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参加者へのお知らせ

■会場内でのご注意
・写真撮影・録音・録画は許可を受けたもの以外は禁止です。会場内では携帯電話はマナーモードに設定し，通

話はご遠慮ください。
・活発に討論いただけますよう，ご質問等積極的にご参加ください。質問される際には，前もってマイクの前に

お進みいただき，司会／座長の指示に従って順番にご発言ください。

■参加受付
・事前参加登録は設けておりませんので，当日，会場にて参加登録をお願いいたします。
・参加証は，所属・氏名をご記入の上，学術集会期間中は必ず着用してください。参加証着用の方のみ入場可能

です。
【参加登録受付】

パシフィコ横浜　会議センター
2F「エントランスホール」

日程 受付時間
11月19日（月） 6：40 ～ 18：40

11月20日（火） 6：40 ～ 17：40

11月21日（水） 7：20 ～ 16：30

【参加費】 ※現金，クレジットカード可

参加カテゴリー 参加費
医師（会員・非会員共通） 18,000円
研修医・看護師・消防関係・コメディカル（※1）  5,000円
一般・企業 10,000円
医学部，看護学部，救命救急学科　学生（※2） 無料
報道関係者（※3） 無料
会員意見交換会  2,000円

※1 研修医の方は，施設長の証明書をご提出ください。
 証明書は，学術集会ホームページ（http://jaam46.umin.ne.jp/）よりダウンロードしてください。
※2 学会当日，受付にて学生証または，施設長の証明書を提示いただきます。
※3 所属等がわかるものを提示いただきます。

■会員意見交換会のご案内
日程：11月20日（火）19：10 ～
会場：ヨコハマ グランド インターコンチネンタル ホテル　3F「ボールルーム」
会費：2,000円　※参加登録受付にてお支払いください。
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■e医学会カードについて
【1】e医学会カード（UMINカード）による参加登録手続きについて

本学術集会では，「e医学会カード」による参加登録を行いますので，会員の皆様は「e医学会カード」を持参
してください。手続きは，参加登録受付（パシフィコ横浜　会議センター　2F　「エントランスホール」）で行
います。

●e医学会カードをお持ちの会員の方は…
参加登録は自動発券機にて行います。
参加登録時に，カード裏面のバーコードを自動発券機のリーダーにかざしてください。

●e医学会カードをお持ちでない会員の方は…（カード忘れも含む）
参加証購入後，「総合案内」までお越しください。係の者が対応いたします。

【2】e医学会カード（UMINカード）による受講登録について
本学術集会では，参加登録手続きのほかに，6つの「指導医セミナー」，9つの「救急科領域講習」，3つの「専

門医共通講習」においてもe医学会カード読み取りによる受講登録を行いますので，受講をされる会員の方は講
習の際にもe医学会カードを持参してください。

同時刻に開催された講習会に重複して受講登録があった場合，当該の受講登録はすべて取消しとなります。
誤って受講登録をしてしまった場合は，講習会場の受付ではなくパシフィコ横浜　会議センター　2F「総合案内」
にお越しください。

【3】専門医・指導医更新時の配点（配点上限など詳細は各制度をご確認ください）

日本救急医学会　専門医　更新 ・学術集会参加（50点）
日本専門医機構　救急科専門医　更新 ・学術集会参加（1単位）

・専門医共通講習（1講習会1単位）
・救急科領域講習（1講習会1単位）

日本救急医学会　指導医　更新 ・指導医セミナー（「学会発表」5点）

※ 会期中に登録されない場合は参加として認められません。
※学術集会終了2 ～ 3週間後に，会員専用ページ（e医学会マイページ）にて参加状況の確認ができます。
※カードを忘れた場合は，各講習・セミナー会場の受付担当にお申し出ください。

＜お問い合わせ＞
再発行や未着など，e医学会カードに関するお問い合わせは，下記窓口までお願いいたします。
e医学会事務局（京葉コンピューターサービス株式会社内）
フリーダイヤル：0120-21-6262（平日10：00 ～ 18：00）／ E-mail：unyou@e-igakukai.jp
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■指導医セミナー
指導医セミナーの対象は以下の6セッションです。
・特別講演1「救急集中治療領域における緩和ケア」

11月19日（月）13：20 ～ 14：20

第1会場（パシフィコ横浜 会議センター 1F「メインホール」）

・招待講演1「 Medical preparedness for mass gatherings：Lessons and observations from the WHO Mass Gathering 

Collaborating Center network」
11月19日（月）13：20 ～ 14：20

第2会場（パシフィコ横浜 会議センター 5F「503」）

・特別講演2「新専門医制度のスタートにあたって」
11月20日（火）13：40 ～ 14：40

第1会場（パシフィコ横浜 会議センター 1F「メインホール」）

・招待講演2「Hierarchical model of modern resuscitation for improvement of cardiac arrest survival」
11月20日（火）13：40 ～ 14：40

第2会場（パシフィコ横浜 会議センター 5F「503」）

・特別講演3「杏林大学割り箸事件　被告人側の医師証人を経験して感じた刑事裁判の問題点」
11月20日（火）14：40 ～ 15：40

第1会場（パシフィコ横浜 会議センター 1F「メインホール」）

・招待講演3「New Insights in Pathogenesis and Management of Disseminated intravascular coagulation （DIC）」
11月21日（水）10：40 ～ 11：40

第2会場（パシフィコ横浜 会議センター 5F「503」）

※指導医セミナー対象セッション開始時に，会場前にてe医学会カードによる参加登録をしてください。
※カードを忘れた場合は，各会場の受付担当にお申し出ください。
※参加登録することで，指導医更新の発表業績点数となります。
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■専門医共通講習
・専門医共通講習1「医療安全講習会」

11月19日（月）18：30 ～ 19：30

第1会場（パシフィコ横浜 会議センター 1F「メインホール」）

・専門医共通講習2「感染対策講習会」
11月20日（火）7：10 ～ 8：10

第2会場（パシフィコ横浜 会議センター 5F「503」）

・専門医共通講習3「医療倫理講習会」
11月21日（水）7：50 ～ 8：50

第2会場（パシフィコ横浜 会議センター 5F「503」）
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■救急科領域講習
・救急科領域講習1「敗血症診療」

11月19日（月）7：20 ～ 8：20

第2会場（パシフィコ横浜 会議センター 5F「503」）

・救急科領域講習2「熱傷診療」
11月19日（月）7：20 ～ 8：20

第3会場（パシフィコ横浜 会議センター 5F「501」）

・救急科領域講習3「中毒診療」
11月19日（月）7：20 ～ 8：20

第4会場（パシフィコ横浜 会議センター 5F「502」）

・救急科領域講習4「その他診療」
11月19日（月）18：30 ～ 19：30

第3会場（パシフィコ横浜 会議センター 5F「501」）

・救急科領域講習5「精神科的症状」
11月19日（月）18：30 ～ 19：30

第4会場（パシフィコ横浜 会議センター 5F「502」）

・救急科領域講習6「小児救急診療」
11月20日（火）7：10 ～ 8：10

第3会場（パシフィコ横浜 会議センター 5F「501」）

・救急科領域講習7「外傷診療」
11月20日（火）7：10 ～ 8：10

第4会場（パシフィコ横浜 会議センター 5F「502」）

・救急科領域講習8「災害医療」
11月21日（水）7：50 ～ 8：50

第3会場（パシフィコ横浜 会議センター 5F「501」）

・救急科領域講習9「救急蘇生」
11月21日（水）7：50 ～ 8：50

第4会場（パシフィコ横浜 会議センター 5F「502」）
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■日本救急医学会入会手続き
本学術集会の演者（共同演者含む）は日本救急医学会会員に限られます。未入会の方は発表できません。
新入会希望者は日本救急医学会事務所にお問い合わせの上，入会手続きを行ってください。
※ただし，学生・研修医セッションの演者は除きます。

■抄録集販売
抄録集は，会期中に限りパシフィコ横浜　会議センター　2F　「エントランスホール」にて販売いたします。 

（1部3,000円）

■クローク

パシフィコ横浜
会議センター 1F

「エントランスホール」
展示ホール1F
「ホールA」

日程 受付時間 受付時間
11月19日（月） 6：40 ～ 20：00 8：00 ～ 19：00

11月20日（火） 6：40 ～ 19：30 8：00 ～ 19：00

11月21日（水） 7：20 ～ 19：40 8：00 ～ 18：00

■呼び出し
会期中の呼び出しは行いません。総合案内付近の掲示板を確認してください。

■喫煙について
パシフィコ横浜は全館分煙となっております。指定の喫煙スペース（パシフィコ横浜　会議センター 1F・
3F・5F，展示ホール1F）をご利用ください。

■報道関係者の方へ
・総合案内（パシフィコ横浜　会議センター 2F　「エントランスホール」）で受付をしてください。取材時は

受付でお渡しするプレス証を付けてください。
・会場内では，参加者が出入り可能な場所には，自由に入場・入室いただいて結構です。但し，各種打合せ会，

控室への入室，取材はお断りいたします。
・協賛企業の展示物を含む商品，教育機関・医療機関を含む特定団体，研究者・医師・その他本学術集会参加

者等の特定個人への取材が必要な場合には，必ず事前に取材対象の許可を得てください。
・発表，討論を通じて，患者様個人が特定できる，もしくは，プライバシーに触れる可能性がある事項に関し

ては，取材・報道をご遠慮ください。
・取材は，学術集会会長，総会事務局，司会／座長の指示に従ってください。
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■ランチョンセミナー
入場には整理券が必要です。
整理券配布場所： パシフィコ横浜　会議センター　1F　「ホワイエ」

日程 受付時間
11月19日（月） 6：40 ～ 11：30

11月20日（火） 6：40 ～ 11：50

11月21日（水） 7：20 ～ 11：30

※整理券はなくなり次第配布を終了いたします。
※整理券はセミナー開始直後に無効とし，以降は整理券を持たない参加者の入場を認めます。

■モーニングセミナー・イブニングセミナー
整理券の配布は行いません。先着順となりますので会場へは早めにお越しください。

■展示
場所：パシフィコ横浜　展示ホール　1F　「ホールA」

日程 展示時間
11月19日（月） 12：00 ～ 18：30

11月20日（火） 8：30 ～ 18：30

11月21日（水） 8：30 ～ 17：30

■託児所
プログラム時間内は無料でご利用いただけます。
学術集会ホームページ（http://jaam46.umin.ne.jp/）で確認の上，事前にお申込みください。
キャンセルの場合には必ずご連絡を入れてください。

■無線LAN（Wi-Fi）
パシフィコ横浜全施設内で無料で無線wi-fiをご利用いただけます。
SSID：FREE-PACIFICO

■抄録集アプリのご案内
本学術集会では，参加者サービスのひとつとして演題検索やスケジュール登録ができる，スマートフォン／ 

タブレット用演題検索アプリをご利用いただけます。
聴講したいセッションや演題を検索し，自分のスケジュールとして登録することで，学会期間中のオリジナル 

予定表が作成できます。

・アプリ名：第46回日本救急医学会総会・学術集会（JAAM46）
・公開日：2018年（平成30年）11月中旬を予定しています。
・利用方法：App Store, Google Play より「46救急」，または「46JAAM」で検索し，ダウンロードしてください。
・利用料： 無料（アプリのダウンロードには別途通信料が発生します）



－31－

・対応機種：iPhone, iPod touch, iPad, iPad mini, Android スマートフォン，Android タブレット
・アプリ対応バージョン：iOS 8以上，Android 4以上

＊抄録を閲覧する際にパスワードが必要となります。［パスワード：46jaam］

■専門医試験検討委員会，専門医認定委員会，専攻医募集タスクフォース合同　アンケート結果速報
日時：11月21日（水）17：00 ～ 17：30

司会：黒田　泰弘
報告1：アンケートに至った経緯　志賀　隆
報告2：試験アンケート結果について　一二三　亨
報告3：キャリアアンケート結果について　志賀　隆
質疑応答
内容：
日本救急医学会では専門医試験受験の際，試験問題および専門医認定制度のさらなる改善，若手救急医のリク
ルート及びキャリア満足度向上のため，アンケート調査を行っていくことになりました。このセッションでは，
アンケートを始めた経緯，目的を説明後，結果を速報し，みなさまのご意見をいただきたいと思います。

■第2回日本版HMIMMS・J-HELPジョイントコース（ダイジェスト版）
日時：11月20日（火）16：30 ～ 18：30

会場：パシフィコ横浜 会議センター 4F「411＋412」（第11会場），4F「413」（第12会場）

■ハンズオンセミナー
受講は事前申込制となっております。
詳細は，学術集会ホームページをご確認ください。

・ハンズオンセミナー 1：Ambu Academy for a Scope

日時：11月19日（月）14：00 ～ 16：00

会場：ハンズオンセミナー会場1（パシフィコ横浜 会議センター 4F「418」）
共催：アンブ株式会社

・ハンズオンセミナー 2：脳死判定セミナー
日時：11月19日（月）12：30 ～ 17：30

会場：ハンズオンセミナー会場2（パシフィコ横浜 展示ホール2F「ハーバーラウンジ」）
共催：公益社団法人 日本臓器移植ネットワーク

・ハンズオンセミナー 3： 日本母体救命システム普及協議会（J-CIMELS）公認 J-MELSベーシックコース 

全身管理医向けセミナー
日時：11月20日（火）9：00 ～ 11：00

会場：ハンズオンセミナー会場1（パシフィコ横浜 会議センター 4F「418」）
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・ハンズオンセミナー 4：第32回セデーションコース（エッセンシャル版）＠救急医学会総会
日時：11月20日（火）13：00 ～ 17：30

会場：ハンズオンセミナー会場2（パシフィコ横浜 展示ホール2F「ハーバーラウンジ」）
主催：PSA（処置時の鎮痛鎮静）研究会
共催： 東京ベイ・浦安市川医療センター救急集中治療科，SAMURAI-JADECOM Simulation Center， 

健和会大手町病院，Department of Emergency Medicine, The University of New Mexico

■サテライトセミナー
受講は事前申込制となっております。
詳細は，学術集会ホームページをご確認ください。

・救急医のためのMCセミナー
日時：11月18日（日）11：00 ～ 16：30（10:30開場）
会場： TKPガーデンシティ PREMIUM横浜ランドマークタワー「バンケットルームA」 

〒220-8125　神奈川県横浜市西区みなとみらい2丁目2番1号
 横浜ランドマークタワー　25F

主催：日本救急医学会メディカルコントロール体制検討委員会

■プレコングレスセミナー
受講は事前申込制となっております。
詳細は，学術集会ホームページをご確認ください。

・厚生労働省委託事業「平成30年度 実践的な手術手技向上研修事業」
　『献体による外傷手術臨床解剖学的研究会』
　日時：11月14日（水）
　会場： 東京医科大学　人体構造学分野　解剖実習室 

〒160-8402　東京都新宿区新宿6-1-1

■ポストコングレスセミナー
受講は事前申込制となっております。
詳細は，学術集会ホームページをご確認ください。

・日本集中治療医学会公認 神経集中治療ハンズオンセミナー v2 エビデンスと身体所見を重視した神経集中治療
　日時：11月22日（木）10：00 ～ 17：05

　会場： 帝京大学板橋キャンパス 

〒173-8605　東京都板橋区加賀2-11-1


