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学会参加者へのご案内
◆盛夏の学術集会にご参加いただくみなさまへ
～クールビズのお願い～
本州最南端の串本町が位置する和歌山は、太平洋の青海と
南国の太陽に照らされた「なつぞら」に恵まれた南国の町です。
学術集会の熱気とコラボレーションし、かなりのヒートアップが予測されます。
熱中症予防のためにも、
ご参加いただく先生方におかれましては、
「クールビズ」にご協力頂き、スーツ・ネクタイ・ジャケットのご着用は、
お控えいただけますよう何卒よろしくお願い申し上げます。
スタッフは、スタッフ T シャツを着用させていただきますので、
ご理解いただけますよう何卒お願い申し上げます。
◆参加者の皆様へ
1． 総合受付は、「和歌山県民文化会館 2F 大ホールホワイエ」にございます。総合受付にて参加費
をお支払いください。
医師・メディカルスタッフ・その他職種：10,000 円
学生（大学院生を除く）：3,000 円
※学生（学部学生、看護学生）の方は、学生証を当日、受付で提示してください。
学生証のご提示がない場合、学生参加費の適用外となりますので、予めご了承ください。
2． プログラム・抄録集は総合受付にて 1 部 1,000 円にて販売いたします。
3． 総合受付の開設時間は下記のとおりです。
7 月 27 日（土）8：00 ～ 17：00
7 月 28 日（日）7：30 ～ 15：30
◆演者の皆様へ
1． 演者の皆様は、ご発表セッション開始予定時刻の 20 分前までに各会場前方の「次演者席」にご着席
ください。
2． 学会スケジュールのスムーズな進行のため、制限時間を厳守した発表をお願いいたします。
3． 各セッションの発表時間は以下のとおりです。
指定演題：別途、運営事務局よりメールでお知らせいたします。
一般演題（ミニシンポジウム）：12 分（発表 10 分、討論 2 分）
一般演題：8 分（発表 6 分、討論 2 分）
最優秀賞候補演題：10 分（発表 8 分、討論 2 分）
4． PC 受付は発表開始時刻の 30 分前までにお済ませください。
PC 受付開設時間（2F 大ホールホワイエ）
7 月 27 日（土）8：00 ～ 17：00
7 月 28 日（日）7：30 ～ 15：30
【データをメディアにて持ち込まれる方へ】
1． 発表開始時刻の 30 分前までに、PC 受付（2F 大ホールホワイエ）にお越しください。
2． お持込いただけるメディアは以下のとおりです。
USB フラッシュメモリー
（メディアにウイルスが感染していないことを確認のうえ、お持ち込みください）
3． データの容量は最大で１GB 程度にしてください。
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4． OS とアプリケーションは以下のものをご用意いたします。
＊ OS：Windows 10
＊アプリケーション：Windows 版 PowerPoint 2010/2013/2016
＊ Macintosh で作成された方は Mac 本体をお持ち込みください。
5． フォントは OS（Windows 版）標準のもののみご用意いたします。
6． 発表に使用する PC はすべて XGA（1024 × 768）に統一していますので、ご使用の PC の解像度を
XGA に合わせてからレイアウトを確認してください。
7． 動画や音声をご使用になる場合は、受付の際に必ずお知らせください。
8． 動画などの参照ファイルがある場合は、すべてのデータを同じフォルダに入れてください。
なお PowerPoint2010 以降は動画ファイルをスライドデータに埋め込む機能がありますが、
下位バー
ジョンで編集されますと、その機能が失われることがあります。
＊動画ファイルの注意点
Windows の場合、10（OS）および Windows MediaPlayer12 の初期状態に含まれるコーデックで
再生できる動画ファイルをお持ちください。
動画ファイルは WMV または MP4 形式を推奨します。
9． 発表データ作成後、作成した PC 以外で正常に作動することを確認してください。
10．発表時には、演台上のマウスとキーボード操作をお願いします。発表者ツールは使用できません。
11．発表データは、
「PC 受付」のサーバーと会場の PC に一時保存いたしますが、それらのデータは本学
会終了後、責任をもって廃棄します。
【ご自分の PC をご使用になる方へ】
1． 発表開始時刻の 30 分前までに、PC 受付（2F 大ホールホワイエ）にお越しください。
2． PC 受付の試写用モニターに正し卯映像が出力されることを確認してください。
3． PC 受付では D-sub15 ピン（ミニ）のケーブルをご用意いたします。一部のノート PC では本体附属
（別売り）のコネクタが必要な場合がありますので、必ずお持ちください。
注意：HDMI や Mini DisplayPort など D-sub15 ピン以外の接続はお受けできません。
4． 発表データのショートカット（エイリアス）を「セッション番号 _ 演者名」（例：シンポジウム 1_
発表太郎）として作成し、デスクトップ上のわかりやすい場所に保存してください。
5． 画面の解像度は XGA（1024 × 768）推奨です。このサイズより大きいまたは小さい場合、画質の
劣化につながります。
6． 動画や音声をご使用になる場合は、受付の際に必ずお知らせください。
7． あらかじめスクリーンセーバーや省電力設定を（Macintosh の場合はホットコーナーも）解除して
ください。
8． 起動時にパスワードを設定している場合は、予め解除してください。
9． AC アダプターは必ずお持ちください。発表時間の 20 分前までに会場内の PC デスクまでお越しの
うえ、スタッフに PC をお渡しください。スタッフがケーブルを接続し、外部出力の確認を行います。
10．発表時には演台にセットされている TFT モニター、キーボード、マウスをご使用ください。
ご自身のパソコンは演台上に上げられません。
（発表者ツールのご使用もできませんのでご了承くだ
さい）
11．念のため、バックアップデータを必ずお持ちください。
12．講演終了後、できるだけ速やかに PC のお引き取りをお願いします。
◆座長の皆様へ
1． 座長の皆様は、ご担当セッション開始予定時刻の 30 分前までに各会場右手前方の「次座長席」に
ご着席ください。
2． ご担当いただくセッション全体の時間配分については、学会のスムーズな進行のため、セッション
制限時間を厳守した進行をお願いいたします。
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◆学術集会企画 「この子にどうかかわりますか」
7 月 27 日（土）15：40 ～ 18：30 に第 4 会場（特別会議室 B）において学術集会特別企画を開催します。
PAE を目指す方・PAE・医師、どなたでも自由にご参加いただけますので、どうぞお楽しみください。
本企画は、有志 PAE によるロースプレーで、症例提示を行い、PAE・PAE を目指す方・医師が地区別の
チームとなり、子どもと家族へのかかわりのプランニングを自由な考えかたで、全員で討論するアトラ
クションです。
オリジナリティのあるご意見を提示いただけた方には、素敵なプレゼントをご用意しています。
当日、会場前で受付を行います。受付において地域別にグループ分けをしますので、ご勤務されている
都道府県をお知らせください。
◆教育セミナー（ランチョンセミナー）にご参加の方へ
教育セミナー（ランチョンセミナー）は各日３セミナー企画しております。予め配布する整理券を持っ
て入場してください。ご用意いたします弁当数に限りがございますので、ご了承ください。なお、整理
券はセミナー開始と同時に無効となります。ご注意ください。
整理券配布場所：2F 大ホールホワイエ
整理券配布時間：7 月 27 日（土） 8：00 ～ 11：20
7 月 28 日（日） 7：30 ～ 11：20
◆モーニングセミナー
7 月 28 日（日）はモーニングセミナーを開催します。軽食をお配りいたします。
整理券の配布はございません。
※モーニングセミナー１では教育関係者の方々も無料でご参加いただけます。
参加希望の方は当日参加受付（大ホールホワイエ）にお越しください。
◆ハンズオンセミナー
7 月 28 日（日）11：00 ～ 12：00 に第 4 会場（特別会議室 B）においてハンズオンセミナーを企画し
ております。ご希望の方は参加登録受付（2F 大ホールホワイエ）のハンズオンセミナー受付にお越し
ください。土曜日の朝から受付いたします。なお、受付は先着順で 24 名までご参加いただけます。
◆懇親会
7 月 27 日（土）19：00 よりダイワロイネットホテル和歌山 ４F ボールルームにて行います。
懇親会費は 3,000 円です。お誘い合わせのうえ、ご参加ください。
※和歌山県民文化会館から懇親会会場（ダイワロイネットホテル和歌山）へのシャトルバスは 18 時 30
分頃より順次運行いたします。
※ダイワロイネットホテル和歌山（懇親会会場）
・JR 和歌山駅より 2 番のりばより 県庁・和歌浦方面行き「公園前」バス停下車すぐ
（JR ｢和歌山駅｣ から徒歩 25 分）
・南海電鉄和歌山市駅より 8 番のりばより JR 和歌山駅行き「京橋」バス停もしくは「公園前」
バス停下車（南海電鉄 ｢和歌山市駅｣ から徒歩 15 分）
◆その他
1． 学会の入会は、2F 大ホールホワイエにございます「一般社団法人 日本小児臨床アレルギー学会
事務局」にて承ります。
年会費は、医師 9,000 円、メディカルスタッフ 7,000 円、賛助会員 10,000 円です。
2．「2F 大ホールホワイエ、5F 大会議場」にて企業展示、ドリンクサービス（休憩スペースあり）、
「2F 大ホールホワイエ」にて書籍展示を行っています。是非お立ち寄りください。
開設時間：7 月 27 日（土） 9：00 ～ 17：00
7 月 28 日（日） 9：00 ～ 15：00
3． ポスター・チラシ・パンフレットなどをテイクフリーデスクに設置希望の場合は、予め総合受付まで
お申し出ください。
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4． 会期中のお呼び出しは緊急の場合に限ります。インフォメーションボードにて掲示させていただき
ます。
5． 会場は全て禁煙です。喫煙は屋外の所定の場所でお願いいたします。
6． 会場内では携帯電話のマナーモード設定にご協力をお願いいたします。また、許可のない録音、写真
及びビデオ撮影を禁止いたします。
◆クローク
クロークは 1F 102 会議室に設置しております。
開設時間：7 月 27 日（土） 8：00 ～ 19：30
7 月 28 日（日） 7：30 ～ 17：00
懇親会に参加される方は、懇親会会場（ダイワロイネットホテル和歌山 ４F ボールルーム）のクローク
をご利用いただけます。
◆参加証・領収書について
1． 記名台にて所属・氏名をご記入ください。
2． ネームホルダーに入れて会期中会場内では必ず首から下げてください。
3． 紛失した場合、再発行はいたしません。ご注意ください。
4． ネームカードをお持ちでない方の会場への立ち入りはお断りいたします。
◆認定制度について
一般社団法人 日本小児臨床アレルギー学会
①小児アレルギーエデュケータースキルアップセミナー …… 上限 8 単位
※スキルアップセミナーは原則全講座を受講した場合のみ、上限 8 単位が付与されます。
各講座 10 分以上の遅刻、早退をされると単位付与しかねますのでご注意ください。
※スキルアップセミナーは事前申込制です。
小児アレルギーエデュケータースキルアップセミナー講師 …… 10 単位
②認定小児アレルギーエデュケーター
学術集会 参加 …… 15 単位
学術集会で筆頭演者として発表 …… 10 単位
日本小児科学会専門医研修集会
①新更新単位 ⅲ小児科領域講習
1）教育シンポジウム１「子どものこころとからだを診る～心身症・発達障害の親子へのかかわり
～心身症専門医からの提言」…… 1 単位
2）教育シンポジウム 3 「新しい時代が始まる！ AI と小児喘息」…… 1 単位
3）教育シンポジウム 4 「ここでしか聞けない！解剖から臨床までの呼吸器学」…… 1 単位
4）教育講演 4 「医師の指導、子どもに届いていますか？」…… 1 単位
※単位取得には講演開始から完全に終了するまで受講いただく必要がございます。途中入場・途中
退出された場合、受講証のお渡しはできません。
※受講証配付のため、会場内はセッションごとに入れ替えとなります。1 つの講演が終了しましたら
一度ご退出いただき再入場いただくようご協力をお願いいたします。ご移動の際は、お手荷物等
を必ずお持ちください。
日本アレルギー学会専門医 …… 4 単位
※一般社団法人日本アレルギー学会専門医制度における出席単位証明は、専門医申請・更新申請時に
参加証原本を申請書と同封にてご送付ください。
参加証コピーでは認められませんので、ご注意ください。

