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場

参加者へのご案内

1． 会

2013年5月24日（金）・25日（土）
KFC Hall 国際ファッションセンター
〒130-0015 東京都墨田区横網1-6-1
TEL：03-5610-5801 FAX：03-5610-5891
《A会場》 ……………………………… KFC Hall
（3F）
《B会場》 ……………………………… KFC Hall 2nd
（2F）
《C会場》教育セミナー会場 ………… Room 101-103（10F）
《D会場》ポスター・機器展示会場 … KFC Hall Annex
（3F）
《総合案内》…………………………… ホワイエ（3F）
《教育セミナー受付》………………… ホワイエ（3F）
《PC受付》……………………………… ホワイエ（3F）
《教育セミナーPC受付》……………… Room 108（10F）
《クローク》…………………………… ホワイエ
（3F）
《学会本部》…………………………… Room 106（10F）

3． ランチョンセミナー
	5月24日（金）、5月25日（土）の2日共、ランチョンセミナーを開催します。参加費は無料です。席数
やお弁当の数には限りがございますので、満員の際には、入室できない事もありますのでご了承く
ださい。
【学会参加者の皆様へ】
ホワイエ（3F）にて行います。
1. 参加受付
5月24日（金）…08:00〜18:30
5月25日（土）…08:00〜17:30
学会参加費：15,000円
2． 参 加 費
＊お支払いに関しましては、下記3.のお支払い方法をご参照ください。
＊会場内では、必ずネームカードを着用してください。
▼日本脳神経外科学会会員以外の方
3． お支払い方法
受付に設置しております参加者カードを記入の上、参加費と共に受付にお出しく
ださい。
▼日本脳神経外科学会会員の方
本会におきまして、日本脳神経外科学会会員の方は、原則として『一般社団法人日
本脳神経外科学会会員 会員証』（1）を用いて、参加登録・専門医クレジット登録・
参加費の支払いを行います。
（1）

（2）
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受付には（1）のみをご持参ください。（2）UFJ 会員クレジットカードの持参は不要です。
◆（1）と（2）の両方を取得済みの方
（1）を持参していただくことで、参加登録・専門医クレジット登録・参加費支払いが可能です。
◆（1）のみを取得済みの方
参加登録・専門医クレジット登録はできますが、参加費は現金支払いとなります。
◆カードを取得していない方
参加登録・専門医クレジット登録はできますが、参加費は現金支払いとなります。当日、受付にて
「氏名」または「専門医番号」をお伝えください。
4. 入 会
日本脳腫瘍病理学会未入会の方は演題の発表ができません。事前に下記事務局にて手続きを行って
ください。なお、入会手続きは学会当日でも可能です。
【日本脳腫瘍病理学会事務局】
〒466-8550 名古屋市昭和区鶴舞町65（名古屋大学大学院医学系研究科脳神経外科内）
TEL：052-744-2355 FAX：052-744-2361 E-mail：maedak@med.nagoya-u.ac.jp
5. 抄録集
日本脳腫瘍病理学会会員の皆様には予めお送りしておりますが、ご希望の方には、学会当日に3,000
円で販売いたします。
6. 総 会
5月24日（金）13:10よりA会場（KFC Hall）にて行いますのでご出席ください。
7. 専門医クレジット
日本脳神経外科専門医の先生は本学会参加が日本脳神経外科専門医クレジットの対象
（5点）
となります。
8. 機器展示・書籍展示・ドリンクサービス
C会場
（KFC Hall Annex）
にて機器展示・書籍展示及びドリンクサービスを行います。
9. クローク
ホワイエ（3F）にて受け付けます。
10. 携帯電話
会場内では、携帯電話の電源をお切りいただくか、マナーモードに設定していただけますようお願
いいたします。

【演者の皆様へ】
1. 口演発表について
①発表時間（シンポジウム・一般口演・臨床病理検討会）
シンポジウム…………発表8分／質疑3分／総合討論1分
一般口演………………発表6分／質疑4分
臨床病理検討会………発表4分／質疑6分
※時間の厳守をお願いいたします。
②発表機材
原則として全てコンピュータによる発表とさせていただきます。スクリーンは1面で、PCプロジェ
クターは1台です。
③PC受付・試写
ホワイエ（3F）にて行います。
5月24日（金）…08:00〜18:30
5月25日（土）…08:00〜17:30
発表の30分前までにPC受付で受付および動作確認をお願いします。
25日（土）午前発表の方は、発表前日のうちにPC受付で受付を行い、動作確認を行っていただきま
すようご協力をお願いいたします。
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2.

ポスター発表
①標本
標本は全てのポスター発表について可能な限りご持参ください。各ポスター会場には顕微鏡をご
用意しております。標本用のマッペは事務局にて用意いたします。
②展示スペース
ポスターパネルサイズは横90cm×縦180cm（タイトル・演題番号含む）です。
演題名・所属・氏名
（右上： 縦20cm×横70cm内）及び発表内容
（縦160cm×横90cm内）は、ご自身で
ご用意ください。演題番号（左上： 縦20cm×横20cm）及び画鋲は、事務局で用意いたします。
③ポスター掲示
5月24日（金）8:00〜14:40の間に所定の位置に掲示してください。5月25日（土）にご発表の先生方
も24日（金）
14:40までに掲示をしていただきます様ご協力をお願いいたします。
④ポスター発表討論
20cm
70cm
5月24日（金）は①9:30〜／②14:40〜、5月25日（土）は③9:50〜
②演題名，所属，氏名
① No.
ポスター発表を行います。
20cm
（共同演者）
時間は発表3分、質疑3分でお願いいたします。
⑤ポスター撤去
5月25日（土）の16:00までに撤去をお願いいたします。時間
③
を過ぎても撤去されていない演題は学会事務局にて撤去・処
（幅90ｃｍ×高さ150ｃｍ）
分させていただきますので、ご了承ください。
ポスター貼付面
⑥ポスター賞について
今学会では、ポスター発表のうち優秀演題数題を選出し、ポ
スター賞を授与することといたしました。選出対象は、全発 160cm
表ポスターの内、1日目(5月24日)の14:40までに掲示された
ポスター演題とさせていただきます。ポスター発表の先生方
は、ぜひ1日目の14:40までにポスター掲示および標本の展
示をお願いいたします。
選出結果は、会員懇親会での発表を予定しております。
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④メディア持込の場合の注意点
・データはUSBフラッシュメモリまたはCD-Rに保存してお持ちください。
・PC受付で用意しているPCは、Windows 7のPower Point 2003、2007、2010です。
・OS標準フォントをご使用ください。
（MSゴシック、MS明朝、Times New Roman、Century等）
・動画をご利用の方は、必ずご自身のPCをお持ちください。
・プレゼンテーションに他のデータ（静止画・動画・グラフ等）をリンクさせている場合は、必ず
リンクさせている元のデータも一緒にフォルダに保存し、作成したPCとは別のPC
（Windows 7）
にて事前に動作確認をお願いいたします。
・ウイルス感染の事例がありますので、最新のウイルス駆除ソフトでチェックしてください。
・お預かりいたしましたデータは、学会終了後、責任を持って消去いたします。
⑤PC本体持込の場合の注意点
・Macintoshをご使用の場合は、ご自身のPC本体をお持ちください。
・プロジェクターのモニター端子は、ミニD-Sub15ピンです。変換コネクタが必要な場合は、必ず
ご持参ください。
・電源アダプターを必ずご持参ください。
・スムーズな進行をするために、PowerPoint附属機能の「発表者ツール」の使用はお控えください。
⑥発表時の操作
・PC本体は演台にご準備しておりません。
・演台上のモニターで確認をし、マウスを各自で操作し、講演を行ってください。
・トラブルによる時間延長はありません。発表時間内に終了するよう、対処してください。
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3． 臨床病理検討会
▼例年通り口演発表素材とポスター掲示の両方をご用意ください。
①口演発表
会場は、両日ともにA会場（KFC Hall）
です。
口演では臨床経過および病理所見について報告いただいた後、指定討論者及び座長から病理所見
についてのコメントをいただきます。時間は、各演者共発表4分です。
詳細は、「【演者の皆様へ】1.口演発表について」をご参照ください。
②ポスター会場
ポスター展示会場は、D会場（KFC Hall Annex）
です。
すべての演題に関して、5月24日・25日の両日ともに標本を含めて展示をお願いいたします。
③展示スペース
ポスターパネルサイズは横90cm×縦180cm（タイトル・演題番号含む）です。
演題名・所属・氏名（右上： 縦20cm×横70cm内）及び発表内容（縦160cm×横90cm内）は、ご自身
でご用意ください。
演題番号（左上： 縦20cm×横20cm）及び画鋲は、事務局で用意いたします。
④ポスター掲示
5月24日（金）8:00〜5月25日（土）9:30までの間に所定の位置に掲示してください。
⑤ポスター撤去
5月25日（土）の16:00までに撤去をお願いいたします。時間を過ぎても撤去されていない演題は学
会事務局にて撤去・処分させていただきますので、ご了承ください。
⑥指定討論者
各演題に対してご発表時問は各演題5分です。
【教育セミナー参加の皆様へ】
1. 参加受付
5月24日（金）8:00から教育セミナー受付（ホワイエ3F）にて受付いたします。
2. 参加費
10,000円
3． 参加について
（事前参加登録された方）
事務局よりメールにてお送りした「参加登録確認書」をプリントし、教育セミナー受付にてご提示く
ださい。領収書兼用のネームカードとテキストをお渡しします。座席は指定席となります。
4. テキスト
教育セミナー参加者には、テキストをお渡しいたします。
その他、別途必要の場合は、1冊1,000円にてお買い求めください。
5. 教育セミナー講師の先生方へ
PC受付はRoom 108（10F）にて行います。
ご自身の発表30分前にPC本体又はメディアをご持参ください。
会場責任者がセミナー進行をいたしますので、発表の10分前に会場前方左手の席にお着きください。
発表形式の詳細は、「【演者の皆様へ】1. 口演発表について」をご参照ください。
【座長の皆様へ】
・座長の先生は、担当セッション開始予定の10分前に会場前方の次座長席にお越しいただき、スタッ
フにお声掛けください。
・担当セッション開始予定の1分前に演者の方々のご確認をされた後、定刻になりましたら演題発表を
開始してください。
・プログラムの円滑な進行のため、時間を厳守していただくようお願いいたします。
・ポスター発表の座長にあたられる先生方には、あらかじめ投票用紙をお渡しいたします。優秀と思
われるポスターを1日目の14:40〜18:30の間に選出し、受付投票箱に1日目の18:30までに投票くださ
い。選出結果は、会員懇親会での発表を予定しております。
008 The 31st Annual Meeting of the Japan Society of Brain Tumor Pathology

A.

日本脳神経外科学会会員の発表者の先生方へ
日本脳神経外科学会へのCOI申告と発表時のスライド上でのCOI提示をお願い申し上げます。
なお、「昨年1月〜12月のCOI 状態について一般社団法人日本脳神経外科学会へCOI自己登録が完了
している」という条件を満たす必要がありますので、ご注意ください。
また、発表スライド・ポスター上でのCOI提示につきましては、日本脳神経外科学会ホームページ
（http://jns.umin.ac.jp/system/COI.html）上の 学会主催におけるCOIマネージメントの要点について
のPDFをご参考に「筆頭演者は日本脳神経外科学会へのCOI自己申告を完了しています」の文言等を
付記して下さい。

B.

日本脳神経外科学会会員ではない発表者の先生方へ
上記のとおり、第31回学会では、試験的に日本脳神経外科学会の会員ではない先生方におかれまし
ても、COI申告と発表時のスライド上でのCOI提示を行っていただきたいと思います。
つきましては、日本脳神経外科学会会員でない発表者の先生方におかれましても、お手数ですが別
紙文書にご記入の上、日本脳腫瘍病理学会COI委員長（筑波大学 医学医療系 松村 明）宛にFAX
（029-853-3214）にて申告をお願い申し上げます。
また、発表スライド・ポスター上でのCOI提示につきましては、Aの先生方と同様に日本脳神経外科
学会ホームページ（http://jns.umin.ac.jp/system/COI.html）上の 学会主催におけるCOIマネージメン
トの要点についてのPDFに準拠し、「筆頭演者は日本脳腫瘍病理学会への試験的なCOI自己申告を完
了しています」の文言等を付記して下さい。

【スライド例】
1）開示すべきCOIがない場合

2）開示すべきCOIがある場合
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【発表者のCOI申告および発表スライド・ポスター上でのCOI提示について】
日本脳神経外科学会関連学会である本学会は、日本脳神経外科学会におけるCOI指針に準拠する形
でCOI情報を報告・提示する必要があると考え、COIに関する指針作成を協議中の段階ですが、ひと
まず今回の第31回学会におきましては、以下の通りの方針とさせていただきますので、ご協力の程
宜しくお願い申し上げます。なお、申告書は学会ホームページ（http://btp31.umin.jp/）にてダウンロー
ド頂けますので、併せてご確認の程、お願い申し上げます。
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【本学会の企画】
1. 教育セミナー
開催日時： 5月24日（金）
9:00〜16:00 D会場（定員200名、満席になり次第締め切り）
企
画： 脳腫瘍病理診断医育成委員会
対
象： 脳腫瘍病理診断力を上げたい病理医、専門医取得を目指す脳神経外科専攻医
本学会脳腫瘍病理診断医育成委員会が、脳腫瘍病理の最新データを遍く網羅出来るよう
に演題及び演者を厳選しました。1日でほぼ脳腫瘍病理の全体像が理解出来るように組
み立てられています。参加者には、最新情報満載のセミナーテキストを配布いたします。
プログラムの詳細につきましては、本学会ホームページをご覧ください。
（http://btp31.umin.jp/）
2.

日本脳神経外科学会脳腫瘍関連4学会合同生涯教育セミナー
日本脳神経外科学会生涯教育プログラムの一環として開催します。本セミナー受講後は、受講修了
証をお送りいたします。

1： イブニングセミナー「脳腫瘍のWHO分類：40年の歩みと展望」
開催日時：5月24日（金）17:50〜18:50 A会場
座
演

長： 吉田
者： 中里

純（さくら総合病院）
洋一（群馬大学大学院医学研究科病態病理学分野）

2： 要望演題「小児脳腫瘍（1）」
開催日時：5月25日（土）13:20〜14:35 A会場
座

長： 若林 俊彦（名古屋大学脳神経外科）
柳澤 隆昭（埼玉医科大学国際医療センター脳脊髄腫瘍科小児脳腫瘍部門）

髄芽腫の免疫組織染色によるグループ分類とその問題点
牧野 敬史（熊本大学 医学医療系 診断病理学）
Atypical teratoid / rhabdoid tumorにおける上皮成長因子受容体の検討
里見 介史（筑波大学 医学医療系 診断病理学）
出血発症のpilocytic astrocytomaの検討
及川 光照（中村記念病院 脳神経外科

脳腫瘍センター）

小児・小脳星細胞腫はCyst wallも摘出すべきか否か病理組織学的見地からの検討
藍原 康雄（東京女子医科大学 脳神経外科）
Pilocytic astrocytoma とpilomyxoid astrocytomaの上衣性分化と超微細構造
竹内 浩明（福井大学 医学部 脳脊髄神経外科）
当施設でのpilomyxoid astrocytomaに対する考察
萩原 宏之（北里大学 医学部 脳神経外科）
Key Note「Genetic grouping of medulloblastomas by representative markers in pathologic diagnosis」
Sung-Hye Park（Department of Pathology, Neuroscience Institute, Seoul National University
College of Medicine, Seoul, Korea）
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会員懇親会
開催日時：5月24日（金）19:00〜 第一ホテル両国25F スカイバンケット「アジュール」
教育セミナーのみに参加される方でも参加出来ます。多数のご参加をお待ち申し上げております。
参加費は無料です。

【第31回日本脳腫瘍病理学会開催期間中の各種委員会日程】
5月23日（木）
常任理事会（15：00〜16：00） KFC Hall 10F「Room108」
理事会（16：00〜17：00） KFC Hall 10F「Room109」
評議員会（17：00〜18：00） KFC Hall 11F「Room111」
5月24日（金）
編集運営委員会（7：00〜7：45） 第一ホテル両国4F 「楓（1）」
病理診断医育成委員会（7：45〜8：30） 第一ホテル両国4F 「楓（2）」
総会（13：10〜13：40） A会場（KFC Hall）
会員懇親会（19：00〜） 第一ホテル両国25F スカイバンケット「アジュール」

問い合わせ先

期間外： 筑波大学 医学医療系 脳神経外科内
第31回日本脳腫瘍病理学会事務局
担当： 齊藤良子
〒305-8575 つくば市天王台1-1-1
TEL：029-853-3220 FAX：029-853-3214
http://btp31.umin.jp/
期間中：KFC Hall 国際ファッションセンター
〒130-0015 東京都墨田区横網1-6-1
TEL：03-5610-5801 FAX：03-5610-5891
http://btp31.umin.jp/
May 24-25, Tokyo 011
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3.

