学会のご案内
Ⅰ . 会期
2018 年 6 月 9 日（土）

Ⅱ . 会場
軽井沢プリンスホテル

ウエスト

〒 389-0193
長野県北佐久郡軽井沢町大字軽井沢字矢ケ崎山 1016-88
TEL：0267-42-1112
http://www.princehotels.co.jp/karuizawa-area/
講演会場

国際会議場

浅間

EF

参加受付

国際会議場

浅間

ロビー

PC 受付

国際会議場

浅間

ロビー

学会本部

さくらそう

クローク

ホテルフロント横

機器展示会場

国際会議場

浅間

C

Ⅲ . 総合受付
1. 参加受付は、国際会議場

浅間

ロビーにて行います。

6 月 9 日（土）
：8：20 ～ 17：00
2. 参加登録
日本脳神経外科学会会員の方
会員 IC カードでの参加費決済はできません。参加費は現金でお支払いください。
・会員 IC カードをお持ちの方
会員 IC カードにて日本脳神経外科学会専門医クレジット
登録が可能です。
会員 IC カードをご持参ください。
・会員 IC カードをお持ちでない方
専門医番号または氏名にて日本脳神経外科学会専門医クレジット登録が可能です。
日本脳神経外科学会会員以外の方
受付に用意してある参会者カードに氏名・所属をご記入の上、参会費とともに提出して
ください。
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3. 参加費
（1）医師：5,000 円
（2）放射線技師・臨床工学士などの医療スタッフ：2,000 円（抄録集を含む）
（3）企業の参加者：5,000 円
（4）医師を除く学生・大学院生：無料
※学生は学生証の提示、卒後 2 年目までの初期臨床研修医、外国人留学生は、施設長の
証明証の提出願います。
4. プログラム・抄録集販売
プログラム・抄録集販売は必ずご持参ください。当日ご希望の方には 2,000 円で販売致し
ます。
部数に限りがございますのでご了承ください。
5. クローク
ホテルフロント横にて受付けます。
なお、貴重品はお預かり出来かねますのでご自身にて管理をお願いいたします。
6. 携帯電話
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していただけます
ようお願いいたします。
7. 会期中の撮影・録音行為について
本会では講演会場内は発表者や学会事務局の許可が無い撮影や録音行為を禁止いたします。
何卒趣旨をご理解の上、ご協力をお願いいたします。

Ⅳ . 演題発表
1. 演題発表の先生方へ
1）演題発表時間
・シンポジウム

発表 7 分、質疑応答 2 分

・一般演題

発表 5 分、質疑応答 2 分

・ワークインプログレス

発表 6 分、質疑応答 2 分

2）発表形式
口演は PC 発表に限ります。
（各会場ともスクリーン 1 面、プロジェクター 1 台です。）
メディア持込の場合
・データは USB フラッシュメモリまたは CD-R に保存してお持ちください。
・PC 受付で用意している PC は、Windows 10 の PowerPoint2007、2010、2013、
2016 です。
・Macintosh をご使用の場合には、ご自身の PC 本体をお持ちください。
・OS 標準フォントをご使用ください。
（MS ゴシック、MS 明朝、Times New Roman、
Century 等）
・動画をご利用の方は、必ずご自身の PC をお持ちください。
・プレゼンテーションに他のデータ（静止画・動画・グラフ等）をリンクさせている場
合は、必ずリンクさせている元のデータも一緒にフォルダに保存し、作成した PC とは
別の PC にて事前に動作確認をお願いいたします。
・お預かりいたしましたデータは、学会終了後、責任を持って消去いたします。
The 18th Annual Meeting of the Japan Society of Intraoperative Imaging
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PC 本体持込の場合
・プロジェクターのモニター端子は、ミニ D-Sub15 ピンです。変換コネクタが必要な場
合は、必ずご持参ください。
・電源アダプターを必ずご持参ください。
・スムーズな進行をするために、PowerPoint 附属機能の「発表者ツール」の使用はお
控えください。
・PC トラブルに備え、CD-R または USB フラッシュメモリに保存した発表データを別
途持参ください。
・スクリーンセイバーならびに省電力設定は予め解除して下さい。
・発表終了後、発表会場内オペレーター席にて PC をご返却致します。
3）PC 受付
発表の 30 分前までに受付をお済ませください。
PC 受付は、国際会議場

浅間

ロビーにて行います。

4）発表時の操作
・PC 本体は演台にご準備しておりません。
・演台上のモニターで確認をし、マウスを各自で操作し、発表を行ってください。
2. 座長の先生方へ
1）担当セッション開始予定時刻の 15 分前までに次座長席にお越し頂き、進行席スタッフ
までお声掛けください。
2）プログラムの円滑な進行のため、担当セッションの時間を厳守頂きます様お願いたしま
す。

Ⅴ . 理事会
6 月 9 日（土）12：10 ～ 12：40

国際会議場

浅間

B にて行います。

Ⅵ . 機器展示・休憩コーナー
学会期間中、国際会議場

浅間

D にて行います。

【お問合わせ先】
■第 18 回日本術中画像情報学会

事務局

信州大学医学部脳神経外科
〒 390-8621

長野県松本市旭 3-1-1

TEL：0263-37-2690

FAX：0263-37-0480

E-mail：jsioi2018-office@umin.ac.jp
■第 18 回日本術中画像情報学会

運営事務局

〒 101-0063
東京都千代田区神田淡路町 2-23 アクセスお茶の水ビル 5 階
株式会社ドゥ・コンベンション内
TEL：03-5289-7717

FAX：03-5289-8117

E-mail：jsioi2018-office@umin.ac.jp
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