第17回日本高気圧環境・潜水医学会関東地方会総会・学術集会
日

時：平成29年 6月10日（土）9：40 開会（9：20 受付開始）

場

所：���������������
四街道市文化センター 大ホール
〒284-0001 千葉県四街道市大日396

TEL 043-423-1618

FAX 043-423-1424

参加のご案内
●運営要項
①開場・受付
6月10日
（土）9������������������
：�����������������
20より、受付開始・開場致します。
②参加登録
��
a�
） 参加受付で参加費
�������� 999円をお支払い下さい。��������
�������������
（1,000円札
�������� 1� 枚で
�� 1� 円のおつり）
������
領収証を兼ねた参加証をお渡しします。入場の際に着用してください。
��������������������������������
��
b�
） なお���������������������������������������
�����������������������������������������
本学会参加により、������������������������������
日本高気圧環境・潜水医学会が定める高気圧酸素治療������
専門����
医���
の生涯
教育単位（4単位）
を������������
取得����������
することが�����
できます。
�����������������������������������
c����������������������������������
） 日本�������������������������������
臨床�����������������������������
工学技士会の専門臨床工学技士認定制度における単位（3単位）を���������
����������
取得�������
見込みですが、
詳しくは����������������
臨床��������������
工学技士会にお尋ねください�
。
���������������������
d��������������������
） 日本医師会の認定産業医の単位（1単位）と健康スポーツ医の単位
����������������
（1単位）を取得することがで
���������
きます。
③意見交換会
閉会後、意見交換会を予定しております。ぜひご参加下さい。
������������
会場：���������
学術集会会場建物内3階集会室
�����
（301・302）
���������
。�������
��������
会費�����
は検討中。

●口演発表要項
①�������
発表時間は、一般演題8分
���������� � �（��
���
発表6分討論2分�
� ��� � ��
）
�
、シンポジウム
���������
（発表 ��
10 ��
分）
�����������
を予定しております��
が、
演題数により変更することが見込まれますのでホームページ（http://jshm-17kanto.rash.jp/）
の今
後の会告にご注意ください。なお演題の採択に関しましては大会長にご一任下さい。
②��������������������������������������
発表は、事務局で用意するPCでお願い致します。事務局では、Windows
������������������������������������� Microsoft
���������� Office
������� 2010
����
のPCを準備致します。動画・音声のある場合は事前にご連絡�����
くだ���
さい。
・資料は
���� USBメモリ���
���������
、��
又は ��������������
SDカードにてお持ちください
������������������
（受付���������������
にて�������������
コピー����������
した��������
後、直ちにご返却
いたします）
。�
��
・PC持ち込みによる投影はご遠慮ください。
����������������������
・資料は
���� Windows版パワーポイント限定といたします。
�������������������������
・投影用のPCには、Windows版パワーポイント2016を使用いたします。
���������������������������������������
・2012以前のパワーポイントで作成されたデータを映写した場合、一部表組み等が崩れることが
���������������������������������������������
ありますので、2013以降のバージョンで作成��������
して������
ください。
・スライドサイズは、標準
�����������������
（4：3）で作成��������
�����������
して������
ください。
・動画を含むスライドの場合は、受付用PCにて必ず再生をご確認ください。また、可能����
��������������������������������������������
であれば
動画ファイルも単独ファイルでご準備ください（緊急時に単独で再生出来るようにするため���
）��
。
・動画ファイルのフォーマットは
��������������� AVI、MP4、WMVのいずれかで作成������
�������������������������
して����
ください������
（MAC標準
のMOVファイルは再生出来ない可能性があります�
）
。
�


・音声は再生出来ません。
������������
・MACにて作成されたデータは、必ずWindows版のパワーポイントに変換後お持ちください。特
�����������������������������������������������
に動画が含まれている場合、再生可能フォーマットの制限により動画が再生出来ない場合が有り
ますので、ご注意ください。
③���������������������������������������������
発表者は、ご担当の�����������������������������������
��������������������������������������������
群����������������������������������
が始まる20分前までに受付をお済ませ����������������
の上、その群の次演者・次次演者席
等にご着席くだ���
さい。
④�������������������������������������������
今大会では一般演題の口頭発表もポスター展示をお願いしております。大ホール横の展示フロ
アにてポスター貼り付けをお願いします。画鋲もしくは養生テープを事務局で用意致しますので
ご利用ください。

●日本高気圧環境・潜水医学会関東地方会誌への投稿のお願い
本会で発表されました貴重な演題につきまして、日本高気圧環境・潜水医学会関東地方会の学会特
集号に演題論文を収録させていただければ幸甚に存じます。関東地方会誌に玉稿を賜りますようお
願い申し上げます。

●日本高気圧環境・潜水医学会関東地方会への入会のご案内
日本高気圧環境・潜水医学会関東地方会への入会を希望される方は、関東地方会��������
誌�������
巻末の申込書に
必要事項を���������������������������������
ご��������������������������������
記入������������������������������
の上����������������������������
ファックスして���������������������
下さい������������������
。当日受付�������������
に提出����������
されても構いません。

●交通アクセス
▷

JR 四街道駅北口から徒歩 15 分

▷

JR 四街道駅北口������
から����
バス利用

東関東自動車道

四街道市
文化センター

千葉内陸バス「千代田団地」行き
���������������

セブンイレブン

→ 市役所前下車
���������
徒歩 3分
��
���������
ちばグリーンバス「京成佐倉駅」行き
�����������������
または
���「田町車庫」行き
��������
→ 市役所前下車
���������
徒歩 3分
��

四街道 IC

四街道市役所

ヤマダ電機
イトーヨーカドー

四街道中央公園

▷ 京成臼井駅から

消防署

���������
ちばグリーンバス「四街道駅」行き
����������������
→ 市役所前下車
���������
徒歩 3分
��

JR四街道駅

▷ 京成志津駅から

���������
ちばグリーンバス「四街道駅」行き
����������������
→ 緑ヶ丘下車
���������
徒歩 7 分
�
▷ 京成勝田台駅から

■ 当日
【6月10日
（土）
】のお勧め乗換案内
電車

東京駅 総武線乗り場 地下 4 番線ホーム
JR 快速エアポート成田空港行き
東京駅 8：11 → 四街道駅 8：58

バス

四街道駅 北口 2 番乗り場
四街道駅 9：13 → 四街道文化センター

千葉内陸バス「四街道駅」行き
��������������
→ 緑ヶ丘下車
���������
徒歩 7 分
�

●ご連絡先
担 当：��������������������������
威風会栗山中央病院 耳鼻咽喉科・健康管理課 吉田泰行
電 話：0 43 − 4 2 1 − 0 0 0 7 （代表）
F A X����
：��
0 4 3� −
��4 2� 1������
− 0460
E-mail：h b o . k a n t o 1 7 @ g m ai l .co m



