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第21 回 日本女性骨盤底医学会
女性骨盤底障害〜機能と構造の統合的修復をめざして〜

1.�参加者の方へ
1）　受付は下記時間にウインクあいち

２階　ロビー総合受付にて行います。
７月 20 日（土）　８：15 ～ 18：30
７月 21 日（日）　８：40 ～ 15：30

2）　参加費をお支払いの上、参加証をお受け取りください。
3）　抄録集はご持参ください。会場内でも抄録集を販売しま

すが、数に限りがございます。
4）　会場内では、携帯電話等の電源を切るか、マナーモード

をご利用ください。

日本で最も暑い名古屋の夏！
クールビズでご参加ください。

２.�口演発表 座長・演者の先生方へ
＜口演発表 座長の皆様へ＞

・  ご担当セッション開始 10 分前までに各会場内右前方の
次座長席にご着席ください。

・  発表終了１分前に黄色ランプにて合図します（終了時は
ランプが赤色に点灯します）。プログラムの進行には十
分ご配慮いただきますようお願いします。

・  定刻どおりに進行されますよう円滑な運営にご協力をお
願いします。

＜口演発表の皆様へ＞
口演発表形式

・  発表時間時間は口演７分、質疑３分です。一般演題以外
は別途定めた通りです。時間厳守をお願いします。

・  発表機材は PC プレゼンテーション（1 面映写）のみと
いたします。

・  発表には、メディア（CD-R・USB フラッシュメモリ）
にて発表データまたは、ご自身のパソコンをご持参くだ
さい。

・発表画面の解像度は XGA（1024 × 768）です。
・  会場でご用意するパソコンの OS は Windows、アプリ

ケーションは Microsoft PowerPoint 2013、2016
が使用可能です。

※  Macintosh、動画（PowerPoint のアニメーション機
能を除く）を使用される場合は、ご自身のパソコンをご
持参ください。

※  フォントは OS に標準装備されているものでお願いしま
す。「MS ゴシック」「MS P ゴシック」「MS 明朝」「MS 
P 明朝」「Times New Roman」「Century」を推奨し
ます。

PC受付
受付場所：ウインクあいち　２階　ロビー
受付時間： ７月 20 日（土）　８：15 ～ 17：00
　　　　　７月 21 日（日）　７：40 ～ 16：00
・  メディア（CD-R・USB フラッシュメモリ）及びお持

ち込みのご自身のパソコンの動作確認は、発表開始 45
分前までに PC 受付にお越しの上、試写を行ってくだ
さい。

・  お持ち込みのパソコンは PC 受付で動作確認後、発表
開始 30 分前までに各会場内左手前方の PC オペレー
ター席（演台横）までお越しの上、お渡しください。

・  お持ち込みのパソコンは、発表終了後に発表会場内の
PC オペレーター席（演台横）にて返却します。お受け
取り忘れのないようご注意ください。

口演発表進行方法
・  発表は、演台にセットされているモニター、キーパッド・

マウスを使用し、各演者ご自身での操作をお願いしま
す。

注意事項
・  メディアにて発表データをご持参の場合は、お持ち込

みいただけるメディアは、CD-R・USB フラッシュメ
モリのみです。MO、FD、ZIP は一切受け付けできま
せん。

・  ファイル名は「演題番号・演者名」としてください。
・  データ作成後、他のパソコンで正常に動作することを

確認してください。
・  PC 受付でのデータの修正、変更はできませんのであら

かじめご了承ください。
・  お預かりした発表データは、一旦、発表用 PC にコピー

させていただきますが、本学術総会プレゼンテーショ
ン以外には使用することはありません。学術総会終了
後、事務局が責任を持って消去します。

ご自身のパソコンをご持参の場合
・  ご自身のパソコンをお持込の場合は、ミニ D-sub 

15pin のモニター出力端子が必要となります。外部モ
ニター出力端子の形状をご確認いただき、必要な場合
は専用の変換アダプタをご持参ください。

・  スクリーンセーバーならびにパソコンのスリープ機能
は事前に解除してください。

・  AC アダプタは必ずご自身でご持参ください。
・  PC 受付にて受付後、ご自身で発表開始 30 分前までに

各会場内前方の PC オペレーター席（演台横）までお
越しの上、オペレーターにパソコンをお渡しください。

・  会場にて用意したプロジェクターと接続ができない場
合に備え、バックアップ用のデータ（CD-R、USB フラッ
シュメモリ）をご持参されることをお勧めします。
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３.���ポスター発表 座長・演者の先生
方へ

会場：第 3 会場（605）
＜ポスター発表 座長の皆様へ＞
・  ポスターセッションの 20 分前までにポスター受付にお

越しください。
・座長用リボンと指示棒をお渡しします。
・  定刻どおりに進行されますよう円滑な運営にご協力お願

いします。
・発表時間は発表 5 分、質疑２分です。

＜ポスター発表の皆様へ＞
７月 20 日（土）：
　（貼付）９：00 ～ 11：00
　（発表）16：00 ～ 17：00
　（撤去）17：10 ～ 18：00
７月 21 日（日）
　（貼付）８：00 ～９：30
　（発表）14：00 ～ 15：00
　（撤去）15：10 ～ 16：00
・  ポスターは、各日張り替えとなります。ご自身の発表

日の指定時間にポスターの貼付、および撤去をお願い
します。なお、撤去時間を過ぎても貼付けてあるポス
ターにつきましては、事務局にて廃棄いたします。

・  ポスター前での発表となります。セッションごとに座
長の進行に従い、発表時間・討論時間を厳守してくだ
さい。

・  セッション開始 10 分前までにリボンを付けてご自身の
パネル前に待機してください。リボン、掲示用のピンは、
各パネルにご用意しております。

  ・  展示パネルは図のとおりです。各自で演題名、所属、発
表者名および本文がパネルに収まるように作成してく
ださい。

・演題番号（20 cm × 20 cm）は事務局にて準備します。

４.�機器展示・書籍販売について
会期中、第３会場（605）にて機器展示および書籍販売
を行います。どうぞご利用ください。
会場内に「ドリンク・スウィーツコーナー」を設けてお
ります。

演題
番号

タイトル・氏名・所属
W70cm×H20cm

掲示スペース

90cm

20cm 70cm

160cm180cm

20cm
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５.�その他
・  ランチョンセミナーの整理券配布はございません。

・クローク：
　２階　ロビー内のクロークをご利用ください。

・落とし物：
　総合受付にてお取り扱いいたします。

・第11回経腟メッシュ手術講習会
　日　時：2019 年７月 21 日（日）　８：00 ～ 10：00
　　　　（受付開始 7:40 ～）
　会　場：ウインクあいち　
　　　　　6 階　602-604（第２会場）
　参加費：5,000 円
　定　員：300 名
　　　　　※ 原則として事前登録となります。お席に余裕

がない場合、当日は受付できない場合がござ
いますので、あらかじめご了承いただきます
ようお願い申し上げます。

　プログラム：
　１　総論
　　　古山　将康
　　　（大阪市立大学大学院医学研究科　女性生涯医学）
　２　手術手技材料
　　　嘉村　康邦
　　　（昭和大学横浜市北部病院　女性骨盤底センター）
　３　合併症
　　　加藤　久美子
　　　（名古屋第一赤十字病院　女性泌尿器科）
　４　全例登録　合併症報告
　　　竹村　昌彦
　　　（大阪急性期・総合医療センター　産科・婦人科）

・第１回ペッサリー講習会
　日　時：2019 年 7 月 21 日（日）　8：00 ～ 10：00
　　　　　（受付開始 7:40 ～）
　会　場：ウインクあいち　
　　　　　２階　大ホール（第１会場）
　参加費：5,000 円
　定　員：300 名
　プログラム：
　1　ペッサリー管理の基礎知識。器材、目的、ルール
　　　中田　真木    
　　　（三井記念病院　産婦人科）
　2　ペッサリー管理の導入、通院管理
　　　福本　由美子
　　　（松原徳洲会病院　婦人科）
　3　ペッサリー管理のトラブル、手術への移行
　　　野島　俊二
　　　（国立病院機構金沢医療センター　産科・婦人科）
　4　使用者自身によるペッサリーの自己着脱
　　　新島　礼子
　　　（三井記念病院）
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