
第 43 回日本母体胎児医学会学術集会 
 

 

学術集会 学術集会日時：2020 年 8 月 28 日（金）～29 日（土） 

     会場：名古屋観光ホテル 

        〒460-8608 名古屋市中区錦一丁目 19-30 

     会長：関谷 隆夫（藤田医科大学医学部産婦人科学 臨床教授） 

 

幹事会  日時：8 月 27 日（木） 17：30～19：30 

     会場：未定  

 

総会   日時：8 月 28 日（金） 11：30～12：00 

     会場：名古屋観光ホテル 第 1 会場 2 階「曙（東）」 

 

懇親会  日時：8 月 28 日（金） 19：00～21：00 

     会場：名古屋観光ホテル 第 1 会場 2 階「曙（東）」 

 

名古屋市中区錦一丁目 19-30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



参加者の皆様へ 
 

☆学会期間中はスーツ、ネクタイではなく、カジュアルな服装でお越しください 

 

Ⅰ. 受付・参加費 

 事前登録はございませんので、参加受付にて当日お支払いください（現金受付のみ）。 

 参加章に所属・氏名をご記入のうえ、会場では必ずご着用ください。 

 

1. 受付時間：8 月 28 日（金） 8：00～17：00 

     8 月 29 日（土） 8：00～14：00 

 

2. 受付場所：名古屋観光ホテル 2 階 曙 

 

3. 学術集会参加費 

医師（会員）                 15,000 円   

医師（非会員）               18,000 円 

その他 助産師・臨床検査技師          6,000 円 

1 年目の助産師・臨床検査技師、初期研修医、学生 無料 

        ※学生の方は、受付にて学生証をご提示ください。 

 

4. 懇親会参加費：無料 

 

Ⅱ. プログラム・抄録集  

   日本母体胎児医学会会員は、事前に配布されましたプログラム・抄録集を大会当日ご持参ください。 

   非会員及びご希望の方には、当日 1 冊 2,000 円で販売いたします。 

 

Ⅲ. 各種研修証明について 

  <研修単位> 

  ・日本産科婦人科学会専門医 研修出席証明：10 単位 

  「e 医学会カード（UMIN カード）」を利用します。会員の皆様は「e 医学会カード（UMIN カード）」を 

  ご持参のうえ、受付にお申し出ください。 

  ※e 医学会カード未受取・紛失等でお持ちでない方 

   運転免許証等でご本人確認のうえ、登録確認を行います。 

 

 ・日本産科婦人科医会研修参加証：日ごと 1 枚配布 

  シールを各日発行いたします。受付にお申し出ください。 

 

 ・日本周産期・新生児医学会：5 単位 

  各自、更新時に参加章（名札）の下部にある参加証明書にて申請ください。 

  （筆頭演者としての発表があれば 5 単位を追加） 

 

 



 ・日本超音波医学会：5 単位 

  各自、更新時に参加章（名札）の下部にある参加証明書にて申請ください。 

 

 

Ⅳ. 日本専門医機構 単位付与講習について 

  下記のセッションにおいて日本専門医機構の単位を付与いたします。 

開催日 時間 会場 セッション 付与単位 

8 月 28 日（金） 13：00～16：00 第 1 会場 パネルディスカッション 産婦人科領域講習

8 月 29 日（土）  9：00～12：00 第 1 会場 シンポジウム 産婦人科領域講習

8 月 29 日（土） 13：00～16：00 第 2 会場 特別講演 産婦人科領域講習

 専門医機構の認定講習は、各講習会場での対象セッション開始の 10 分前から講習参加受付を開始します。 

 開始 10 分を過ぎた場合、聴講は可能ですが、専門医機構単位付与されません。ご了承ください。 

 

 ＊日本産科婦人科学会専門医研修出席証明、専門医機構単位の申請には e 医学会カード（UMIN カード）を 

  ご使用いただけます。    

 

 ＊日本産科婦人科学会会員で e 医学会カードを紛失等でお持ちでない方 

  運転免許証等でご本人確認のうえ、登録確認を行います。 

 

Ⅴ. 懇親会のご案内 

  日時：8 月 28（金） 19：00～21：00 

  会場：名古屋観光ホテル 2 階 曙（東） 

  参加は無料です。皆様の参加をお待ちしております。 

 

Ⅵ. クローク 

  名古屋観光ホテル 2 階 クロークをご利用ください。 

 

Ⅶ. 企業展示 

  名古屋観光ホテル 2 階 曙に設置します。 

 

Ⅷ. 撮影・録音について 

  講演会場での撮影・録音は、学会側が認めた場合以外、禁止となります。 

  ご協力いただきますようお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

座長・演者の皆様へ 
 

座長の皆様へ 

  座長受付は設置しません。担当セッションの開始 15 分前に、会場内前方の「次座長席」にご着席くださ 

  い。 

  担当セッションが時間内に終了するよう、円滑な運営にご協力お願いいたします。 

 

演者の皆様へ 

Ⅰ. 発表方法 

（1） 発表形式は PC 発表です。 

スライドやビデオは使用できませんので、ご注意ください。 

（2） 会場へは、1.USB メモリ、2.CD-R、3.パソコン本体、以上の 1～3 のうち、いずれかの形で発表データ

をお持ち込みください。 

（3） 講演開始 30 分前迄に PC 受付にて発表データの試写と受付を済ませてください。 

PC 持ち込みの方も、30 分前迄に PC 受付へお越しください。 

（4） パワーポイントの「発表者ツール」機能は使用できません。 

（5） PC 受付のパソコンは台数が限られています。 

受付パソコンを独占しての長時間のデータ修正はご遠慮願います。 

学会場ではレイアウト修正のみとし、データ修正等は事前に済ませてから学会場へお越しください。 

 

★ご発表 10 分前には、会場内前方の「次演者席」にご着席ください。 

 

 <発表時間> 

  一般演題 発表 6 分、討論 4 分（計 10 分） 

    特別講演・パネルディスカッション・シンポジウム（事前にご案内したとおりの時間） 

  時間厳守にご協力ください。 

 

Ⅱ. 発表データをお持ち込みの方へ 

 ■USB メモリ、または CD-R（RW 不可）をお持ち込みの方への注意事項 

 （1）ソフトは、以下のものをご使用ください。 

      Windows 版 PowerPoint2007/2010/2013/2016 

    ※Macintosh をご使用の方は、PC をお持ち込みください 

    ※動画ファイルをご使用の方は、PC をお持ち込みください 

 （2）フォントは OS 標準のもののみご使用ください。 

 （3）画面の解像度は、XGA（1024×768, 4：3）でお願いいたします。 

 （4）CD-R（RW 不可）への書き込みは、ISO9660 方式をお使いください。 

    ※パケット方式ですと、会場 PC で読み込めない恐れがあります。 

  



 ■ノート PC をお持ちの方への注意事項 

 （1）バックアップとして、必ずメディアもご持参ください。 

 （2）画面の解像度は、XGA（1024×768）でお願いいたします。 

 （3）PC 受付の液晶モニターに接続し、映像の出力チェックを行ってください。 

    ※PC の機種や OS によって、出力設定方法が異なります。 

 （4）プロジェクターとの接続ケーブル端子は、ミニ Dsub15 ピンです。 

    ※特に VAIO、MacBook 等小型 PC は、別途附属コネクタが必要な場合がありますので、くれぐれも 

     ご注意ください。 

（5） スクリーンセーバー、省電力設定は事前に解除願います。 

（6） コンセント用電源アダプタを必ずご持参ください。 

※内蔵バッテリー駆動ですと、ご発表中に映像が切れる恐れがあります。  

 


