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■プログラム委員会
大  会  長　　 三邉　義雄　　　 金沢大学医薬保健学総合研究科　精神行動科学分野
副大会長　　 松原　三郎　　　 社会医療法人財団松原愛育会　松原病院

　　 北村　　立　　　 石川県立高松病院
（以下 50 音順・敬称略）

伊豫　 雅臣 　千葉大学大学院医学研究院　精神医学
大城　 将也 　菊川市立総合病院
川﨑　 康弘 　金沢医科大学　精神神経科学
岸本　 年史 　奈良県立医科大学　精神医学講座
澤　　　 温 　社会医療法人北斗会　さわ病院
杉山　 直也 　公益財団法人復康会　沼津中央病院
鈴木　　 満 　外務省診療所
谷野亮一郎 　医療法人社団和敬会　谷野呉山病院
栃本　 真一 　石川県立高松病院
野原　　 茂 　富山県立中央病院　精神科
橋本　 隆紀 　金沢大学医薬保健学総合研究科　精神行動科学分野
八田耕太郎 　順天堂大学医学部附属練馬病院
平川　 究緑 　社会医療法人財団松原愛育会　松原病院
平田　 豊明 　千葉県精神科医療センター
藤田　 　潔 　医療法人静心会　桶狭間病院　藤田こころケアセンター
村上　 直人 　静岡県立こころの医療センター
村田　 哲人 　福井県立病院こころの医療センター

■後援
石川県
金沢市
日本精神科病院協会石川県支部
公益社団法人石川県医師会
公益社団法人金沢市医師会
石川県病院薬剤師会
石川県精神保健福祉協会
石川県精神保健福祉士会
公益社団法人石川県看護協会
一般社団法人日本精神科看護協会石川県支部
石川県精神神経科診療所協会
公益社団法人石川県作業療法士会
一般社団法人石川県社会福祉士会
公益社団法人日本介護福祉士会石川県支部

１．参加受付
受付は金沢市文化ホール 1F・ホワイエにて行います。
　11 月2 日（木）　9：00 ～ 16：30
　11 月3 日（金）　8：30 ～ 14：30
受付にご用意しております「参加申込書」に必要事項をご記入の上、参加費を添えてお申込みください。
受付時にネームカード（兼領収書）をお渡しいたします。
＊会場内ではネームカードを必ずご着用ください。

２．当日学会参加費
会員（医師）　　　　   12,000円
非会員（医師）　　　   16,000円
医師以外・研修医 　　10,000円
学生 　　　　　　　 　 3,000円（受付で学生証をご提示ください）

３．懇親会
日　時：2017年11月2日（木）17:45～19:45
会　場：金沢ニューグランドホテル 4F・金扇
参加費：5,000円
＊定員になり次第締め切らせていただきます。

４．プログラム・抄録集（本誌）
追加で購入をご希望の方は、総合受付にて1冊2,000円で販売いたします。

５．共催セミナー（企業共催）
＜ランチョンセミナー（整理券制）＞
　11月2日（木）　12：00～13：00
　11月3日（金）　12：00～13：00
　＊ランチョンセミナーは整理券制です。以下の時間より総合受付付近にて整理券を配布いたします。
　　無くなり次第終了させていただきます。数に限りがありますので、ご了承ください。
　11月2日（木）　9：00～11：00
　11月3日（金）　8：30～11：00
＜モーニングセミナー＞
　11月3日（金）　9：00～9：50
　＊モーニングセミナーは整理券がございません。直接会場までお越しください。
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６．研修ポイント

＜日本精神神経学会専門医研修ポイント＞
日本精神科救急学会は、公益社団法人日本精神神経学会から同学会の精神科専門医資格の更新に
かかる研修ポイント取得対象学会（取得点数の該当群B）に認定されております。

※日本精神神経学会専門医資格をお持ちの先生は、第25回日本精神科救急学会総会の参加にあたり、
日本精神神経学会が発行している「日本精神神経学会会員カード」をご持参ください。

　1会期3単位が取得上限となります。
会場内総合受付付近の「単位受付」にてカードをご提示いただければ、
所定の手続きをいたします。
なお、詳細につきましては、日本精神神経学会ホームページ（http://www.jspn.or.jp）の
『精神科専門医制度規則』『精神科専門医制度規則施行細則』をご覧ください。

＜日本作業療法士協会研修ポイント＞
日本精神科救急学会は、一般社団法人日本作業療法士協会より生涯教育基礎研修ポイント付与対象SIG

として認定されております（対応ポイント90 分から1 日：1 ポイント、2 日以上に2ポイント）。

※会場内総合受付付近の「単位受付」へお申し出いただければ、「SIG 認定参加証明書」を
　お渡しいたします。

＜日本病院薬剤師会「精神科薬物療法認定薬剤師」認定ポイント＞
日本精神科救急学会は、一般社団法人日本病院薬剤師会の精神科薬物療法認定薬剤師の認定対象とな
る講習会として認定されております（30 分0.25 単位）。

※会場内総合受付付近の「単位受付」へお申し出いただければ、「講習会受講証」を
　お渡しいたします。

＜日本病院薬剤師会「日病薬病院薬学認定薬剤師制度」認定ポイント＞
日本神経科救急学会は、一般社団法人日本病院薬剤師会の日病薬病院薬学認定薬剤師制度の認定対象
となる学会として認定されています（1日3単位）。

※会場内総合受付付近の「単位受付」へお申し出いただければ、研修単位シールを
　お渡しいたします。

注意事項：「精神科薬物療法認定薬剤師」と「日病薬病院薬学認定薬剤師制度」の両方を取得することは
出来ません。どちらか一方を選択し、お手続きください。

7．日本精神科救急学会への新入会・年会費

当日、年会費を納入される方、本学会に入会を希望される方は、「年会費・入会受付」（金沢市文化
ホール 1F・総合受付内）へお越しください。

8．企業展示・書籍展示

日時：11月2日（木）10：00～17：00
　　　11月3日（金）9：00～15：30
会場：金沢市文化ホール 1F・ホワイエ

9．クローク

日時：11月2日（木）9：00～18：00
　　　11月3日（金）8：30～17：30
会場：金沢市文化ホール 1F・ホワイエ
　　　※懇親会の際は金沢ニューグランドホテル　4F・特設クロークにお預けください。

● 大会事務局
金沢大学医薬保健学総合研究科精神行動科学分野
〒920-8640 石川県金沢市宝町13-1
公式ホームページ　http://www2.c-linkage.co.jp/jaep2017/

● 運営事務局
株式会社コンベンションリンケージ　Linkage北陸内
〒920-0025　石川県金沢市駅西本町1丁目14番29号 サン金沢ビル3F

TEL : 076-222-7571 ／ FAX : 076-222-7572
E-mail : jaep2017@c-linkage.co.jp
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１．研究の倫理的配慮      

発表に際しては、世界医師会「ヘルシンキ宣言」(2008年10月修正)、日本精神神経学会「臨床における
倫理要網」（1997年5月)、厚生労働省「臨床研究に関する倫理指針」（2008年7月改訂)、文部科学省・
厚生労働省「疫学研究に関する倫理指針」（2007年8月改訂）などの指針に則って、被験者のプライバ
シー保護、匿名性の保持等に十分なご配慮をお願いいたします。

2. 発表データについて

・会場で使用するPC は下記の通りです。
　■　OS ： Windows 7
　■　アプリケーション：Windows 版 PowerPoint 2007 / 2010 / 2013
・発表データに使用するフォントは、文字化けやレイアウトずれを防ぐため、特殊なフォントは使用せ
　ず標準搭載されているフォント（MS・MSP 明朝、MS・MSP ゴシック、Times New Roman、Century

　等）を使用して下さい。
・解像度はXGA（1024 × 768）です。これ以外のサイズで作成した場合、正確に表示されない場合が
　ございますのでご注意ください。また、画面をぎりぎりまで使用すると再現環境の違いにより文字や
　画像のはみ出し等の原因になることがあります。
・動画をPowerPointで使用される場合は、OSに標準掲載されているWindows Media Playerで動作する形
　式にて作成し、PowerPointにリンクしてください。
　※PowerPointとのリンク状態を保つため、動画データも同一のフォルダ内に保存してください。動画
　　の再生に不安のある方は、念のためご自身のPC をご持参いただくことをお勧めします。
・データファイルはUSBフラッシュメモリまたはCD-Rにてご持参ください。
・USBメモリまたはCD-Rに保存したデータは、データを作成したPCとは異なるPCでも動作確認を行っ

てください。
・データファイルやそれを保存するUSB メモリ、CD-R などは、最新のウイルス駆除ソフトで感染がな
　いかどうかを必ずチェックした上で、ご持参ください。

◆ご自身のPC を使用される方へ◆
・Macintoshは持ち込みの場合のみ、対応可能です。
・Macintoshで作成されたデータをご使用される場合は、事前にWindowsのパソコンで動作確認をした
　上でデータをお持ちください。（なお、学会会場にMacintoshはございませんのでご注意ください）
・ご自身のPCを使用される場合は、下記図のMini D-sub 15 ピンの外部出力端子付のPCをご持参くだ
　さい。なお、SONYのVAIO・SHARPのMebius・Macintoshなど一部の（薄型）ノート型PCで、モニ
　ター出力端子のMini D-sub 15 ピンが装備されていないものがあります。この端子が装備されていな
　いノート型PCをご使用の場合は、付属もしくは別売のアダプターを必ずご持参ください。
　※事務局でご用意するのは、通常のMini D-sub15 ピンに対応する端子のみとなります。

ご発表に関してのお願い
３．PC受付

・発表データファイルは、「PC受付」にご発表の30分前までにお持ちいただき、試写と動作確認を必ず
　行ってください。
・お預かりしたデータファイルは、学会終了後に運営事務局が責任を持って消去いたします。
・「PC 受付」の場所と開設時間は下記の通りです。
　場　　所：金沢市文化ホール 1F・ホワイエ（第1会場用）
　 金沢ニューグランドホテル　4F・ホワイエ（第2～4会場用）
　開設時間：11月2日（木）　9：00～16：30
　　　　　　11月3日（金）　8：30～15：30

４．発表方法

・一般演題の発表時間は、発表7分以内、質疑3分以内です。時間の厳守をお願いいたします。
・その他の指定演題（特別講演、シンポジウム等）は事前にご案内している時間を厳守してください。
・ご発表セッション開始の15分前までに各会場前方の「次演者席」に着席して待機してください。
・PCプレゼンテーション用のプロジェクターを会場にご用意しております。スライドプロジェクターや
　OHPのご用意はしておりませんのでご了承ください。
・発表データの操作は、発表者ご自身で行って頂きます。

　● 座長の先生方へのお願い

・ご担当セッション開始15分前までに各会場前方の「次座長席」にご着席ください。
・シンポジウム、教育研修コース等につきましては、事前に発表時間や討論時間を登壇者の方々と
　ご相談の上お決めください。
・一般演題は、発表時間7分以内、質疑応答3分以内となっております。時間を厳守していただき、学
　会のスムーズな進行にご協力をお願いいたします。
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JR金沢駅からのアクセス
　タクシー約10分、バス約15分

＜バスのご案内＞
　金沢駅前（東口バスターミナル）3番・8～11番のりば
　「南町・尾山神社」下車　徒歩約3分
※バスに関する詳細については「北鉄バス」専用サイト
　もしくはアプリにてご確認願います。
　http://www.hokutetsu.co.jp/route-bus

小松空港からのアクセス
　空港連絡バスで金沢駅まで　約40分
　金沢駅より上記路線バスに乗換後、約15分

主な周辺有料駐車場
①システムパーク高岡町No.2
②タイムパーク駐車場
③高岡町パーキング
④ファースト P高岡町
⑤システムパーク高岡町駐車場
⑥名鉄協商パーキング金沢南町
⑦北國パーク
⑧文化ホール前パーキング

※駐車料金、営業時間、駐車台数等は各駐車場で
　ご確認ください。
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会場アクセス 会場案内図

〈周辺図〉


