください。
お車でお越しの場合は、大阪国際会議場（グランキューブ大阪）にございます有料駐車場をご利用

ください（普通車 1 時間￥500、8：00〜22：00）。
但し、学会専用の駐車場ではございませんので、台数に限りがございます。

15．各種講習会

◆指導医講習会
指定研修施設の指導医および地区委員のみが対象となります。
各回とも同じ内容です。
日時
1回目

6月09日（土）8:00〜9:00

2回目

6月10日（日）8:00〜9:00

会場
第9会場（会議室1009）

◆専攻医のための説明会
指定研修施設で研修している専攻医または研修開始予定の医師が対象となります。
各回とも同じ内容です。
日時
1回目

6月09日（土）10:10〜11:10

2回目

6月10日（日）10:30〜11:30

会場
第9会場（会議室1009）
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◆医療倫理・医療安全講習会
途中入場はできません。
専門医・認定医の更新点数及び受験単位が付与されますが、途中退場すると付与されません。
各回とも同じ内容です。
※本年度は利益相反（COI）の内容も含みます。
日時
1回目

6月08日（金）12:10〜13:10

2回目

6月08日（金）13:15〜14:15

3回目

6月08日（金）14:20〜15:20

4回目

6月08日（金）15:25〜16:25

5回目

6月08日
（金）16:30〜17:30

6回目

6月09日（土）09：05〜10:05

7回目

6月09日（土）17:40〜18：40

8回目

6月10日
（日）09:15〜10:15

9回目

6月10日（日）13:25〜14:25

10回目

6月10日
（日）14:40〜15:40

会場

第9会場（会議室1009）

16．市民公開講座

日時：6 月 10 日（日） 14：25〜16：25 会場：第 2 会場（小ホール）
『東洋医学の活用で、子育てに「朝がきた」お話』〜漢方による子育てのパラダイムシフトの提案〜
座長
田中 邦雄（明治国際医療大学附属統合医療センター 教授）
演者
川嶋浩一郎（つちうら東口クリニック 院長／元筑波大学心身障害学系（現人間系障害科学
域）講師／茨城県立こども病院 小児神経精神発達科（非常勤）／日本東洋医学
会 茨城県部会／第 43 回日本小児東洋医学会学術集会 会頭／横浜薬科大学
客員教授）

17．第 69 回定時社員総会

会 場：第 5 会場（会議室 1003）
日 時：6 月 8 日（金） 18：15〜19：15
議 案：第 1 号議案 平成 29 年度事業報告
第 2 号議案 平成 29 年度決算報告
第 3 号議案 名誉会員の承認
上記総会に出席の方は、総会開催案内状を受けた代議員に限ります。案内を受けた代議員は、必ず出
席・欠席をご返信ください。また、総会に欠席、もしくは出欠が未定の場合には、必ず委任状をお出
しください。なお、出席予定の代議員も、万一欠席される場合を考慮して委任状をお出しください。

18．表彰式

会 場：大阪国際会議場（グランキューブ大阪） 5F 大ホール（第 1 会場）
日 時：6 月 9 日（土） 13：20〜13：40
※学術賞、奨励賞、大塚敬節記念東洋医学賞、名誉会員の表彰を行います。
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19．各種単位の取得

◆日本医師会生涯教育単位
※平成 28 年 4 月より、1 日の取得単位の上限はなくなりました。
申告方法・カリキュラムコード等につきましては、
「日本医師会生涯教育 on-line」ホームページ
にてご確認ください。
◆日本薬剤師研修センター研修認定薬剤師または漢方薬・生薬認定薬剤師研修シール
6 月 08 日（金） 3 単位
6 月 09 日（土） 3 単位
6 月 10 日（日） 3 単位
合計 9 単位
※配布場所：5F メインホワイエ
◆全日本鍼灸学会認定指定講座
6 月 09 日（土）14：30〜15：30 医師と鍼灸師のための鍼灸セミナー 1 1 ポイント
6 月 09 日（土）15：30〜16：30 医師と鍼灸師のための鍼灸セミナー 2 1 ポイント
6 月 10 日（日）09：00〜10：00 医師と鍼灸師のための鍼灸セミナー 3 1 ポイント
6 月 10 日（日）10：00〜11：00 医師と鍼灸師のための鍼灸セミナー 4 1 ポイント
6 月 10 日（日）11：00〜12：00 医師と鍼灸師のための鍼灸セミナー 5 1 ポイント
※配布場所：会場前
◆日本産婦人科学会専門医研修出席証明および日本専門医機構参加単位
参加登録をする際、産婦人科の登録ブースにて e 医学会カード（UMIN カード）に印字されたバー
コードを利用し参加登録いただくと日本産婦人科学会専門医研修出席証明（10 単位）および日本専
門医機構 学術集会参加単位（3 単位）が取得できます。
・日本専門医機構の認定講習 6 月 10 日（日）大阪国際会議場（グランキューブ大阪）10F 第 5 会場
単位数
1単位

1単位

分類
産婦人科
領域講習
産婦人科
領域講習

プログラム

領域

時間

生殖

9:00〜10:30

女性医学

10:30〜12:00

ワークショップ6
「これが不妊の治療だ！
〜輝ける未来のために〜」
ワークショップ7
「これがPMS（月経前症候群）の治療だ！
〜女性の笑顔のために〜」

・日本産婦人科医会研修参加証
日本専門医機構の認定講習の入り口に併設する医会シール窓口で 1 枚発行いたします。
配布日時：6 月 10 日（日）9：00〜12：00

単位に関する詳細は、総会 HP の各種単位についてを、ご確認ください。
http://convention.jtbcom.co.jp/69jsom/credit/index.html
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18．ご注意

（1）会場内での録音・写真撮影・ビデオ撮影は固くお断りいたします。
（2）会場内では、携帯電話などの電源はお切りいただくかマナーモードに切り替えてご使用ください。
（3）質問・発言者は予めマイクの前に整列の上、座長の指示に従ってください。
（4）質問を始める前に、所属・氏名を述べてください。
（5）質疑応答・発言は、時間の都合上、途中で打ち切ることもありますので、予めご了承ください。
（6）会場内は禁煙となっております。所定の禁煙場所をご利用ください。

19．会期中の連絡先

運営本部（5F 主催者控室）
TEL：06-4803-5585
※大阪国際会議場（グランキューブ大阪）の代表番号となりますので、運営本部へつなぐようお伝え
ください。
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