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学会参加・発表要項
学会参加の皆様へ

1．総合受付の場所および受付時間
日時 受付時間 受付場所

9 月 12 日（木） 8：00～18：30
KFC Hall

3 階　ホワイエ9 月 13 日（金） 7：30～19：00
9 月 14 日（土） 8：00～13：00

• ご参加の方は、総合受付にて参加費を納入し、参加証をお受け取りください。
• 参加証は会場内では必ず着用してください。

2．学会参加費
医師・一般 13,000 円

メディカルスタッフ  5,000 円

学部学生 無料　受付にて学生証をご提示ください。
（大学院生は除く）

　⃝単位について
　　１）学会参加単位として以下の単位が認められます。 

・日本泌尿器科学会認定の専門医教育研修単位として 3 単位 
・日本専門医機構認定の専門医教育研修単位として 1 単位
　（学術業績・診療以外の活動実績として：認定される参加単位には上限があります。）

（1）専門医認定更新時に参加証の原本を提出（参加証はその時まで保管ください）

　　２）対象セッション受講単位として以下の単位が認められます。 
　　　◆　日本専門医機構　泌尿器科領域講習単位として 1 単位
　　　　①　卒後教育セミナー：「間質性膀胱炎・膀胱痛症候群　診療ガイドライン」　　
　　　　　　日時：9 月 14 日（土）8：30～9：30
　　　　　・  セミナー終了時間まで受講すると 1 単位が付与されます。セミナーの会場入口にて

お渡しする整理券に必要事項をご記入の上、セミナー終了後、退出時に 
整理券と引き換えに、セミナーの会場出口で「受講証明書」をお受け取りください。

　　　◆　日本排尿機能学会専門医 申請・更新対象セミナー
　　　　①　ＪＣＳ専門医セミナー1：「排尿自立指導の実際」
　　　　　　日時：9 月 12 日（木）16：00～17：10
　　　　②　ＪＣＳ専門医セミナー2：「 新・女性下部尿路症状診療ガイドライン： 

改定のポイント」
　　　　　　日時：9 月 13 日（金） 16：30～17：40
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　　　　③　ＪＣＳ専門医セミナー3：「 新・夜間頻尿診療ガイドライン：改定に向けての 
注目点」

　　　　　　日時：9 月 14 日（土） 9：40～11：10
　　　　　・  セミナーの会場入口にてお渡しする整理券に必要事項をご記入の上、セミナー 

終了後、退出時に整理券と引き換えにセミナーの会場出口で「受講証明書」を 
お受け取りください。

3．抄録集販売
　・1 部 3,000 円で販売いたします。
　・会場販売の部数には限りがございますので、必ずご持参ください。

4．会場案内【KFC Hall & Rooms（第一ホテル両国 併設）】
第 1 会場  3 階　KFC Hall
第 2 会場 10 階　Room101～103
第 3 会場 11 階　Room115
第 4 会場 11 階　Room111
第 5 会場 10 階　Room109
第 6 会場 10 階　Room107

ポスター・企業展示会場  3 階　KFC Hall Annex
PC 受付 10 階　ホワイエ
運営本部 10 階　Room106

5．懇親会のご案内
　１）情報交換会
　　　日　時：9 月 12 日（木） 18：30 より
　　　会　場：第一ホテル両国　25 階　スカイバンケット「アジュール」
　　　参加費：無料

　２）会員懇親会
　　　日　時：9 月 13 日（金） 19：00 より
　　　会　場：第一ホテル両国　5 階　「清澄」
　　　参加費：無料

6．教育セミナー
　・  教育セミナーではお弁当をご用意いたします。数に限りがございますので予めご了承 

ください。整理券の配布は行いません。
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7．クロークについて
　・以下の通り、クロークを設置いたしますのでご利用ください。
　　場所：KFC Hall　3 階　ホワイエ

9 月 12 日（木） 9 月 13 日（金） 9 月 14 日（土）

8：00～18：30 7：30～19：00 8：00～16：30
※情報交換会・会員懇親会に参加される方は、懇親会前にお荷物をお引き取りください。

8．託児所について 
　・会期中、会場内に託児所を設置いたします。（無料）（事前登録制）
　　2019 年 9 月 4 日（水）17：00 締切
　　※定員になり次第、締め切らせていただきますのでお早目にお申込みください。

9．報道関係者の方へ 
　・学会期間中、取材を希望される方は、当日「総合案内」へお立ち寄りください。
　　プレス用ネームカードを発行いたします。
　・受付の場所および受付時間

日時 受付時間 受付場所
9 月 12 日（木） 8：00～18：30

KFC Hall
3 階　ホワイエ9 月 13 日（金） 7：30～19：00

9 月 14 日（土） 8：00～13：00

10．写真撮影・ビデオ録画について 
　・  学会期間中、許可を得ていない発表演題に関する写真撮影・ビデオ録画は一切禁止いたし

ます。

11．公衆無線 LAN（Free Wi-Fi）について 
　・  KFC Hall では、無線 LAN によるインターネット接続サービスを用意しております。各階

ごとに接続先が変わりますのでお気をつけください。
　　＜ 3F　KFC Hall ＞
　　　アクセスポイント：KFC Hall / KFC Foyer
　　＜ 3F　KFC Hall Annex ＞
　　　アクセスポイント：KFC Hall Annex
　　＜ 10F 会議室＞
　　　アクセスポイント：KFC10F / KFC10F-2
　　＜ 11F 会議室＞
　　　アクセスポイント：KFC11F
　　◆パスワード（全フロア共通）
　　　kfc12345
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12．呼び出し
　　  会場内の呼び出しは行いません。参加者用の連絡板を受付付近にご用意いたしますので、

呼び出しやご連絡にご利用ください。

13．携帯電話のご利⽤
　　  講演会場内での通話はご遠慮ください。会場内では、電源を切るかマナーモードに設定 

してください。

14．学術集会アプリ
　　  会期の 1 週間前頃に学術集会アプリと抄録検索 Web を配信しますので、ぜひご利用くだ

さい。

　　■抄録検索 Web：
　　　本学会ホームページ（https://site.convention.co.jp/jcs26/）よりご利用いただけます。
　
　　■ 学術集会アプリ：
　　　  iOS 版、Android 版ともにアプリマーケットにて「第 26 回日本排尿機能学会」または

「jcs26」で検索し、インストールしてください。

　　・  学術集会アプリをインストール後、初めて抄録部分を閲覧する際は、パスワードが必要です。
　　・抄録検索 Web は、ログイン時にパスワードが必要です。
　　　【パスワード】26jcs

15. ハンズオンセミナー（グラクソ・スミスクライン株式会社　医学教育助成）
　　  日本排尿機能学会では学会最終日に下記のハンズオンセミナーを予定しています。皆様の

ご参加をお待ちいたしております。
　　  詳細につきましては学会ホームページ（https://site.convention.co.jp/jcs26/）に記載して

ありますので、そちらをご覧ください。

　　■骨盤底筋トレーニングハンズオンセミナー（9 月 14 日　土曜日　13：00～16：00）
　　  　骨盤底筋トレーニングは、尿失禁や骨盤臓器脱に対する保存的治療の主たるものとして、

その有効性が明らかとなっています。しかし、本邦においては、患者に対して紙面 
あるいは口頭での簡易な指導のみにとどまっている場合が少なくありません。

　　  　本学会では、骨盤底筋トレーニングの重要性やペーパークラフトを用いた骨盤底の構造
や解剖、超音波機器を用いての骨盤底筋の動きについての講義を行うとともに、骨盤底筋
トレーニングの指導法と骨盤底筋の体表触診などの実技を行います。 事前申込制（約 60 名）
とします。
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　　■ウロダイナミクス検査ハンズオンセミナー（9 月 14 日　土曜日　13：00～16：00）
　　  　ウロダイナミクス検査は、下部尿路機能の評価に必要な検査です。しかし、複雑な回路

を組み立て、適切な設定を行った上で検査を施行し正確な結果を得るためには一定の知識
と技能経験が必要で、また結果の解析には基本的な学習と経験が必要であるため、検査の
実施を躊躇する施設も少なくありません。

　　  　本学会ではウロダイナミクス検査について、機器の設定、検査方法、さらに検査結果の
解析について、経験豊富な講師の指導のもと、ハンズオンセミナーを開催いたします。

　　　事前申込制・先着順（約 30 名）とします。


