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第 26 回日本皮膚外科学会総会 ・学術集会

ご　挨　拶

この度第 26 回日本皮膚外科学会を富山市で開催することになりました。会員の皆さんの中に

は富山を訪れたことのない方も多いと思いますので、これを機会に是非一度お越し下さい。富山

市は最近エコシティーとして売り出し中です。富山駅や会場周辺には適当なホテルが多数有りコ

ンパクトにまとまっています。市内はセントラムと呼ばれる路面電車で移動できますし、市内で

自由に乗り捨てできる自転車 ( 登録が必要ですが ) も整備されています。それに便乗して学会の

テーマを「エコ」としました。時間や、患者さんの負担、あるいは材料費などを節約することが

エコノミーからエコロジーにつながるのではないかというこじつけです。皆さんのささやかな工

夫をお待ちしています。

本学会は当初からスーパークールビズで時代をリードしてきました。富山は北というイメージ

から涼しいのではないかと誤解されることがありますが、真夏はおそらく日本で最も暑い地域の

一つです。例年通り軽装でお越し下さい。折角富山まで来るのですから時間に余裕のある方は立

山・黒部アルペンルートに足を伸ばされることをお勧めします。室堂までは電車やバスを利用し

軽装で訪れることができます。気合いを入れて 3015 ｍの頂上を目指すのもよいかもしれません

（日帰りで可能ですがそれなりの装備が要ります）。

学会運営はこの会の特徴である全員参加の 1 会場で徹底的に討論するというスタイルを最優先

に考えています。そのため発表者の方は発表時間を厳守するようにお願いします。緊張して時間

をオーバーする程度はいいのですが、中には「これは 4 分では収まらないだろう」という確信犯

( ？ ) も見受けられます。内容はコンパクトにまとめて円滑な運営にご協力をお願いします。そ

のかわり討論はできるだけ制限しないようにするつもりですので、発言希望者は指名前にマイク

の前でお待ち下さい。1 日目の昼食時間に岡田整形外科皮膚科の高田実先生に「メラノーマは手

術で治せるか？」と題して講演をお願いしました。本学会とは逆説的な演題ですが、手術手技を

極めるだけでなく多角的にメラノーマの治療を考えるうえでのよい刺激になると期待していま

す。また、時間的制約から「あなたならどうする？」のコーナーの代わりに 3 人のエキスパート

にミニレクチャー的な話をしてもらう「私ならこうする」のセッションを企画しました。「よく

あるけどちょっと悩むような症例をあの先生はどのようにしているのか知りたい」、というのが

企画の主旨です。

本学会ではネームホルダーを再利用するなどささやかなエコを実践する予定です。学会費もエ

コにしようかと思いましたがこのご時世企業協賛も厳しいのでやめました。懇親会がエコになっ

ても会場周囲には富山の海の幸山の幸を楽しめる店が沢山ありますのでご安心を。

平成 23 年 7 月吉日

富山県立中央病院　皮膚科

会頭　八田　尚人
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交　通　案　内

　［富山駅より］
　 ・バスで約5分～城址公園前下車 徒歩3分
　　　　　　　　　　　　　（料金：200円）
　 ・市内電車（環状線）で約8分～国際会議場前下車
　　　　　　　　　　　　　 　（料金：200円）
　 ・徒歩で15分

　［富山空港より］
　 ・タクシーで約20分　（料金：約3,000円）
　 ・空港連絡バスで約25分～総曲輪下車 徒歩2分
　　　　　　　　　　  　（料金：400円）
　［富山I.C.より］
　 ・車で15分

富山国際会議場へのアクセス

富山国際会議場　大手町フォーラム
〒930-0084　富山市大手町1番2号　TEL: 076-424-5931　FAX: 076-493-7170

※市内電車環状線（セントラム）は太線部分が一方向運行となります　　　

バスロータリー

総曲輪
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会　場　案　内
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参加者の方々へ

1. 受付時間 ： 23 年 8 月 20 日 ( 土 ) 午前 8 時から午後 6 時まで、 21 日 ( 日 ) は午前 8 時か

ら午前 11 時 30 分まで受付致します。

2. 参加受付 ： 2F の総合受付でお願いいたします。 参加登録カードを記載のうえ受付までお

持ちになり、 参加費 10000 円をお支払い下さい。 県の補助金申請のため県外からの参加

者の宿泊数を把握する必要がありますので、 お手数ですがカードに宿泊のホテルを御記入

下さい。 ネームプレートのホルダーは再利用品を用意してありますが、 エコのため他の学会

で使用済みのホルダーがあればお持ち頂くようお願いします。 口演およびポスター発表され

る先生方は、 隣の演者受付へもおこし下さい。

3. プログラム ： 郵送された方は必ずご持参ください。 会場で購入される場合には一部 2000 円

頂戴致します。

4. 受講証 ： 皮膚科専門医資格をお持ちの方には、 日本皮膚科学会認定の後実績 6 単位が

認められますので、 専門医受付でご記帳後に 「後実績受講証」 をお受け取りください。

口演発表者の方々へ

  ＊ 前回の案内では、 発表データの CDR を 1 週間前に郵送していただく予定でしたが、 当日

会場に USB メモリーをお持ち込みをいただくことになりましたので、 ご注意下さい。

1. 学会参加受付後、 演者受付へおこし下さい。

2. 口演時間 ： 一般演題、 テーマ演題は口演 4分、 討論 4分です ( 私ならこうするは 7分 )。

3. 口演発表は全て PC( パソコン ) による発表のみとさせて頂きます。 発表の 30 分前までに「PC

試写 ･ 演者受付」 までお持ち下さい。 お持ち込みいただけるメディアは USB メモリーのみ

とさせていただきます。 データはコンピュータウイルスの無いことをチェックをした上でお持ち

込み下さい。 必ずバックアップ用のデータもお持ち下さい。

4. 会場に用意するパソコンで、 使用可能なアプリケーションは PowerPoint 2003, 2007 です。

PowerPoint の標準フォントをご使用下さい。 口演用スライドデータは 4:3 で作成して下さい

( 横長で作らないで下さい )。

5. Macintosh 版の PowerPoint で作成された方は、 あらかじめ Windows パソコンでの動作確認

をお願いします。

6. 口演用データでは、 動画 ･ 音声の使用はご遠慮下さい。

7. 発表の際は、 演台に設置してありますモニター、 マウス、 キーボードを使用して、 演者ご本

人により操作して頂きます。

8. ノートパソコンの持ち込みによる発表は受け付けません。

参加者の方々へのお知らせとお願い
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ポスター展示の方々へ

1. 学会参加受付後、 演者受付へおこし下さい。

2. 展示は、 ポスター会場の展示パネルにお願いします。 展示は 20 日 （土） 午前 8 時よりお

願いします。 撤去は 21 日 （日） 午後 12 時から 1 時の間にお願いします。

3. ポスターの展示は画鋲による固定です。 画鋲は事務局で用意致します。

4. ポスターパネルのサイズは横 120 ｃｍ×縦 210cm です。 左上部　横 20 ｃｍ × 縦 20 ｃｍの

演題番号は事務局で用意いたしますので、それ以外のスペースはご自由にお使いください。

日本皮膚外科学会元気賞

一般演題、 テーマ演題の中から最優秀発表賞および最優秀論文賞を選びます。 副賞は各

10 万円で、 ダブル受賞も可能です。 ただし、 論文 ( 発表プロシーディング ) を学会開催日から

11 月末までに、 会場または本部事務局にお届け頂けなかった場合は、 受賞資格を失います。

受賞者は翌年度の総会で表彰し口演をして頂きます。

学会誌用原稿提出のお願い

本学会の発表演題は、 原則として全て日本皮膚外科学会誌にその要旨を掲載させて頂きま

す。 お手数ですが、 学会当日に別紙の要項にしたがって原稿の提出をお願いします。 なお、

後日学会本部事務局で原稿内容を一部変更させていただく場合がありますので、 プリント原稿

一部と CD-R( 電子データ ) の両方の形での提出をお願いします。強調文字 ( 太字、ボールド体 )

の設定は行わないでください。

討論者の方々へ

座長の指示にしたがって、 討論用マイクを用いて所属 ・ 氏名を述べてから発言してください。

質疑応答用紙に、 その内容をご記載下さい。

日本皮膚外科学会への入会申込みについて

日本皮膚外科学会への入会申込み手続きは、 本学会場では取り扱いませんのでご了承くだ

さい。 入会希望の方は学会本部事務局まで直接ご連絡ください。

懇親会

懇親会は 20 日 ( 土 ) 学術集会終了後、 午後 6 時 30 分より ANA クラウンプラザホテル 3F 

ASUKA にて行います。

総　会	　20 日 ( 土 ) 午後 1 時 30 分より口演会場にて行います。
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