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参加者の皆様へ

◆総合受付（パシフィコ横浜 展示ホールA）
受付時間　10月5日（木） 7：00～17：30
　　　　　10月6日（金） 7：30～18：30
　　　　　10月7日（土） 7：30～11：00
参加登録

参加登録費 当日参加登録

日本核医学会会員・日本核医学会賛助会員・
AOFNMB会員・日本核医学技術学会会員 40,000円

非会員・企業 40,000円
初期研修医・大学院生・学生・留学生※1

（医学部大学院生・社会人大学院生を除く） 25,000円

日本核医学技術学会会員
（入場可能フロア制限あり）※2 15,000円

日本核医学技術学会非会員
（入場可能フロア制限あり）※2 20,000円

放射線技術学・学生・核医学技術系大学院生
（社会人を除く）
（入場可能フロア制限あり）※2

2,000円

看護師
（入場可能フロア制限あり）※2 5,000円

看護師
（入場可能フロア制限なし） 10,000円

同伴者※3 5,000円
情報交換会

（Welcome	Reception） 3,000円

※1　	オンライン参加登録後、学生、大学院生は学生証のコピー、留学生は所属長の
署名入りの証明書（書式自由）をメール（reg-aocnmb2017@convention.co.jp）
へ送ってください。当日参加登録される方は受付にてご提示をお願いします。
但し、医学部大学院生・社会人大学院生を除きます。

※2　 1階メインホールと5階フロアのみ入場可能です。
※3　	同伴者は参加者の配偶者、家族に限ります。同伴者はランチョンセミナー、ポ

スター発表を含むプログラムへの参加はできません。開会式と閉会式のみ、参
加可能です。
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会員・非会員・看護師・初期研修医・大学院生・学生・留学生の参加登録費には以下
が含まれます：
・全ての学術プログラムへの参加（「入場可能フロア制限あり」の参加者は一部の学

術プログラムへの参加）
・機器展示への参加
・ネームカード・参加証
・会期中のコーヒーブレイク
・開会式と閉会式への参加

事前登録をお済ませの方は学会当日、印刷した確認証（Confirmation）をご持参いた
だき、事前登録受付にお越しください。

当日受付の方は、参加受付票に必要事項をご記入の上、総合受付へご提出ください。
※参加受付票はホームページからもダウンロードできますので、あらかじめ記入してご持参される

ことをおすすめします。

・参加受付票と引換えにネームカードを発行いたしますので、ご氏名、ご所属をご記
入の上、会場内では必ず着用してください。ネームカードには参加証明証兼領収書
が付いていますので、大切に保管してください。再発行はいたしません。

・初期研修医・大学院生・学生・留学生の方は、総合受付にて学生証をご提示ください。
但し、医学部大学院生・社会人大学院生を除きます。留学生は所属長の署名入りの
証明書（書式自由）をご提示ください。

・日本核医学会の賛助会員である企業等の職員・社員は、日本核医学会の会員と同額
の参加登録料でご参加いただけます。社員証・名刺をご提示ください。

・医師の方は、当日参加登録料は40,000円となります。	
参加登録後の参加カテゴリー変更は行えません。

◆学会抄録集
本学会のプログラム集アプリをご利用ください（9月27日公開予定）。抄録アプリの
利用には下記のパスワードの入力が必要です。

「jsnm2017」
〈日本核医学会〉
・学会誌『核医学』はJ-STAGEで掲載します。紙媒体の抄録号は販売いたしません。

〈日本核医学技術学会〉
・日本核医学技術学会会員の方には事前に送付されます。会員でない方、あるいは、

追加の抄録が必要な方は、会場で有料（2,000円）にてご購入ください。
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◆呼び出し
・口演会場、ポスター会場、展示会場いずれも、呼び出しはいたしません。
・メッセージボードを会議センター 2階のクローク付近に設けますので、用件を記載

したメモを貼付してください。
・貼付した方は、責任をもって外してください。

◆合同開会式（パシフィコ横浜 会議センター 1階 メインホール）
10月5日（木） 8：00～8：30

◆合同閉会式（パシフィコ横浜 会議センター 1階 メインホール）
10月7日（土） 12：30～13：00

◆機器展示（パシフィコ横浜 展示ホールA 1階）
開会式　　10月5日（木）  9：30～10：00
展示時間　10月5日（木） 10：00～17：00
　　　　　10月6日（金）  9：00～17：00
　　　　　10月7日（土）  9：00～12：00

◆PC受付（パシフィコ横浜 会議センター 1階）
受付時間　10月5日（木）  7：30～17：30
　　　　　10月6日（金）  7：30～18：30
　　　　　10月7日（土）  7：30～11：00

◆クローク（パシフィコ横浜 会議センター 2階、展示ホールA 1階）
受付時間　10月5日（木）  7：00～18：30
　　　　　10月6日（金）  7：30～18：30
　　　　　10月7日（土）  7：30～13：30

◆インターネットサービス（Wi-Fi）
イベントホールおよびロビー・通路にて無線LANをご利用いただけます。
SSID：FREE-PACIFICO（パスワード不要）

◆情報交換会（ヨコハマグランドインターコンチネンタル 3階 ボールルーム）
10月6日（金） 19：00～20：30
・ 4学会合同の懇親会を参加費3,000円にて開催いたします。
・情報交換会の会場内ではネームカードをご着用ください。
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◆核医学専門医・PET 核医学認定医・核医学診療看護師の方へ
総会参加ネームカードは今回の総会出席証明書を兼ねています。
教育講演出席証明書は教育講演の会場で配布されます。
いずれも認定更新時に必要となりますので、大切に保管してください。
再発行はいたしません。

◆関連会議
〈日本核医学会・AOCNMB〉
・日本核医学会理事会
　　日時：10月4日（水） 13：00～18：00
　　会場：第7会場（パシフィコ横浜 会議センター 4階 413）
　　控え室：第8会場（パシフィコ横浜 会議センター 4階 421）
・社員総会（評議員会）
　　日時：10月6日（金） 17：30～18：30
　　会場：第2会場（パシフィコ横浜 会議センター 3階 303+304）
・授賞式
　　日時：10月7日（土） 12：00～13：00
　　会場：第1会場（パシフィコ横浜 会議センター 1階 メインホール）
・アジアオセアニア核医学会総会
　　日時：10月5日（木） 17：30～18：10
　　会場：第7会場（パシフィコ横浜 会議センター 4階 414+415）

〈日本核医学技術学会〉
・第6回理事会
　　日時：10月4日（水） 14：00～17：00
　　会場：第12会場（パシフィコ横浜 会議センター 5階 511+512）
・総会
　　日時：10月6日（金） 13：10～14：10
　　会場：第11会場（パシフィコ横浜 会議センター 5階 503）
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◆利益相反
下記の発表者には利益相反宣言があります。

〈核医学会〉
　市原　　隆	 研究費　　東芝メディカルシステムズ株式会社
　菊池　正史	 社員収入　MSD株式会社
　栗本　貴子	 社員収入　GEヘルスケア・ジャパン株式会社
　原田　龍一	 研究費　　クリノ株式会社
　本村　信篤	 社員収入　東芝メディカルシステムズ株式会社
　森安　健太	 社員収入　東芝メディカルシステムズ株式会社
　李　　恵子	 研究費　　アステラス病態代謝研究会

〈核医学技術学会〉
　大場　　誠	 山形大学大学院医学系研究科
　奥田　恭平	 鳥取大学医学部附属病院
　片山　　豊	 大阪市立大学医学部附属病院
　林　　佑理	 国際医療福祉大学
　藤田　元春	 株式会社日立製作所
　細川　翔太	 弘前大学
　山下　康輔	 富士フィルムRIファーマ株式会社

　発表時にはすべての発表者に利益相反の開示が義務付けられます。口頭発表の場
合は発表スライドの2枚目（タイトルの後）に、ポスター発表者はポスターの最後部
に利益相反の開示を必ず提示いただきます。発表される学会のHPをご参照ください。
http://www2.convention.co.jp/nm2017/index.html（第57回日本核医学会学術総会）
http://www2.convention.co.jp/aocnmb2017/index.html（AOCNMB	2017）
http://jsnmt2017.umin.jp/coi/index.html（第37回日本核医学技術学会総会学術大会）

◆その他
　会期中、以下の特別セッションや研究会が企画されています。奮ってご参加ください。

　　ASNMTミーティング
　　日時：10月6日（金） 9：00～18：40
　　会場：第12会場（パシフィコ横浜 会議センター 5階 511+512）

　　研修医セミナー
　　日時：10月6日（金）13：30～16：30
　　会場：第4会場（パシフィコ横浜 会議センター4階 302）
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　　核医学看護フォーラム
　　日時：10月7日（土） 9：00～11：40
　　会場：第9会場（パシフィコ横浜 会議センター 5階 501）

　　日中核医学交流会
　　日時：10月7日（土） 14：00～17：00
　　会場：第11会場（パシフィコ横浜 会議センター 5階 503）

　　日本心臓核医学会ジョイントシンポジウム
　　日時：10月7日（土） 8：00～9：30
　　会場：第4会場（パシフィコ横浜 会議センター 3階 302）

　　 日本核医学会・日本歯科放射線学会合同セッション　口腔顎顔面核医学フォーラム
　　日時：10月7日（土） 9：45～11：45
　　会場：第8会場（パシフィコ横浜 会議センター 4階 416+417）

　　PET核医学ワークショップ
　　日時：10月7日（土） 10：00～12：00
　　会場：第4会場（パシフィコ横浜 会議センター 3階 302）

　　第18回日本脳神経核医学研究会
　　日時：10月7日（土） 13：30～15：45
　　会場：第5会場（パシフィコ横浜 会議センター 3階 311+312）

　　第36回呼吸器核医学研究会
　　日時：10月7日（土） 14：00～16：15
　　会場：第6会場（パシフィコ横浜 会議センター 3階 313+314）

　　第7回核医学なでしこの会　※講演会スタイルとなります。
　　日時：10月6日（金） 14：00～16：00
　　会場：第8会場（パシフィコ横浜 会議センター 4階 416+417）
　　※	核医学の領域に関わる女性同士（医師、診療放射線技師、薬剤師、看護師、研

究者、その他）の親睦を図り、情報の交換を行うことを目的とした講演会です。
男性の参加も可能です。	 	
フロア制限により4階に入れない方で参加希望の方は、総合受付にて「なでし
この会」限定の4階フロア入場チケットをお受け取りください。
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　　ランチョンセミナーのご案内
　　・	機器メーカー、医薬品メーカーによるランチョンセミナーが予定されておりま

す。
　　・	パシフィコ横浜 会議センター1階にて、開催当日のセミナー分の整理券を配布

いたします。
　　〈整理券配布時間〉（予定数配布後終了となります）
　　　10月5日（木） 7：30～11：50
　　　10月6日（金） 7：30～11：50
　　・	整理券をお持ちの方から優先的にご入場いただきます。整理券はセミナー開始

5分後に無効となり、定員に余裕がある場合は整理券をお持ちでない方も入場
できます。

　　・	今回は登録によって入場可能フロアに制限がございますが、ランチョンセミナー
に関しましては制限はございません。

　　託児所のご案内
　　・	パシフィコ横浜に隣接する横浜ベイホテル東急内の「キッズスクウェア」を、

下記の通り、ご案内いたします。	 	
当学会にご参加の方のお申込みにつきましては、割引価格の設定も、ご用意し
ております。お申し込みは、下記HPよりお願いいたします。	 	
http://www.alpha-co.com/ks_yokohama_shosai.jsp

　　※事前予約制となります。
　　※	ご予約の際は第57回日本核医学会学術総会　または　第37回日本核医学技術

学会総会学術大会　ご参加の旨、お書き添えください。

　　名誉会員・功労会員 控室のご案内
　　名誉会員・功労会員の控室を下記の場所にご用意しております。ご自由にご利用

ください。
　　場所：パシフィコ横浜 会議センター 2階 211
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　　その他ご案内
　　・	会場内は禁煙です。所定の喫煙コーナー以外での喫煙はご遠慮ください。皆様

のご協力をお願いいたします。
　　・	口演会場内では、携帯電話の呼出音、情報電子機器のアラーム音などが鳴らな

いようにご注意ください。
　　・	著作権法・個人情報保護法により、会場内での写真およびビデオ撮影は禁止と

させていただきます。
　　・	核医学教育講演の出席証明書はセッション終了後に配布いたします。教育講演

受講認定単位は5単位で、複数の教育講演に出席しても1回と計算されます。

◆合同市民公開講座　＜ジュニアセミナー in 横浜＞
　［日　　時］10月7日（土） 14：00～16：00（開場13：30）
　［会　　場］第3会場（パシフィコ横浜 会議センター 3階 301）
　［入 場 料］無料
　［申し込み］	市民参加者は、小学生を対象としており、事前申込が必要です。詳細

はホームページをご覧ください。	 	
学会参加者は事前申込不要です。当日は直接会場へお越しください。
満席の場合は、入場をお断りする可能性もございます。また、修了証・
記念品の配布はございません。あらかじめご了承ください。

＜プログラム＞
『教えて！宇宙で活動する技術、放射線が見せる世界』
座長：小池　　泉（横浜市立大学　放射線医学）
講演：
1．「宇宙で活動するための技術　～2040年火星探査の旅～」
	 	 	 	 演者：上野　誠也（横浜国立大学大学院　環境情報研究院）
2．「“放射線”の使い方　～病院編～」
	 	 	 	 演者：杉浦　　円（横浜市立大学附属病院　放射線科）
3．「画像検査でアレコレ見てみよう！」
	 	 	 	 演者：尾川　松義（横浜市立大学附属病院　放射線部）


