
  

参加者へのお知らせ 

1．参加受付 

（1）受付時間・場所 

日 時：11月5日（火）7:30～18:00 

    11月6日（水）7:30～18:00 

    11月7日（木）7:30～15:00 

場 所：パシフィコ横浜 会議センター2F エントランスホール 

 

（2）参加費 

参加区分 参加費 受付方法 

医師 13,000 円 
所定の窓口にて参加費をお支払ください。 

企業関係者等 15,000 円 

メディカルスタッフ 5,000 円 総合案内へお越しください。 

「メディカルスタッフ証明書」を提出の上、参加費をお支払

いください。 

初期研修医 無料 総合案内へお越しください。 

「初期研修医証明書」を提出してください。 

学生 

（大学院生を除く） 

無料 総合案内へお越しください。 

「学生証」を受付に提示してください。 

大学院生 5,000 円 総合案内へお越しください。 

「学生証」を受付に提示の上、参加費をお支払いください。 

全員懇親会 医師・企業 3,000 円 

メディカルスタッフ 1,000 円 

※初期研修医・学生・大学院生は無料です。 

※参加費をお支払いただきましたら、ネームカード（領収書兼用）を発行いたします。 

氏名と所属をご記入の上、セキュリティーの関係上、会場内では必ずネームカードの着用を 

お願いいたします。 

※当日のお支払は現金のみです。カードは利用できません。 

 

（3）抄録集 

機関誌「神経治療学」36巻 6 号として会員に郵送いたします。 

当日は、1 部  3,000 円で販売いたします。なお、数に限りがございますので予めご了承ください。 

抄録集の事前購入を希望される方は大会事務局（jsnt37@procomu.jp）までメールにてご連絡くださ

い。 

 

 

 



  

（4）クローク 

日 時：11月5日（火）7:30～19:30 

    11月6日（水）7:30～19:30 

    11月7日（木）7:30～16:30 

場 所：パシフィコ横浜 会議センター2F 211+212 

※貴重品・壊れ物（PC 含む）・傘は、原則お預かりできません。 

 

2．入会受付 

日本神経治療学会へ入会ご希望の方は会場で受け付けています。入会申込書に必要事項をご記入の上、

係にご提出ください。 

同時に 2019年度会費（期間：2019.10.1 ～ 2020.9.30）を納入していただきます。 なお、医師一般演

題発表者で未入会の方は、当日までに日本神経治療学会への入会手続きを済ませてください。 

入会申込書は学会ホームページ「各種手続き」欄から入手してください。 

※メディカルスタッフの一般演題発表者の入会は必須ではありません。 

＜日本神経治療学会事務局＞ 

〒 130-0012 東京都墨田区太平 4-6-17 シェグランほり川 209 号 

TEL：03-5610-1350 FAX：03-5610-1360 E-mail：jsnt1@kind.ocn.ne.jp 

3．年会費 

会員の方で 2019年度の会費（会員：13,000 円 準会員：5,000 円）を未納の方は納入してください。 

4．関連行事    

社員総会・総会 11月5日（火）13:00～13:50 

特設会場（パシフィコ横浜 国立大ホール） 

※評議員ならびに一般会員の皆様にご参加いただけます。 

 

学会賞表彰式 11月5日（火）13:50～14:00 

特設会場（パシフィコ横浜 国立大ホール） 

 

優秀演題賞授賞式、全員懇親会 11月6日（水）19:30～ 

ヨコハマグランドインターコンチネンタルホテル 

3F パシフィック 

参加費：医師・企業 3,000 円 

メディカルスタッフ 1,000 円 

初期研修医、学生、大学院生 無料 

全員懇親会にて「優秀演題賞」の表彰式を行います。 

 

mailto:jsnt1@kind.ocn.ne.jp


  

5．その他 

1）共催セミナー（ランチョンセミナー、モーニングセミナー、イブニングセミナー）に関するご案内 

（1）ランチョンセミナー 

ランチョンセミナーは整理券制となります。 

整理券は、当日分のみ整理券配布所（パシフィコ横浜 会議センター2F エントランスホール） 

にて配布いたします。 

＜整理券配布時間＞ 

  11月5日（火）8:00～ 

  11月6日（水）8:00～ 

  11月7日（木）8:00～ 

（2）モーニングセミナー、イブニングセミナー 

モーニングセミナー、イブニングセミナーは整理券制ではございません。直接会場へお越しく

ださい。 

 

2）展示・休憩コーナー 

場 所：パシフィコ横浜 会議センター3F 301+302、ホワイエ 

 

3）呼び出し 

会場内での呼び出しは行いません。緊急の場合に限り、総合受付にお申し出ください。 

 

4）クレジット（単位） 

本学会への参加で次の学会のクレジットが付与されます。 

 

日本神経学会： 

・本学会への参加で 2 単位が取得できます。 

・会場備え付けの申請用紙に必要事項をご記入の上、窓口にご提出ください。   

後日、総会事務局より日本神経学会事務局に申請用紙を一括送付いたします。 

 

日本頭痛学会： 

・本学会への参加で 5 単位が取得できます。 

・ネームカードの、大会名と参加者名が書かれている部分をコピーの上、ご自身にて日本頭痛学

会事務局に提出の上、申請手続きを行ってください。 

 

日本認知症学会： 

・本学会への参加で 2 単位が取得できます。 

・ネームカード原本、または、ネームカードの大会名と参加者名が書かれている部分をカラーコピーの上、

ご自身にて日本認知症学会事務局に提出の上、申請手続きを行ってください。 

 



  

 

日本医師会生涯教育制度： 

・以下のシンポジウムに参加することにより1シンポジウムあたり2単位を取得することが可能です。 

・各シンポジウム終了後に会場出口にて日本医師会生涯教育講座参加証を配布いたします。 
 

 11月5日（火） 11月6日（水） 11月7日（木） 

午 前 

 

― 

シンポジウム7  

免疫性神経疾患診療の 

最前線 

（カリキュラムコード62：

歩行障害） 

シンポジウム8    

地域で支える神経難病 

診療体制の現状と展望 

（カリキュラムコード12：

地域医療） 

シンポジウム12  

自己免疫性脳炎の診療

update 

（カリキュラムコード32：

意識障害） 

シンポジウム15   

片頭痛診療の最前線  

：特に病態解明と新たな

治療について 

（カリキュラムコード30：

頭痛） 

午 後 

 

シンポジウム2  

認知症のバイオマーカー

と早期診断 update 

（カリキュラムコード29：

認知症の障害） 

シンポジウム3  

神経疾患の予防医学 

（カリキュラムコード11：

予防と保健） 

シンポジウム11  

シヌクレイノパチーの 

病態・治療 update 

（カリキュラムコード62：

歩行障害） 

 

シンポジウム16  

治験におけるアウトカ

ム、有効性評価指標の 

考え方 

（カリキュラムコード15：

臨床問題解決のプロセス） 



  

メディカルスタッフの方へ 

1）メディカルスタッフの方の参加費は 5,000 円ですが、所定の証明書の提示が必要です。 

学術集会ホームページから「メディカルスタッフ証明書」をダウンロードいただきます様お願いいた

します。 

証明書の提出がない場合は「医師」参加費 13,000 円をお支払いいただきますので、予めご留意くださ

い。 

2）参加費 5,000 円で、メディカルスタッフプログラムを含め、全ての総会プログラムにご参加いた

だけます。 

3）全員懇親会（11月6日）の参加費は 1,000 円となります。 

4）下記学会員の方は本学会への参加でポイントが付与されます。 

 

   日本理学療法士協会： 

・本学会への参加、発表で生涯学習ポイントの対象となります。 

・ポイント対象となる活動は以下の通りです。 

学会参加・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10 ポイント 

一般演題（指定演題を含む）の筆頭演者・・・・・・・・・5ポイント 

シンポジスト、パネリストの筆頭著者、講演講師等・・・10ポイント 

・「会員専用コンテンツ」に掲示されている申請書に、活動を証明する書類（参加証や、抄録のコピー） 

他、学会ポイントを証明する書類を添えてポイント登録手続きを行ってください。 

 詳細は協会へお問い合わせください。 

 

日本作業療法士協会： 

・本学会への参加で一般社団法人日本作業法士協会の生涯教育制度基礎研修ポイントの対象となり

ます。 

協会または所属士会へご自身で申請してください。 

協会への申請・・・・・・・参加証明・生涯教育受講記録・返信用封筒を郵送し申請してください。 

所属士会への申請・・・各士会に手続きについて確認してください。 

 

日本言語聴覚士協会： 

・本学会への参加で生涯学習プログラムの基礎・専門ポイントの 1 ポイントが取得できます。 

「参加証」を（参加証はコピーでも可）、日本言語聴覚士協会へご自身で提出して申請して 

ください。 

・本学会への参加とは別途、一般演題の発表にて 1 ポイント加算されます。 

発表者は「抄録のコピー」を日本言語聴覚士協会へご自身で提出して申請してください。 

 

 

 



  

 

 

 

日本認知症ケア学会： 

・本学会への参加で専門士単位が 3 単位取得できます。さらに一般演題の発表にて 1 単位加算さ

れます。 

・単位認定の手続きは、参加証明となるもの（参加証明書）を各自保管し、資格更新時に提出して

ください。 

・本学会への参加単位は、認知症ケア専門士ホームページの単位確認画面に掲載されませんので、

資格更新時に単位認定の手続きをしてください。 

・日本認知症ケア学会による本学会の認定コードは、毎年度末に認知症ケア学会から送付される認定

コード表を参照していただき、資格更新時に記載してください。 

 

日本難病看護学会： 

・本学会への参加で活動ポイントが付与されます。 

・ポイントが付与される活動は以下の通りです。

学会参加・・・・・・・ 5 ポイント 

上記の学会参加点に下記が加算されます。

発表（筆頭者）・・・・・+5 ポイント 

発表（共同研究者）・・・+1 ポイント

座長・・・・・・・・・  +2 ポイント 

日本難病看護学会へご自身にて申請してください。 



  

初期研修医および学生の方へ 

1）参加費は無料となりますが、 

初期研修医の方は「初期研修医証明書」の提出、学生の方は「学生証」の提示が必要です。 

学術集会ホームページから「初期研修医証明書」をダウンロードいただきます様お願いいたします。 

証明書の提出がない場合は「医師」参加費 13,000 円をお支払いいただきますので、予めご留意くださ

い。 

2）全員懇親会（11月6日）の参加費も無料です。 

 

大学院生の方へ 

1）参加費は 5,000 円ですが、「学生証」の提示が必要です。 

学生証の提示がない場合は「医師」参加費 13,000 円をお支払いいただきますので、予めご留意くださ

い。 

2）全員懇親会（11月6日）の参加費は無料です。 

 

特別企画へ参加される方へ 

ワークショップ・ケースカンファレンス、ハンズオンセミナーにご参加される場合は、第 37回日本神経治

療学会学術集会ホームページをご覧いただきご参加ください。 

※事前参加登録が必要です。 


