■参加者の皆様へ
１）参加受付
・参加受付は岡山コンベンションセンター３F ホワイエにて行ないます。
・受付時間

8 月 28 日（土）

13：00～17:00

8 月 29 日（日）

8：30～16:00

・参加証は領収書を兼ねていますので、再発行はいたしません。
・参加者には、所属、氏名をご記入の上、会場へ入室の際には必ずご着用ください。
２）参加費
・一般（医師、コメディカル、研究者、企業関係者）

5,000 円

・一般演題発表者

2,000 円

・学生

1,000 円

３）本研究会出席により取得可能な各種単位
・（社）日本透析医学会専門医制度委員会（医師のみ）

3 単位

（参加証の提示にて、所定の証書をお渡しいたします。ご希望の方は総合受付にて手続きをしてください。
）

・日本腎不全看護学会透析療法指導看護師資格ポイント

4 単位

（登録手続きはおこなっておりません。各自で申請をお願いいたします。）

・（社）日本臨床工学技士会血液浄化専門臨床工学技士

3 単位

（登録手続きはおこなっておりません。各自で申請をお願いいたします。）

４）ランチョンセミナー
お弁当を用意しておりますが、数に限りがあります。直接会場にお越しください。
５）企業展示
今回の研究会では、講演とともに企業展示の充実を図りました。各機能商品別の展示方式を採用す
ることにより、各社製品の特徴が把握しやすいように工夫しております。さらに、参加者が様々な装
置、製品を、実際に触れ、動かし、使ってみることで、その特徴を十分把握できるような体験型展示
も企画しております。
６）禁煙
喫煙場所は場内の案内に従ってくださいますよう、ご協力お願いいたします。
７）呼び出し・伝言
会場内での呼出は行ないません。呼び出し、連絡等は総合受付の会員連絡板をご利用ください。

８）クローク
学会参加者用にクロークを設けております（3F ホワイエ）
。貴重品等のお預かりはできませんので、
予めご了承ください。プログラム終了 30 分まで開設いたしますが、時間外の利用はできません。
９）ご注意
・会場内では、携帯電話の電源のスイッチを必ず切るかマナーモードへ切り替えてください。
・学会場内での撮影・録画・録音はご遠慮ください。撮影・録画は本部の許可を必ず得てください。

■座長の先生方へ
１） 会場にこられましたら、お手数ですが「来賓・演者受付」までお越し下さい。
２） 担当セッション開始 15 分前までに、会場にご来場いただき、次座長席へお着きください。
３） 進行は座長に一任いたしますが、各セッションの進行が遅れないようにご留意ください。

■討論者へのお願い
1)

質疑応答は簡潔にお願いします。

2)

発言希望者はあらかじめ会場に設置したマイクの前に並び、座長の指示に従ってください。

3)

追加発言や質疑応答のための PC プレゼンテーションは受け付けできません

■発表時間について
1．各発表の時間は以下の通りです．時間厳守でお願いします．
セッション

発表時間

討論時間

発表形式

基調講演、特別講演

50 分

10 分

PC

VA 基礎セミナー

20 分

5分

PC

技術セミナー1.「VA 機能のモニタリング」

12 分

総合討論 45 分

PC

技術セミナー2.「チームで VA 管理を実践する」

12 分

総合討論 42 分

PC

技術セミナー3.「シャント PTA の実践」

15 分

総合討論 30 分

PC

シンポジウム「臨床現場で CL-Gap をどう活用するか？」

12 分

総合討論 60 分

PC

一般演題（口演発表）

6分

3分

PC

一般演題（ポスター発表）

なし

60 分

ポスター

１）

発表時間は時間厳守でお願いします。

２）

発表時間の合図：終了一１分前 緑ランプ / 終了時 赤ランプ

■PC 発表について
■データ受付について
1)

参加受付後，発表 30 分前までにデータ受付へお越し下さい．
データ受付時間

28 日（土）12：30～17：00
29 日（日） 8：30～12：30

※
2)

早朝にご発表の場合は前日か，当日の朝一番に受付をお済ませ下さい

データ持込みの方は，プレビュー用 PC で持込みデータの試写を行って下さい．試写後，データを大
会運営本部が用意したサーバーへ転送し、各会場でのスライド映写を行ないます。

3)

お預かりしたデータは、大会終了後に大会長が責任をもって削除することをお約束いたします。

4)

PC 持込みの方はミラーリング設定等の確認を行います．

5)

USB メモリはバックアップとして発表時にはご携帯下さい．

■次の場合は、ご自身の PC 持ち込みをお奨めします．
・PowerPoint 以外のプレゼンテーションソフトを使っての発表
・Windows 以外の OS（Mac OS など）を使っての発表
・動画を使っての発表
・特殊なフォントを使用

■Windows でご発表の方へ
発表用パソコン環境

Windows XP，Windows 7

発表形式

液晶プロジェクター

動画環境

Windows もしくは Macintosh

PowerPoint のバージョン

Microsoft PowerPoint

受付可能メディア

USB メモリ，もしくは PC 持ち込み

2003,2007,2010

（動画が含まれている場合や Macintosh の方以外は、極力 USB メモリでお願いいたします）

※動画がある方は，データコピーの際に PowerPoint へのリンクが外れる可能性がありますので，必ずオ
リジナルの動画データもご持参下さい．学会当日，データまたはご持参いただいたノートパソコンをデー
タ受付までご持参下さい．

■Macintosh でご発表の方へ
Mac をご使用の方はご自身の PC をお持込み下さい．

■パソコン持込み時のお願い
1)

外部映像出力端子[D-sub ミニ 15 ピン（3 列）]付のパソコンをご用意下さい．

ジョイントコネクターが必要な機種は忘れずにお持ち下さい（例：Macintosh）
2)

スクリーンセイバー，省電力設定はあらかじめ解除しておいて下さい．

3)

動画使用時にミラーリングができない場合はプロジェクターのみの出力になります．

4)

バッテリー切れを防ぐために AC 電源アダプターを必ずご用意下さい．

5)

画像レイアウトの崩れを防ぐためには、MS ゴシック、MPS ゴシック、MS 明朝、MSP 明朝のご使
用をお薦め致します。

6)

万一、パソコンが不調な場合に備えて、
「USB メモリ」にデータのバックアップをご用意下さい．

■一般演題（ポスター発表）の方へ
1.

発表日時
一般演題（ポスター）の発表日時は、2010 年 8 月 29 日（日）10：00～11：00 です。

2.

発表日時
今回、一般演題（ポスター）では、発表時間を設けておりません。上記時間帯に、各自のポスター前
に立っていただき、参加者と討論していただく形式を取らせていただきます。

3.

ポスター作成上のお願い
本文の字の大きさは 2.5cm×2.5cm 以上とし、図、表、写真は鮮明なものをご用意ください。

4.

使用パネルについて
演題について 120cm(横)×195cm(高さ)のパネルと演題番号を図のように用意します。演者は、演題
番号右のスペースに、演題名、所属、演者（発表者名に○印）を明示してください。ポスターパネル
の高さはや床面より 195cm となりますので、見やすい位置に提示してください。

20cm

100cm
80cm

演題

演題名・所属・演者の順に記載

番号

ください

20cm

190cm
170cm

■優秀演題賞、ベストポスター賞、奨励賞、ベスト展示賞の表彰
一般演題（口演）
、
（ポスター）の中から、優秀演題賞１題、ベストポスター賞１題、奨
励賞２題、体験型展示を対象としたベスト展示賞を選出いたします。このうち、ベストポ
スター賞、奨励賞、ベスト展示賞は、参加者の投票により選出します。投票は、8 月 29 日
（日）11：00～14：00 までの時間に、3F ホワイエを行う予定です。また、8 月 29 日（日）
15：30～15：45 の閉会式にて、発表ならびに表彰式を行ないますので、是非、ご参加くだ
さい。

