
お知らせ

参加受付時間・場所

〈日時〉

平成 30 年�月�日（金） 14：00〜18：00 ホールＥ（地下�階）

平成 30 年�月�日（土） 7：30〜18：00 ホールＥ（地下�階）

平成 30 年�月�日（日） 7：15〜14：00 ホールＥ（地下�階）

登録カード

登録カードに必要事項をご記入の上，受付までお越しください。

参 加 費

IMCAS 2018参加者※ 当日参加費

会員医師 12,000円 18,000円

非会員医師 15,000円 25,000円

一般 受付なし 25,000円

コメディカル，美・理容師 受付なし 12,000円

学生 受付なし 5,000円

コメディカル，美・理容師，学生の方は受付で証明書をご提示いただきます。

※ IMCAS 2018：

2018 年�月�日〜�日にパリ，2018 年�月 13 日〜15 日にバンコクにて開催

参加証控えを受付にご提示ください。

単 位

〈学会制度による専門医後実績〉

皮膚科専門医の方は，後実績受付でご記帳の上，「後実績参加証」をお受け取りください。

受付場所・時間は下記の通りとなります。必ず時間内に手続きをお済ませください。

受付場所：ホールＥ（地下�階）

受付時間：平成 30 年�月�日（土） 7：30〜18：00

平成 30 年�月�日（日） 7：30〜12：00

※上記時間内に受付した方に，後実績	単位が与えられます。

〈新専門医制度による後実績単位〉

■日本皮膚科学会 皮膚科専門医の方

後実績単位登録には日本皮膚科学会の会員証が必要です。必ずご持参ください。

新専門医制度による後実績単位を取得する方は，上記の後実績登録の対象外となります。

聴講単位が認められているセッションの会場前で受付をしてください。
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【対象セッション】

�月�日（土）

8：30〜10：00 教育講演� 第�会場 �単位

8：30〜10：00 教育講演� 第�会場 �単位

8：30〜10：00 教育講演� 第�会場 �単位

8：30〜10：00 教育講演� 第�会場 �単位

10：30〜12：00 教育講演� 第�会場 �単位

10：30〜12：00 教育講演	 第�会場 �単位

10：30〜12：00 教育講演� 第�会場 �単位

13：10〜14：40 教育講演� 第�会場 �単位

13：10〜14：40 教育講演� 第�会場 �単位

13：10〜14：40 教育講演 10 第	会場 �単位

15：10〜16：40 教育講演 11 第�会場 �単位

15：10〜16：40 教育講演 12 第�会場 �単位

15：10〜16：40 日本美容外科学会共催セッション 第�会場 �単位

13：10〜14：40 IMCAS 合同セッション� 第�会場 �単位

15：10〜16：40 IMCAS 合同セッション� 第�会場 �単位

17：10〜18：40 IMCAS 合同セッション� 第�会場 �単位

�月�日（日）

9：00〜10：30 教育講演 13 第�会場 �単位

9：00〜10：30 教育講演 14 第�会場 �単位

9：00〜10：30 教育講演 15 第�会場 �単位

13：40〜15：10 教育講演 16 第�会場 �単位

13：40〜15：10 教育講演 17 第�会場 �単位

13：40〜15：10 教育講演 18 第�会場 �単位

13：40〜15：10 教育講演 19 第�会場 �単位

プログラム抄録集

会員の方は事前に送付されたプログラム抄録集を持参してください。

学会誌の購読をご希望の方は「日本美容皮膚科学会事務局」へお申込みください。

プログラム抄録集を当日お求めになる場合には，総合受付にて 2,000円で販売いたします。

（数に限りがございますので，ご注意ください。）

ネームカード

ネームカードに氏名・所属をご記入の上，学会会場，懇親会場で必ずご着用ください。
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懇親会

学術大会�日目終了後，�月�日（土）19：00より帝国ホテル 富士の間（本館�階）にて

開催いたします。懇親会費は無料です。

優秀論文賞授与式

2017 年度日本美容皮膚科学会優秀演題授与式を懇親会にて執り行います。

クローク

地下�階 ホールＥ

禁 煙

会場内はすべて禁煙となっております。

Wi-Fi の利用

大会期間中は以下のエリアでフリーWi-Fi のご利用が可能です。

地下�階 ホールＥ

取 材

会場内における取材に関しては学術大会会頭の事前許可を必要とします。

当日のお申し込みはお受けできません。

※場内での撮影（デジカメ・スマートフォンを含む）録音・VTR 収録などは

原則として禁止します。

必要な場合は学術大会会頭の許可を得てください。

ドリンクコーナー

会期中，地下�階 ホールＥにご用意しておりますので，ご自由にご利用ください。

但し，数量に限りがありますので，予めご了承ください。
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座長へのお願い

�．担当セッション開始予定時刻 15分前までに，講演会場内前方，次座長席にご着席くだ

さい。その際に，会場係にお声かけください。

�．所定の時間内にて終了するようにご配慮ください。

講演者へのお願い

�．講演時間

指定プログラム：セッション毎にお知らせをいたします。

一般演題：�分（口演	分 質疑�分）

�．発表データについて

�）本学会は PC発表のみといたします。

スクリーンは各会場に合わせたサイズ（XGA 1024×768サイズ）の�面のみです。

発表開始予定時刻 30分前までに，ホールＢ棟�階ロビーに設置する PC受付にお越し

ください。

PC受付時間

�月�日（土） 7：30〜16：30

�月�日（日） 7：15〜13：30

�）データの作成にあたってのお願い

①Windows利用の講演者は，発表データをUSBメモリに保存したものをPC受付にお持ち

ください。

※バックアップ用としてお手持ちのノートパソコンをご持参いただくことを推奨いたし

ます。

②Macintoshにて発表をご希望の講演者はご自身のパソコン持参による発表のみとなり

ますので，ご了承ください。接続は，miniD-Sub 15ピン�列コネクターとなります。

持込 PCが専用の外部出力ケーブルを必要とする場合は，必ずご自身で持参してくだ

さい。

［D-sub 15ピン］ ［変換ケーブル］

なお，保存データはご自身の PC以外でも文字化け等がなく，データを読み込めるか

どうかを事前に確認してください。

③文字フォントは PowerPoint に設定されている標準的なフォントのみご用意いたし

ます。
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（例）日本語の場合：MSゴシック，MSPゴシック，MS 明朝，MSP 明朝 など

（例）英語の場合：Times New Roman，Century，Century Gothic，Arial，Symbol など

④会場に設置される機材スペック

［パソコン OS］Windows7

［アプリケーション］Windows版 PowerPoint2007/PowerPoint2010/PowerPoint2013

⑤動画・音声の使用は可能です。バックアップ用として，ご自身の PC をご持参くだ

さい。

⑥当日は演者ご自身で演題上に設置されているキーパッド・マウスを操作していただき

ます。

⑦発表者ツールのご使用はご遠慮ください。

⑧ PC受付でのチェック終了後，会場内の次演者席へ 10分前までにご着席ください。

�．利益相反状況の開示について

発表の際にはタイトルスライドの次に利益相反自己申告に関するスライドを加えてください。

詳細は本学会ホームページをご参照ください。

URL：http://bihifu36.umin.jp/coi.html

優秀演題演者の方へのお願い

優秀演題の演者の方には，口演発表に加えてポスター展示もお願いいたします。

掲 示

地下�階 ホールＥ内の所定の場所に�月�日（土）9：00〜12：00 の間に貼付してくだ

さい。

掲示は学会期間中の�日間行います。

展示方法

展示用パネルの規格は右図のとおりです。

演題番号は事務局で用意しますが，演題名，発表者名，

所属機関名は各自ご用意ください。

貼付に必要な備品は当日，会場に準備します。

優秀演題賞表彰

懇親会にて表彰を行います。必ずご出席くださいます

ようお願いいたします。
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平成 30 年度日本皮膚科学会認定

美容皮膚科・レーザー指導専門医研修会

日時：平成 30 年�月�日（日） 15：25〜17：25

※受付開始は，研修会開始時間の 30分前を予定しています。

会場：第�会場（ホールB5（�））

研修会のご参加については，日本皮膚科学会へ事前の申込が必要です。

（申込期日：平成 30 年�月 13 日）なお，当日の参加申込は行っておりません。

詳細につきましては，日本皮膚科学会ホームページ，または日本皮膚科学会誌をご参照くだ

さい。

問合せ先：日本皮膚科学会事務局・学会事業チーム（TEL：03-3811-5099）

第�回日本痤瘡研究会学術大会

日時：平成 30 年�月�日（日） 15：30〜17：30

会場：第�会場（ホールB5（�））

座 長：古村 南夫（福岡歯科大学総合医学講座皮膚科学分野）

講演�：酒皶，酒 ，酒齇

山﨑 研志（東北大学大学院医学系研究科皮膚科学）

講演�：薬剤耐性アクネ菌の増加と多様化する耐性菌の特徴

中瀬 恵亮（東京薬科大学薬学部病原微生物学教室）

座 長：谷岡 未樹（谷岡皮フ科クリニック）

講演�：ニキビダニと関連する皮膚疾患

田邉 洋（天理よろづ相談所病院皮膚科）

講演�：難治な思春期後痤瘡

林 伸和（虎の門病院皮膚科）

【参加費】

個人会員：無料（予め配布する参加証をご持参ください。）

賛助会員：（�名につき）10,000円※

非会員：（医師）5,000円※/（企業，�名につき）15,000円※

※事前登録の方には，予め参加証をお送りします。

なお，当日の参加申込も受け付けています。
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【スポンサー企業（Sponsor Company）】

プラチナスポンサー（Platinum Sponsors）

ロート製薬株式会社（ROHTO Pharmaceutical Co.,LTD.）

株式会社ジェイメック（JMEC Co.,LTD.）

ゴールドスポンサー（Gold Sponsors）

シネロン・キャンデラ株式会社（Syneron Candela K.K.）

Jeisys Medical Japan株式会社（Jeisys Medical Japan Inc.）

シルバースポンサー（Silver Sponsors）

ガデリウス・メディカル株式会社（GADELIUS MEDICAL K.K.）

サイトンジャパン合同会社（SCITON JAPAN GK）

メディカランド株式会社（Medicaland Co., Ltd.）

ブロンズスポンサー（Bronze Sponsors）

株式会社ベリタス（VERITAS Ltd.）

ガルデルマ株式会社（GALDERMA K.K.）
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