
ご参加の方へ

1．事前登録をされた方
・事前登録およびお支払いを完了されますと「決済結果通知メール」が返信されます。お問い合わせの際に

は事前登録番号が必要となりますので、必ずお控えください。
・第 80 回学術集会では、バーコードによる参加証発券システムの導入により、事前参加登録をされた方への

参加証の事前送付はございません。
・参加証発行用バーコードは、事前参加登録のマイページより「参加登録証」をダウンロードいただき、当

日会場にお持ちください。
・参加証は学会当日、参加証発券機にバーコードをかざしていただくと発券されます。会場内では必ず参加

証を着用してください。
・領収書は参加証に付帯しておりますが、別途領収書の発行を希望される場合は、学会当日に総合受付ま

でお申し付けください。
・ランチョンセミナーについても、事前登録をされた方の整理券の事前送付はございません。整理券は当日

会場にて、参加証発行用バーコードで参加証とともに発券されます。
・コングレスバッグはコングレスバッグ引換券をお持ちのうえ、コングレスバッグ引換所（大阪国際会議場

1F プラザ）でお受け取りください。
・事前登録期間を過ぎて登録された方も、マイページより「参加登録証」をダウンロードすることが可能です

が、参加費は当日登録扱いとなりますのでご理解をお願い致します。

2．学会前日・当日登録をされる方
・受付場所・時間

日 時 場 所
10 月 11 日（木） 15：30 ～ 19：00

大阪国際会議場
1F プラザ

10 月 12 日（金） 8：00 ～ 18：00
10 月 13 日（土） 7：30 ～ 18：30
10 月 14 日（日） 7：00 ～ 15：00

・参加費

区分 参加費 懇親会
会員 15,000 円（消費税対象外） 3,000 円（消費税込）

非会員（一般・企業） 30,000 円（消費税込） 5,000 円（消費税込）

新研修医制度における初年度研修医・
非 MD の大学院生・学部生・留学生

無料 3,000 円（消費税込）

・参加費と引き換えに参加証（ネームカード）をお受け取りの上、各自で所属と氏名をご記入ください。参
加証のない方の講演会場および展示会場への入場はお断りいたします。ネームストラップは参加受付（大
阪国際会議場 1F プラザ）にご用意しております。

・懇親会のお支払い方法は現金のみとなります。クレジットでのお支払いはできません。
・参加証、領収書、ランチョンセミナー整理券の再発行はいたしません。予めご了承ください。
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・コングレスバッグはコングレスバッグ引換券をお持ちのうえ、コングレスバッグ引換所（大阪国際会議場
1F プラザ）でお受け取りください。

・新研修医制度における初期研修医、非 MD の大学院生、学部学生、留学生は参加費が無料です。初期
研修医の方は参加費免除申請書（学術集会ホームページよりダウンロード可）を当日、総合受付にお持ち
ください。学生の方は「参加費免除申請書」とともに「学生証」を提示してください。
事後の返金は受け付けませんのでご注意ください。

3．血液専門医更新単位登録参加について
専門医の方は、本学会参加 15 単位を会場において登録いただけます。

「血液専門医カード」をご持参の上、更新単位登録受付へお立ち寄りください。カード名義ご本人の提示
により参加単位申請を受付登録いたします。なお、カード発行状況については、学会事務局へお問い合わせ
ください。

・受付場所・時間

日 時 場 所
10 月 12 日（金） 8：00～12：00 ／ 14：00～17：00

大阪国際会議場
1F プラザ

10 月 13 日（土） 7：30～12：00 ／ 14：00～17：00
10 月 14 日（日） 7：30～12：00

4．プログラム・抄録集／教育講演特集号
プログラム・抄録集（「臨床血液」9 月号）および教育講演特集号（「臨床血液」10 月号）を、会員の方

にお送りしております。当日総合受付でも有料でお求めいただけます。お忘れの際は同様の取扱いとなります
のでご注意ください。

なお、ポケットプログラムは、登録受付の横に準備してあります。必要な方はお取りください。
また、Web 版、Mobile・タブレット版の演題検索やスケジュール登録ができるアプリをご利用いただけま

す。
詳細はホームページhttp://www.jshem.or.jp/80/をご確認ください。

5．関連行事
Opening Ceremony

日時：平成 30 年 10 月 12 日（金） 13：10-13：50
会場：第 1 会場 大阪国際会議場 5F 大ホール
定時社員総会

日時：平成 30 年 10 月 12 日（金） 18：35-19：00
会場：第 1 会場 大阪国際会議場 5F 大ホール
80 周年記念コンサート

日時：平成 30 年 10 月 13 日（土） 18：20-18：50
会場：第 1 会場 大阪国際会議場 5F 大ホール
懇親会

日時：平成 30 年 10 月 13 日（土） 19：10-21：00
会場：リーガロイヤルホテル大阪 3F 光琳の間
会費：3,000 円または5,000 円（詳細は前頁をご参照ください）
Closing Ceremony

日時：平成 30 年 10 月 14 日（土） 16：00-16：15
会場：第 1 会場 大阪国際会議場 5F 大ホール
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6．コーポレートセミナー
学会会期中、コーポレートパートナー企業によるコーポレートセミナー（モーニングセミナー・ランチョンセ

ミナー）を開催いたします。
★ランチョンセミナー：
事前登録ができます。第 80 回学術集会では、事前登録をされた方の整理券は事前に送付いたしません。整
理券は当日会場にて、参加証発行用バーコードで参加証とともに発券されます。
当日、ランチョンセミナーに参加希望の方は、お早めにランチョンセミナー整理券発券カウンターにて整理券
をお受け取りください。整理券発行には学会参加証が必要です。
おひとりにつき、1 日 1 枚のみ受け取り可能です。発券する整理券は当日開催分のみです。なくなり次第発
券は終了いたします。
セミナー会場には整理券をお持ちの方を優先的にご案内いたします。ただし、整理券をお持ちの方でもセミナ
ー開始と同時に無効になりますので、予めご了承ください。空席がある場合は整理券をお持ちでない方でもご
参加可能です。
★モーニングセミナー：
事前登録、当日の整理券の発券は行いません。
希望される会場に直接おいでになり、ご聴講下さい。セミナーによっては空席がなくなる場合もございます。
ご理解の程、お願いいたします。

ランチョンセミナー整理券発券所

日 時 場 所
10 月 12 日（金） 8：00 ～ 11：45

大阪国際会議場
1F プラザ

10 月 13 日（土） 7：30 ～ 11：45
10 月 14 日（日） 7：00 ～ 11：15

7．医薬品・医療機械展示・展示ルームのご案内
学会期間中、コーポレートパートナー企業による展示スペース・展示ルームを会場内に設け、展示や製品

説明などを行います。学会参加者はご自由にご利用ください。

展示開設時間

日 時 場 所
10 月 12 日（金） 9：00 ～ 18：30 大阪国際会議場

3F イベントホール、5F メインホワイエ、
10F1010、10-1、10-2、12F ホワイエ

10 月 13 日（土） 9：00 ～ 18：30
10 月 14 日（日） 9：00 ～ 15：30

8．託児所のご案内
学会期間中、託児所を設けます（無料）。託児受け入れ人数に定員がありますので、ご利用にあたっては

事前のご予約が必要となります（申込期限：10 月 5 日（金）17：00まで）。ホームページに掲載されている
利用規約をご確認のうえお申し込みください。

9．お願い
・会場内は禁煙です。喫煙は決められた喫煙スペースでお願いいたします。
・講演、ポスター会場内での携帯電話・スマートフォン等のご使用は他の参加者の迷惑となりますので、禁

止させていただきます。入場の際は電源を必ず OFFにしてくださいますようお願いいたします。
・発表スライドおよびポスターの写真撮影は禁止とさせていただきます。
・会場内での呼び出しは原則として行いません。総合案内にございます掲示板をご利用ください。ただし、

緊急の場合は運営事務局へご連絡ください（運営事務局：大阪国際会議場 5F 502）。
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