
ご案内

学術大会
会 期：平成29年⚗月⚘日（土）・⚙日（日）
会 場：福井商工会議所

〒918-8580 福井県福井市西木田2-8-1 TEL：0776-36-8111（代表）
会 頭：大嶋 勇成（福井大学医学系部門医学領域小児科学）
副 会 頭：長谷川 稔（福井大学医学系部門医学領域皮膚科学）
ホームページ：http://www2.c-linkage.co.jp/jspd41/
事 務 局：福井大学医学系部門医学領域小児科学
事 務 局 長：徳力 周子（福井大学医学系部門医学領域小児科学）
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

TEL：076-222-7571 FAX：076-222-7572
E-mail：jspd41@c-linkage.co.jp

運営委員会
日 時：平成29年⚗月⚗日（金） 18：00～19：00
会 場：ユアーズホテルフクイ「梅の間」
編集委員会
日 時：平成29年⚗月⚗日（金） 17：00～18：00
会 場：ユアーズホテルフクイ「菊の間」
総会
日 時：平成29年⚗月⚘日（土） 11：00～11：30
会 場：第⚑会場（コンベンションホール）
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役 員
会 長：高森 建二（順天堂大浦安病院・皮）
副 会 長：河野 陽一（千葉ろうさい病院・小） 秀 道広（広島大・皮）

運営委員：相場 節也（東北大・皮）
相原 道子（横浜市立大・皮）
赤坂 俊英（前岩手医科大・皮）
秋山 真志（名古屋大・皮）
浅田 秀夫（奈良県立医科大・皮）
足立 雄一（富山大・小）
安部 正敏（札幌皮膚科クリニック・皮）
天谷 雅行（慶應義塾大・皮）
新井 達（聖路加国際病院・皮）
荒川 浩一（群馬大・小）
五十嵐 徹（日本医科大・小）
池田 志斈（順天堂大・皮）
伊崎 誠一（埼玉医科大総合医療センター・皮）
石井 文人（久留米大・皮）
石井 正浩（北里大・小）
石垣 信男（いしがき医院・小）
石川 治（群馬大・皮）
石河 晃（東邦大・皮）
伊藤 保彦（日本医科大・小）
岩田 力（東京家政大子ども学部・小）
岩月 啓氏（岡山大・皮）
宇理須厚雄（うりすクリニック・小）
漆畑 修（宇野皮膚科医院・皮）
衞藤 隆（前東京大・小）
大嶋 勇成（福井大・小）
大塚 藤男（柏ひふ科・皮）
岡部 俊成（岡部クリニック・小）
大矢 幸弘（国立成育医療研究セン

ター・アレルギー科 ・皮）

岡村理栄子（岡村皮フ科医院・皮）
小澤 明（東海大・皮）
大日方 薫（順天堂大浦安病院・小）
尾見 徳弥（クイーンズスクエアメディカルセンター・皮）
片山 一朗（大阪大・皮）
勝岡 憲生（前北里大・皮）
金蔵 拓郎（鹿児島大・皮）
金子 一成（関西医科大・小）
河野 陽一（千葉ろうさい病院・小）
小谷 信行（倉敷成人病センター・小）
小林 正夫（広島大学・小）
佐々木りか子（りかこ皮フ科クリニック・皮）
佐藤 伸一（東京大・皮）
佐藤 徳枝（佐藤皮膚科小児科・小）
澤村 大輔（弘前大・皮）
島田 眞路（山梨大・皮）
下条 直樹（千葉大・小）
須賀 康（順天堂大浦安病院・皮）
鈴木 民夫（山形大・皮）
瀬戸山 充（青雲会病院・皮）
高森 建二（順天堂大浦安病院・皮）
武井 修治（鹿児島大保健学科・小）
常深祐一郎（東京女子医科大・皮）
鶴田 大輔（大阪市立大・皮）
照井 正（日本大板橋病院・皮）
中川 秀己（東京慈恵会医科大・皮）
名嘉眞武国（久留米大・皮）
中村晃一郎（埼玉医科大・皮）

中村 元信（産業医科大・皮）
新関 寛徳（国立成育医療研究センター・皮）
錦織千佳子（神戸大・皮）
長谷川 稔（福井大・皮）
畑 三恵子（高野医科クリニック・皮）
馬場 直子（神奈川県立こども医療センター・皮）
濱崎 雄平（佐賀整肢学園からつ

医療福祉センター ・小）
林 伸和（虎の門病院・皮）
秀 道広（広島大・皮）
日野 治子（関東中央病院・皮）
古江 増隆（九州大・皮）
古川 福実（高槻赤十字病院・皮）
細谷 律子（細谷皮フ科・皮）
松永佳世子（藤田保健衛生大・皮）
松原 知代（獨協医科大越谷病院・小）
水谷 仁（三重大・皮）
三石知左子（ᷤ飾赤十字産院・小）
向井 秀樹（東邦大医療センター大橋病院・皮）
麦島 秀雄（日本大・小）
武藤 正彦（宇部興産中央病院・皮）
村尾 吉規（香芝村尾クリニック・小）
森 蘭子（森こどもクリニック・小）
森田 栄伸（島根大・皮）
森脇 真一（大阪医科大・皮）
安元慎一郎（安元ひふ科クリニック・皮）
吉田 正己（東邦大医療センター佐倉病院・皮）
和田 紀之（和田小児科医院・小）
和田 靖之（東京慈恵会医科大附属柏病院・小）

名誉会員：麻上 千鳥（王司病院・皮）
小川 秀興（学校法人順天堂・皮）
金子 史男（(財)脳神経疾患研究所附属皮膚

免疫・アレルギー疾患研究所 ・皮）
川崎 富作（日本川崎病研究センター・小）
小池 通夫（和歌山県立医科大・小）
斉藤 隆三（東邦大医療センター大橋病院・皮）

手塚 正（中津皮膚科クリニック・皮）
西村 昻三（聖路加国際病院・小）
橋本 清（日本医科大武蔵小杉病院・小）
早川 浩（早川医院・小）
肥田野 信（東京都・皮）
古川 漸（実践女子学園

中高保健センター・小）

本田 光芳（ヒロセクリニック・皮）
藪田敬次郎（住吉クリニック病院・小）
山口規容子（愛育病院・小）
山本 一哉（愛育病院・皮）

功労会員：遠藤 郁夫（浜町小児科医院・小） 加賀美 潔（原田病院・皮） 髙橋 系一（道灌学園保育福祉専門学校・小）

監 事：岩田 力（東京家政大・小） 勝岡 憲生（北里大学・皮）

事務局長：佐々木りか子（りかこ皮フ科クリニック・皮）

事 務 局：〒160-8306 東京都新宿区西新宿5-25-11
㈱日本小児医事出版社内 日本小児皮膚科学会事務局
TEL：03-5388-5192 FAX：03-5388-5193
ホームページ：http://jspd.umin.jp e-mail：shounihifuka ＠ joy.ocn.ne.jp
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県外からのアクセス
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会場周辺図



参加者へのお知らせ

○参加者の方へ
⚑．受付

⚗月⚘日（土）は⚘時半、⚙日（日）は⚘時から受付を開始いたします。
⚒．参加登録

総合受付（⚑F・ロビー）で参加費をお支払いのうえ、参加証（領収書兼用）をお受け取
りください。参加証には、氏名・所属をご記入のうえ、会場内では必ずご着用ください。
参加費

※⚑…コメディカルには、薬剤師、保健師、看護師、カウンセラー・臨床心理士、養護教諭など
の医療従事者、事務系職員が含まれます。

※⚒…学生の方は受付の際に学生証をご提示ください。また、学生証の提示が無い場合は、通常
の参加費をお支払いのうえご参加ください。大学院生は医師・一般のカテゴリーに含まれ
ます。

⚓．プログラム抄録集
発表者等を含む学会員の方へは事前に送付しておりますので、必ず持参してください。
また、当日総合受付にて⚑部1,000円で販売いたします。

⚔．単位
日本皮膚科学会専門医後実績
10単位が取得できます。該当する方は総合受付で署名のうえ、受講証をお受け取りくだ
さい。
受付時間は下記となります。
⚗月⚘日（土） ⚘：30～17：00
⚗月⚙日（日） ⚘：00～12：00

日本小児科学会専門医制度の研修単位
新制度の移行の関係で学会当日ご確認ください。

⚕．懇親会
⚗月⚘日（土）19時から第⚑会場「B1F コンベンションホール」にて開催いたします。
参加登録いただいた方は無料ですので、奮ってご参加ください。

○座長の方へ
⚑．10分前までに次座長席にお着きください。
⚒．時間を厳守し、円滑な進行にご協力ください。

○口演発表の方へ
⚑．10分前までに会場にお越しください。
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医師・一般 17,000円
コメディカル・初期研修医 ※⚑ 10,000円
学生 ※⚒ 無料

医師・一般 17,000円
コメディカル ※⚑ 10,000円
学生 ※⚒ 無料



発表は口演でのパソコンプレゼンテーションとなります。
⚒．発表時間

一般演題の発表時間は⚘分（発表⚕分、質疑⚓分）です。
特別講演、教育講演、シンポジウム、ランチョンセミナー、イブニングセミナー、モ
ーニングセミナー、共催セミナーは指定された時間でお願いします。
一般口演発表はポスター展示はございません。口演用の発表データのみ用意をお願い
します。

⚓．発表形式について
・すべてパソコンによる発表のみで、一面映写です。
・会場にご用意しますパソコン及びスクリーンは全て⚔：⚓スライドに統一しておりま
すので、発表データ（パワーポイント）は、これにあわせて作成してください。

・USB メモリ、パソコン本体による発表が可能です。CD-ROM、FD、MO、ZIP は受
け付けできませんのでご注意ください。

・会場にはWindows のパソコンを用意しております。Macintosh はパソコン本体を持
参してください。

・使用するアプリケーションソフトはWindows 版 PowerPoint2007/2010/2013/2016で
す。Windows でも XP 以前の OS 上で作成した場合、PowerPoint のバージョンに限
らず、PC 上でレイアウトが崩れることがあります。事前に他のパソコンで正常に映
るかどうか、動作確認をしてください。

⚔．データの受付方法
・発表⚑時間前までに、PC 受付（⚑ F・ロビー）までお越しいただき、発表データの
確認を行ってください。

・学術大会⚒日目の発表データも⚑日目に受け付けます。

パソコン本体持ち込みの場合
・お持ち込みいただくパソコンの機種、OS 及びアプリケーションソフトの種類は問い
ません。動画・音声も使用できます。

・会場のプロジェクターへは一般的な外部出力端子（D-Sub 15pin）での接続となりま
す。Macintosh や一部小型パソコンでは RGB 変換コネクタを必要とする機種があり
ますので、D-Sub 15pin への変換コネクタを忘れずにご持参ください。

・AC アダプターを必ずご持参ください。また、念のため USB メモリでバックアップ
データをご持参ください。

USBメモリ持ち込みの場合
・発表データは USB に保存した後、事前に別のパソコンにコピーをして正常に動作す
ることを確認してください。

・受け付けされたデータはサーバーへ登録させていただき、USB はその場で返却いた
します。パソコン内にコピーした発表データは、発表終了後、事務局で責任をもって
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削除いたします。
・ファイル名は「演題番号＋氏名」としてください。
・USBメモリには発表データ（使用動画含む）のみを保存してご持参ください。
・文字フォントはOSに設定されている標準的なフォントをご使用ください。特殊なフ
ォントの場合、表示のずれ、文字化けが生じることがありますので、ご注意くださ
い。
推奨フォント 日本語：MSゴシック・MSPゴシック・MS明朝・MSP明朝
英語：Times New Roman・Arial・Arial Black・Arial Narrow・Century・Century
Gothic

・アニメーション、動画の使用は可能ですが、ご自身のパソコンでの発表を推奨いたし
ます。USBでデータをお持ちいただく際には、以下を遵守してください。
ａ．動画ファイルは、wmv 形式のみ受け付けます。その他の形式では再生できませ

んのでご注意ください。
ｂ．PowerPoint とのリンク状態を保つため、使用動画データも同じフォルダに一緒

に保存してください。
ｃ．動画を含む場合には、バックアップ用としてご自身のパソコンもご持参ください。

・音声の使用も可能です。使用する場合は、データの受け付けの際にお申し出ください。
・スケジュール及びスペースの関係上、PowerPoint の発表者ツール機能は使用できま
せんのでご注意ください。

⚕．発表時のパソコン操作について
演台上に「液晶モニター、操作用キーパッド」がセットしてありますので、発表者ご
自身で操作を行ってください（パソコン本体持ち込みの
場合も同様です）。

※ご自分での操作が困難な方は、事前に運営事務局にご相
談ください。

○ポスター発表の方へ
⚑．ポスターの掲示・撤去について
掲示日程：平成29年⚗月⚘日（土）⚙：00～11：00
撤去日程：平成29年⚗月⚙日（日）15：00～16：00
※撤去時間を過ぎても未撤去のポスターは、事務局で処分
させていただきますのでご了承ください。

⚒．発表時間
ポスター発表：⚗月⚘日（土）18：00～18：50
ポスター発表演者：座長の進行による、⚗分（発表⚕分、
質疑⚒分）

⚓．展示方法
・ポスターの貼付面は縦160cm ×横90cm です（見本図参
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照）。
・パネル上部（縦20cm×横70cm）に演題名、発表者名、所属機関名を貼付してくださ
い。

・左上の演題番号（縦20cm×横20cm）は事務局でご用意いたします。
・画鋲など、貼付に必要な備品は事務局で当日会場に準備いたします。
・掲示物の学会場・事務局への事前送付はご遠慮ください。

○利益相反（COI）の開示について
医学研究に関する演題発表を行う場合、筆頭発表者は、今回の演題発表に際して、日本
小児皮膚科学会の定める利益相反の開示すべき項目に則って、該当しない場合には「日
本小児皮膚科学会の定める利益相反に関する開示事項はありません。」と、該当する場
合には、「日本小児皮膚科学会の定める利益相反に関する開示事項に則り開示します。
該当項目：企業名」と発表スライドの最初、あるいはポスターの末尾に提示してくださ
い。

○クローク
⚑F・ロビーに特設クロークを用意しておりますので、ご利用ください。

○呼び出し、伝言
会場内での呼び出しは、原則として行いません。※ただし緊急の場合は、総合受付にお
申し出ください。

○会場運営についてのお願い
⚑．会場内では、必ず「参加証（領収書兼用のネームカード）」をご着用ください。「参加

証」のない場合にはご入場をお断りする場合がございますので、予めご了承ください。
⚒．会場内での盗難について、事務局では一切の責任を負いかねますので、各自の責任で十

分にご注意ください。
⚓．講演会場、ポスター会場での写真撮影・ビデオ録画・録音等は演者の著作権保護のため

禁止とします。
⚔．講演会場、ポスター会場では携帯電話の電源をお切りになるかマナーモードにしてくだ

さい。
⚕．講演会場でのご質問は、座長の指示に従って所定のマイクを使用して、所属・氏名を述

べてから簡潔明瞭にお願いいたします。円滑な進行にご協力をお願いいたします。
⚖．本学術大会では、クールビズを推奨しております。ノーネクタイ、カジュアルな服装で

お越しください。
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