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• • •　交通のご案内　• • •

●アクセス
　電車で：1階が西武新宿線本川越駅。（天候に関係なくまた荷物等がある場合など大変便利です。）
　　　　　東武東上線川越市駅から徒歩約 7分。JR線、東武東上線の川越駅から徒歩約 10分。
　　　　　駐車場の数に限りがございますので、出来る限り公共交通機関をご利用ください。　
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• • •　会場案内　• • •
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• • •　ご案内　• • •
Ⅰ．学会参加の皆様へ
1．会期	 2020年2月7日（金）・8日（土）

2．会場	 川越プリンスホテル
〒350-8501　埼玉県川越市新富町1-22
TEL：049-227-1111（代表）

口演会場 　Ａ会場 3階「ダイヤモンドルーム・エメラルドルーム」
  　Ｂ会場 3階「サファイアルーム」
  　Ｃ会場 3階「マリーゴールドルーム」

参加受付   3階「ロビー」
PC 受付   3階「ロビー」
学会本部   3階「フリージアB」
クローク   3階「ロビー」
機器展示会場  3階「ロビー」
書籍展示会場  3階「ロビー」
懇親会会場  5階「ティーローズ」　※2月7日（金）開催
PNLSコース  3階「マリーゴールドルーム」　※2月8日（土）開催
PNLSワークショップ 3階「マリーゴールドルーム」　※2月8日（土）開催
メディカ・サロン  3階「マーガレットB」

3．受付
1 ）参加受付は、3階「ロビー」にて行います。
　　2月7日（金）　7：50～18：00
　　2月8日（土）　8：00～16：00

2 ）参加登録
　　本会におきましては、原則として『社団法人日本脳神経外科学会会員カード』（1）を用いて、
　　参加登録・専門医クレジット登録・参会費の支払いを行います。（脳神経外科学会の会員のみ）

（1）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （2）

受付には（1）のみをご持参ください。（2）UFJ会員クレジットカードの持参は不要です。
◆（1）と（2）の両方を取得済みの方
　　（1）を持参していただくことで、参加登録・専門医クレジット登録・参会費支払いが可能です。

◆（1）のみを取得済みの方
　　参加登録・専門医クレジット登録はできますが、参会費は現金支払いとなります。

◆日本脳神経外科学会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
　　専門医番号または氏名で検索して参加登録・専門医クレジット登録はできます。
　　参会費は現金支払いとなります。
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◆日本脳神経外科学会会員以外の方
　　受付に用意してある参加者カードに氏名・所属をご記入の上、参加費とともに提出してください。

※  日本救急医学会専門医等の方は更新時にネームカード（コピー可）を業績目録に添付する事により5点が加
算されます。

3 ）参加費
カテゴリー 金額
医　　師 15,000円
コ・メディカル 2,000円
学生、初期臨床研修医、外国人留学生 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、参加費を免除と致します。

※学会参加費のお支払いで2月7日（金）開催の救急隊フォーラムへもご参加頂けます。

4 ）プログラム・抄録集販売
　　プログラム・抄録集は必ずご持参ください。当日ご希望の方には2,000円で販売致します。
　　部数に限りがございますのでご了承ください。

5 ）新入会受付
　　  学会での発表は学会会員または会長の認めた演者に限ります。当日に参加受付横の新入会受付にて所定の

手続きをお取りください。入会申込等のお問い合せは日本脳神経外科救急学会事務局までお願い致します。

　　◆特定非営利活動法人日本脳神経外科救急学会事務局
　　　関西医科大学総合医療センター　脳神経外科内
　　　　〒570-0074　大阪府守口市文園町10-15　別館3階
　　　　TEL：06-6993-9479（直通）　FAX：06-6991-6207
　　　　E-mail：jsne@takii.kmu.ac.jp

4．各種委員会開催のご案内
2月6日（木）　会場：川越プリンスホテル

委員会 時間 会場
国際委員会 13：30～14：00 3階「ゴールドルーム」
幹事会 14：00～15：00 3階「マリールーム」
常務理事会 15：00～16：00 3階「ゴールドルーム」
理事会 16：00～17：00 3階「マリールーム」
評議員会 17：00～18：00 3階「ダイヤモンドルーム・エメラルドルーム」

2月7日（金）　会場：川越プリンスホテル
委員会 時間 会場
総会 13：20～13：50 3階「ダイヤモンドルーム・エメラルドルーム」
PNLS委員会 14：00～14：30 3階「マリーゴールドルーム」

2月8日（土）　会場：川越プリンスホテル
委員会 時間 会場
災害医療対応委員会 8：00～8：30 3階「カトレアA」

－247－

5．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致します。お弁当をご用意致しますが数に限りがありますのでご了
承ください。ランチョンチケットの発行はございません。

　◆2月7日（金）
セミナー番号 会場 会場名 時間
ランチョンセミナー1 Ａ会場 3階「ダイヤモンドルーム・エメラルドルーム」 12：15～13：15
ランチョンセミナー2 Ｂ会場 3階「サファイアルーム」 12：15～13：15
ランチョンセミナー3 Ｃ会場 3階「マリーゴールドルーム」 12：15～13：15

　◆2月8日（土）
セミナー番号 会場 会場名 時間
ランチョンセミナー4 Ａ会場 3階「ダイヤモンドルーム・エメラルドルーム」 12：15～13：15
ランチョンセミナー5 Ｂ会場 3階「サファイアルーム」 12：15～13：15

6．懇親会開催のご案内
下記の日程にて懇親会を開催致します。皆様ご参加ください。参加費は無料でございます。
　◆2月7日（金）懇親会　5階「ティーローズ」　18：30～

7．機器展示・書籍展示
機器展示・書籍展示を3階「ロビー」にて行います。是非お立ち寄りください。

8．クロークご案内
2月7日（金）・8日（土）の両日とも3階「ロビー」にクロークを設置致します。
ご利用ください。

9．発言者の先生方へ
1 ）発言者はマイクの前に並んでお待ちください。
2 ）質問発言は簡潔にお願い致します。映像の使用はできません。

10．携帯電話の設定
プログラム進行中、会場内では携帯電話のマナーモード設定にご協力ください。

11．「メディカ・サロン」のご案内
2月7日（金）・8日（土）の両日とも3階「マーガレットB」にて談話室「メディカ・サロン」が開設されます。
情報交換ならびに休憩室としてご利用ください。

Ⅱ．座長の先生方へ
1 ）  担当セッション開始15分前までに担当会場に直接お越し頂き、進行席（会場右手前方）のスタッフにお

声掛けをお願い致します。
2 ）セッションの進行は座長にお任せ致します。
3 ）プログラムの円滑な進行のため、担当セッションの時間を厳守していただくようお願い致します。
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Ⅲ．演者の先生方へ
1 ）発表時間　※口演時間の厳守をお願いします。

セッション 発表時間 質疑 総合討論
メインシンポジウム1 8分 無 有
メインシンポジウム2、3 10分 無 有
メインシンポジウム4、5-1、5-2 6分 2分 無
幹事会企画シンポジウム1（基調講演） 15分 無 無
幹事会企画シンポジウム1、2、3 6分 2分 無
共催シンポジウム1 20分 無
共催シンポジウム2（基調講演） 20分 無
共催シンポジウム2、3 6分 2分 無
Asian Young Neurosurgeon’s Forum 9分 無
一般演題 6分 2分 無
救急隊フォーラム　一部　症例発表 15分 10分（アドバイザーコメント含む） 無
救急隊フォーラム　二部　講演 45分 15分（総合討論含む） 有

2 ）PC受付
　　発表の30 分前までに受付をお済ませください。PC受付は3階「ロビー」にて行います。
　　◆2月7日（金）7：50～18：00
　　◆2月8日（土）8：00～16：00

3 ）画角サイズ
　　映像映写時の画角サイズは16：9です。

4 ）発表形式
　　・口演はPC 発表に限ります。（各会場ともスクリーン1面、プロジェクター1台です。）
　　・ご発表データはPowerPointで編集してください。
　　・Windowsにてデータ作成の場合はUSBメモリーのメディアでお持ちください。
　　・動画のある方とMacintoshの場合は必ずご自身のPCをお持ちください。
　　・発表者ツールはご使用出来ません。

　【メディア持込み際の注意点】
　　・データはUSBメモリーでお持ちください。
　　・学会準備のPCのOSはWindows 10、PowerPointのバージョンは2010、2013、2016で用意致します。
　　・OS標準フォントをご使用ください。
　　・  プレゼンテーションデータに他のデータ（静止画・グラフなど）をリンクさせている場合は、必ずリン

クさせている元データも一緒にフォルダに保存し、作成したPCとは別のPCにて事前に動作確認をお願
い致します。

　　・お預かり致しましたデータは学会終了後、責任を持って消去致します。

　【パソコンをご持参される場合】
　　・動画のある方とMacintoshの場合は必ずご自身のPCをお持ちください。
　　・  会場内のスクリーンへの投影のために、外部ディスプレイ出力端子を装備しているコンピューターを使

用してください。会場に設置の液晶プロジェクターへの接続は標準的なMini D-Sub 15pinです。それ
以外のインターフェイスを装備している場合は、必ず各自で変換アダプターを持参してください。

　　・電源アダプターを必ず持参してください。
　　・  不測の事態に備え、プレゼンテーション用データファイルでのバックアップをUSBメモリーで持参し

てください。
　　・iPadやSurface、その他タブレット端末については、動作の保証は出来かねます。
　　・発表終了後、会場内オペレーター席にてPCをご返却致します。
　　・  PC受付にて動作確認されたコンピュータは発表の20分前までに会場内のPCオペレーター（次演者席

脇）に各自で預けてください。

5 ）発表時の操作
　　・PC本体は演台にご準備しておりません。
　　・  演台上のマウス・ディスプレイに接続されていますので、ご自身で演台上のマウス等を操作してご発表

ください。
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Ⅳ．発表者のCOI申告および発表スライド上でのCOI提示について
日本脳神経外科学会関連学会である本学会は、日本脳神経外科学会におけるCOI指針に準拠する形でCOI情報
を報告・提示する必要があると考え、COIに関する指針作成を以下の通りとさせていただきますので、ご協力
の程宜しくお願い申し上げます。

　　A. 日本脳神経外科学会会員の発表者の先生方へ
　　　  日本脳神経外科学会へのCOI申告（jns.umin.ac.jp/member/system/COI.html）と発表時のスライド上

でのCOI提示をお願い申し上げます。なお、「昨年1月～12月のCOI状態について一般社団法人日本脳
神経外科学会へCOI自己登録が完了している」という条件を満たす必要がありますので、ご注意くださ
い。また、発表スライド上でのCOI提示につきましては、日本脳神経外科学会ホームページ上の学会主
催におけるCOIマネージメントの要点についてのPDFをご参考に「筆頭演者は日本脳神経外科学会へ
のCOI自己申告を完了しています」の文言等を付記してください。

　　B. 日本脳神経外科学会会員ではない発表者の先生方へ
　　　  第25回大会では、日本脳神経外科学会の会員ではない先生方におかれましても、COI申告と発表時のス

ライド上でのCOI 提示を行っていただきたいと思います。
　　　  つきましては、日本脳神経外科学会会員でない発表者の先生方におかれましても、お手数ですが自己申

告書をダウンロードし（jns.umin.ac.jp/member/system/COI.html）、必要事項をご記入の上、第25回
日本脳神経外科救急学会運営事務局　宛にFAX（03-5289-8117）にて申告をお願い申し上げます。

　　　  また、発表スライド上でのCOI提示につきましては、上記Aの先生方と同様に日本脳神経外科学会ホー
ムページ上の学会主催におけるCOIマネージメントの要点についてのPDFに準拠し、「筆頭演者は日本
脳神経外科救急学会への試験的なCOI 自己申告を完了しています」の文言等を付記してください。

【スライド見本】
　　開示すべきCOIがない例　　　　　　　　　　　　　　開示すべきCOIがある例

Ⅴ．脳神経外科診療領域講習の単位
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2単位の取得が可能です。
単位を取得する為には、参加受付とは別に「領域講習単位受付」にもお立寄りください。
必ず各日の入場時（該当セッションの始まる前）と退場時（該当セッション終了後）に会員カードをかざして
単位受付を行って頂く必要がございます。

（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。
受付された時間より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。

領域講習受付を忘れた場合
受付記録が滞在証明の全てになります。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。

脳動脈瘤の外科治療（演題名）
筆頭演者のCOI 開示

日本脳神経外科病院（施設名）

脳卒中太郎（氏名）

日本脳神経外科病院（施設名）
脳卒中太郎（氏名）

筆頭演者は日本脳神経外科学会へのCOI自己申告を

完了しております

日本脳神経外科学会へのCOI自己申告を完了
しており、昨年1～12月において本講演に関
して開示すべきCOIは以下の通りです。

1. 役員、顧問職 なし
2. 株の保有 なし
3. 特許権使用料 なし
4. 講演料 あり（○○製薬）
5. 原稿料 なし

脳動脈瘤の外科治療（演題名）
日本脳神経外科病院（施設名）

脳卒中太郎（氏名）
筆頭演者は日本脳神経外科学会へのCOI自己申告を

完了しております

本演題の発表に関して開示すべきCOIはありません
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Ⅲ．演者の先生方へ
1 ）発表時間　※口演時間の厳守をお願いします。

セッション 発表時間 質疑 総合討論
メインシンポジウム1 8分 無 有
メインシンポジウム2、3 10分 無 有
メインシンポジウム4、5-1、5-2 6分 2分 無
幹事会企画シンポジウム1（基調講演） 15分 無 無
幹事会企画シンポジウム1、2、3 6分 2分 無
共催シンポジウム1 20分 無
共催シンポジウム2（基調講演） 20分 無
共催シンポジウム2、3 6分 2分 無
Asian Young Neurosurgeon’s Forum 9分 無
一般演題 6分 2分 無
救急隊フォーラム　一部　症例発表 15分 10分（アドバイザーコメント含む） 無
救急隊フォーラム　二部　講演 45分 15分（総合討論含む） 有

2 ）PC受付
　　発表の30 分前までに受付をお済ませください。PC受付は3階「ロビー」にて行います。
　　◆2月7日（金）7：50～18：00
　　◆2月8日（土）8：00～16：00

3 ）画角サイズ
　　映像映写時の画角サイズは16：9です。

4 ）発表形式
　　・口演はPC 発表に限ります。（各会場ともスクリーン1面、プロジェクター1台です。）
　　・ご発表データはPowerPointで編集してください。
　　・Windowsにてデータ作成の場合はUSBメモリーのメディアでお持ちください。
　　・動画のある方とMacintoshの場合は必ずご自身のPCをお持ちください。
　　・発表者ツールはご使用出来ません。

　【メディア持込み際の注意点】
　　・データはUSBメモリーでお持ちください。
　　・学会準備のPCのOSはWindows 10、PowerPointのバージョンは2010、2013、2016で用意致します。
　　・OS標準フォントをご使用ください。
　　・  プレゼンテーションデータに他のデータ（静止画・グラフなど）をリンクさせている場合は、必ずリン

クさせている元データも一緒にフォルダに保存し、作成したPCとは別のPCにて事前に動作確認をお願
い致します。

　　・お預かり致しましたデータは学会終了後、責任を持って消去致します。

　【パソコンをご持参される場合】
　　・動画のある方とMacintoshの場合は必ずご自身のPCをお持ちください。
　　・  会場内のスクリーンへの投影のために、外部ディスプレイ出力端子を装備しているコンピューターを使

用してください。会場に設置の液晶プロジェクターへの接続は標準的なMini D-Sub 15pinです。それ
以外のインターフェイスを装備している場合は、必ず各自で変換アダプターを持参してください。

　　・電源アダプターを必ず持参してください。
　　・  不測の事態に備え、プレゼンテーション用データファイルでのバックアップをUSBメモリーで持参し

てください。
　　・iPadやSurface、その他タブレット端末については、動作の保証は出来かねます。
　　・発表終了後、会場内オペレーター席にてPCをご返却致します。
　　・  PC受付にて動作確認されたコンピュータは発表の20分前までに会場内のPCオペレーター（次演者席

脇）に各自で預けてください。

5 ）発表時の操作
　　・PC本体は演台にご準備しておりません。
　　・  演台上のマウス・ディスプレイに接続されていますので、ご自身で演台上のマウス等を操作してご発表

ください。
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の程宜しくお願い申し上げます。
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　　　  日本脳神経外科学会へのCOI申告（jns.umin.ac.jp/member/system/COI.html）と発表時のスライド上

でのCOI提示をお願い申し上げます。なお、「昨年1月～12月のCOI状態について一般社団法人日本脳
神経外科学会へCOI自己登録が完了している」という条件を満たす必要がありますので、ご注意くださ
い。また、発表スライド上でのCOI提示につきましては、日本脳神経外科学会ホームページ上の学会主
催におけるCOIマネージメントの要点についてのPDFをご参考に「筆頭演者は日本脳神経外科学会へ
のCOI自己申告を完了しています」の文言等を付記してください。

　　B. 日本脳神経外科学会会員ではない発表者の先生方へ
　　　  第25回大会では、日本脳神経外科学会の会員ではない先生方におかれましても、COI申告と発表時のス

ライド上でのCOI 提示を行っていただきたいと思います。
　　　  つきましては、日本脳神経外科学会会員でない発表者の先生方におかれましても、お手数ですが自己申

告書をダウンロードし（jns.umin.ac.jp/member/system/COI.html）、必要事項をご記入の上、第25回
日本脳神経外科救急学会運営事務局　宛にFAX（03-5289-8117）にて申告をお願い申し上げます。

　　　  また、発表スライド上でのCOI提示につきましては、上記Aの先生方と同様に日本脳神経外科学会ホー
ムページ上の学会主催におけるCOIマネージメントの要点についてのPDFに準拠し、「筆頭演者は日本
脳神経外科救急学会への試験的なCOI 自己申告を完了しています」の文言等を付記してください。

【スライド見本】
　　開示すべきCOIがない例　　　　　　　　　　　　　　開示すべきCOIがある例

Ⅴ．脳神経外科診療領域講習の単位
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2単位の取得が可能です。
単位を取得する為には、参加受付とは別に「領域講習単位受付」にもお立寄りください。
必ず各日の入場時（該当セッションの始まる前）と退場時（該当セッション終了後）に会員カードをかざして
単位受付を行って頂く必要がございます。

（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。
受付された時間より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。

領域講習受付を忘れた場合
受付記録が滞在証明の全てになります。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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脳卒中太郎（氏名）

筆頭演者は日本脳神経外科学会へのCOI自己申告を

完了しております

日本脳神経外科学会へのCOI自己申告を完了
しており、昨年1～12月において本講演に関
して開示すべきCOIは以下の通りです。

1. 役員、顧問職 なし
2. 株の保有 なし
3. 特許権使用料 なし
4. 講演料 あり（○○製薬）
5. 原稿料 なし

脳動脈瘤の外科治療（演題名）
日本脳神経外科病院（施設名）

脳卒中太郎（氏名）
筆頭演者は日本脳神経外科学会へのCOI自己申告を

完了しております

本演題の発表に関して開示すべきCOIはありません
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領域講習単位を取得できる認定講習会は、以下の通りです。
日付 時間 セッション 取得単位数

2月7日（金） 12：15～13：15
ランチョンセミナー1 1単位
ランチョンセミナー2 1単位
ランチョンセミナー3 1単位

2月8日（土） 12：15～13：15 ランチョンセミナー4 1単位
ランチョンセミナー5 1単位

15：30～16：30 幹事会主催アフタヌーンセミナー 1単位

Ⅵ．連絡先
【第25回日本脳神経外科救急学会】
　埼玉医科大学国際医療センター　脳卒中外科
　　事務局長：池田　俊貴
　　〒350-1298　埼玉県日高市山根1397-1
　　TEL：042-984-4111　FAX：042-984-4304
　　E-mail：jsne2020-office@umin.ac.jp

【日本脳神経外科救急学会】※新入会等のご連絡はこちらにお願い致します。
　特定非営利活動法人日本脳神経外科救急学会事務局
　関西医科大学総合医療センター　脳神経外科内
　　〒570-0074　大阪府守口市文園町10-15　別館3階
　　TEL：06-6993-9479（直通）　FAX：06-6991-6207
　　E-mail：jsne@takii.kmu.ac.jp

【会期中連絡先】
　川越プリンスホテル
　　〒350-8501　埼玉県川越市新富町1-22
　　TEL：049-227-1111（代表）
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故 河本 圭司先生追悼講演

 「  河本圭司先生を偲んで」
2020年2月7日（金）　11：40～12：05
A会場　3階「ダイヤモンドルーム・エメラルドルーム」
座長：黒岩　敏彦（  畷生会脳神経外科病院）
演者：島　　克司（  桃泉園北本病院　副院長兼リハビリテーションセンター長）

文　　化　　講　　演

CL．「  「その1秒を削りだせ！」～勝つための組織づくり」
2020年2月7日（金）　13：50～14：30
A会場　3階「ダイヤモンドルーム・エメラルドルーム」
座長：佐藤　　章（  東京共済病院　救急科・脳神経外科）
演者：酒井　俊幸（  東洋大学　陸上競技部　長距離部門監督）

特　　別　　講　　演

SL．「  Neurotrauma Care in the Metropolitan Area of Vienna, Austria」
2020年2月8日（土）　11：15～12：05
A会場　3階「ダイヤモンドルーム・エメラルドルーム」
座長：栗田　浩樹（  埼玉医科大学国際医療センター　脳卒中外科）
演者：Martin Ortler（  Department of Neurosurgery, Rudolfstiftung Hospital, Vienna, Austria）
共催：日本特殊陶業株式会社

メインシンポジウム

MS1．「  我らが担う脳神経外科救急：U30 session」
2020年2月7日（金）　8：30～9：20
A会場　3階「ダイヤモンドルーム・エメラルドルーム」
座長：宮地　　茂（  愛知医科大学脳神経外科）
　　　黒田　　敏（  富山大学医学部　脳神経外科）
　　　鰐渕　昌彦（  大阪医科大学　脳神経外科・脳血管内治療科）

MS2．「  我らが担う脳神経外科救急：U40 session」
2020年2月7日（金）　9：20～10：20
A会場　3階「ダイヤモンドルーム・エメラルドルーム」
座長：本郷　一博（  伊那中央病院）
　　　淺井　昭雄（  関西医科大学　脳神経外科）
　　　大宅　宗一（  埼玉医科大学総合医療センター　脳神経外科）

MS3．「  我らが担う脳神経外科救急：U50 session」
2020年2月7日（金）　10：30～11：30
A会場　3階「ダイヤモンドルーム・エメラルドルーム」
座長：若林　俊彦（  名古屋大学医学部　脳神経外科）
　　　吉野　篤緒（  日本大学医学部　脳神経外科）
　　　眞田　寧皓（  近畿大学医学部　脳神経外科）


