
― 5 ―― 4 ―

ご　案　内

学会参加の皆様へ

 1. 会　期

2018年10月26日（金）・27日（土）

 2. 会　場

❖�朱鷺メッセ 新潟コンベンションセンター（http://www.tokimesse.com/）  
〒950-0078　新潟市中央区万代島6番1号  
TEL：025-246-8400

　口��演��会��場�  A会場　2F スノーホール A 
B 会場　2F 中会議室201 
C 会場　3F 中会議室301

　参��加��受��付� 2F ホワイエ

　P ��C��受��付 2F ホワイエ

　大��会��本��部� 2F 小会議室203

　ク��ロ��ー��ク� 2F ホワイエ

　懇親会会場 ホテル日航新潟　31F 展望室

　機器展示会場 2F スノーホール B

　書籍展示会場 2F スノーホール B 会場前

　休憩コーナー 2F スノーホール B（機器展示会場併設）

 3. 総合受付

1）�参加受付は、2F ホワイエにて行います。

  10月26日（金） 7：45～17：00  
10月27日（土） 7：45～15：00

2）�参 会 費

  医  師  ・  企  業 ： 15,000円
 コ ・ メ デ ィ カ ル ： 3,000円
 学生・初期研修医 ： 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
証明証の提出があれば、参会費を免除といたします。ホテル日航新潟
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3）�参加登録

 記帳台に用意している参会者カードをご記入の上、 各参加受付窓口で登録をお願いします。

	 1.	日本脳神経外科学会の会員証をお持ちで、会員UFJ クレジットカードに入会済みの方

   会員証をご持参いただくことで、参加登録・専門医クレジット登録・参会費の支払い
が可能です（UFJ カードの持参は不要です）。

  ◦参会費はクレジットカード決済でお支払いください。

  ◦ 脳神経外科学会生涯教育クレジット登録は、参会費の決済（支払い）と同時に完了し
ます。

 2.	日本脳神経外科学会の会員証をお持ちで、会員UFJ クレジットカードに未入会の方

  参加登録・専門医クレジット登録はできますが、参会費は現金でお支払ください。

 3.	日本脳神経外科学会の会員でカードを取得していない方、カードをお忘れになった方

  ◦参会費は現金でお支払ください。

  ◦専門医クレジット登録は、専門医番号または氏名で検索して登録します。

 4.	日本脳神経外科学会会員以外の方

  参会者カードに氏名・所属をご記入の上、参会費とともに参加受付に提出してください。

4）�日本脳神経外科学会クレジット

 この学会の一般社団法人日本脳神経外科学会生涯教育クレジット点数は10点です。

5）�脳神経外科領域講習の単位受付

  現脳神経外科専門医の先生は2018年以降、脳神経外科領域講習の単位取得が必要（5年
間20単位）となります。本学会では2日間で最大4単位の取得が可能です。

　 専門医の単位を取得するためには、参会受付とは別に総合受付にある「単位受付」にも
お立ち寄りいただき、必ず各日の入場時と退場時に会員カードをかざして単位受付を行っ
ていただく必要があります。（一社）日本脳神経外科学会会員カードを忘れずにご持参く
ださい。受付時間より1日の滞在時間を記録し、その間に開催されていた領域講習の単位
が付与されます。なお、会員カードをお忘れの方は別途窓口がございますので、そちら
で必ず受付を行ってください。  
また、領域講習単位とは別に、学会参加単位が1単位付与されます。

� 領域講習受付を忘れた場合

  受付記録が滞在証明のすべてになります。如何なる理由でも自己申告は受け付けており
ませんので、必ず1日2回の領域講習受付を忘れずにお願いします。
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　領域講習単位を取得できる認定講習会は、以下のとおりです。

日にち セッション時間 会　場 セッション名 単位数

10月26日（金） 12：20～13：20 A会場 ランチョンセミナー1 1単位

10月26日（金） 12：20～13：20 B会場 ランチョンセミナー2 1単位

10月26日（金） 14：00～15：00 A会場 特別講演1 1単位

10月27日（土） 11：20～12：20 A会場 特別講演2 1単位

10月27日（土） 12：25～13：25 A会場 ランチョンセミナー3 1単位

10月27日（土） 12：25～13：25 B会場 ランチョンセミナー4 1単位

 4. プログラム・抄録集

会員には事前に送付しておりますので、必ずご持参ください。 
当日ご希望の方には、2F ホワイエ総合受付内「総合案内」にて3,000円で販売いたします。 
なお、部数に限りがございますのでご了承ください。

 5. 新入会・年会費

本会は、一般社団法人日本神経内視鏡学会の会員および会長が参加を認めた方のみ、ご参
加いただけます。未入会の方は事前に下記事務局、または当日、新入会受付にて所定の手
続きを済ませてください。

　一般社団法人日本神経内視鏡学会　事務局�
　　〒113‒8421　東京都文京区本郷2‒1‒1 
　　順天堂大学医学部脳神経外科内　日本神経内視鏡学会事務局 
　　TEL：03‒5684‒5572　FAX：03‒5684‒5582　E-mail：jsne-adm@umin.ac.jp

 6. ランチョンセミナー開催のご案内

下記の日程にてランチョンセミナーを開催いたします。 
整理券の配布などはありません。 
ただし、お弁当の数には限りがありますので、ご了承ください。

❖10月26日（金）
　ランチョンセミナー1 A会場（2F スノーホール A） 12：20～13：20
　ランチョンセミナー2 B 会場（2F 中会議室201） 12：20～13：20

❖10月27日（土）
　ランチョンセミナー3 A会場（2F スノーホール A） 12：25～13：25
　ランチョンセミナー4 B 会場（2F 中会議室201） 12：25～13：25



― 8 ―

 7. 懇親会開催のご案内

日　時：10月26日（金） 18：20～

会　場：ホテル日航新潟 31F 展望室

参加費：無料

皆さんのご参加をお待ちしております。

 8. 機器展示・書籍展示

機器展示：2F スノーホール B

書籍展示：2F スノーホール B 会場前

時　　間：�10月26日（金） 9：00～18：00  
10月27日（土） 9：00～15：00

是非お立ち寄りください。

 9. クロークのご案内

場　所：�2F ホワイエにて受付けます。  
貴重品はお預かりできかねますのでご自身にて管理をお願いいたします。

時　間：�10月26日（金） 7：45～18：00  
懇親会にご参加される方は一度お引取りいただき、ホテル日航新潟31F 展望室の
クロークへ改めてお預けください。

　　　　10月27日（土） 7：45～15：00

 10. 休憩コーナーのご案内

10月26日（金）、27日（土）両日、2F スノーホール B（機器展示併設）にてドリンクコーナー
を設置しております。ご利用ください。

 11. 携帯電話のご利用について

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いただきますよう
ご協力をお願いいたします。

 12. 会場内でのWi-Fiご利用について

学会期間中、すべての会場内で使用可能です。

使用可能場所：朱鷺メッセ 新潟コンベンションセンター　2F ～4F フロア（会場内含む）

SSID：TOKI_Premium_WiFi

パスワード：2018niigata
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 13. 録画・録音・写真撮影について

著作権保護のため、講演会場内で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。 
趣旨をご理解の上、ご協力をお願いいたします。

 14. 各種委員会

評議員選出委員会　　�日　時：10月25日（木） 16：30～17：00 
場　所：ホテルオークラ新潟 5F 梅の間

理　　 事　　 会　　�日　時：10月25日（木） 17：00～18：30 
場　所：ホテルオークラ新潟 5F メイフェア

社　�員�　総�　会　　�日　時：10月26日（金） 13：25～13：55 
場　所：�朱鷺メッセ 新潟コンベンションセンター 

C 会場（3F 中会議室301）

 15. 平成30年度 第2回一般社団法人日本神経内視鏡学会主催講習会のご案内

日　時：10月25日（木） 11：45～16：00（受付時間11：15～11：30）

場　所：朱鷺メッセ 新潟コンベンションセンター 4F マリンホール

食事を済ませてから受講してください。なお、申し込みは既に終了しています。

 16. お問い合わせ先

第25回一般社団法人日本神経内視鏡学会 事務局

  新潟大学脳研究所 脳神経外科学分野内 
〒951-8585 新潟市中央区旭町通1番町757番地 
TEL：025-227-0653  FAX：025-227-0819

第25回一般社団法人日本神経内視鏡学会 運営事務局

　 株式会社アド・メディック内 
〒950-0951　新潟市中央区鳥屋野310 OSM ビル1F 
TEL：025-282-7035　FAX：025-282-7048 
E-mail：jsne25@admedic. jp


